
- 1 - 

 

 
 

2021年 10月４日 

各      位 

 

 

 

 

株主様からよくあるお問い合わせにつきまして（ＩＲ全般に関する事項） 
 

【今後の方向性に関して】 

Ｑ：今後の会社はどういった方向性ですか？ 

Ａ：一連のカーブアウト等、事業体制の刷新が完了しましたので、役員体制と今後の方向性を決定いた

しました。今後、１１月１日からこの「新しい事業の方向性」を遂行するため、新役員体制で組織

と予算を策定してまいります。  

2021 年９月 30 日付「今後の方向性及び構造改革の経過について」： 

https://onkyo.com/ir/ir_news/date/2020/20210930_kongonohoukousei.pdf 

 

Ｑ：林副社長を代表取締役社長に選任した理由を教えてください。 

Ａ：既にお知らせの通り、当社は本年３月 31 日に海外ファンドによる新株予約権の行使が実施されな

かった事により、上場廃止基準に抵触し、大きな方針転換を余儀なくされました。その日から、林

はその新方針の作成と実行を主導し、ＨＡＶ事業(製造、国内販売除く)の米国企業等への事業売却、

ＤＬ事業(国内販売除く)のＥＢＯによるファンドへの売却、ＯＳＣ（オンキヨースポーツ株式会社）

の株式売却、e-onkyo music の新設分割での仏国企業への株式売却を実行いたしました。 

このような実績に加え、当人は財務面での経験が豊富であることから、当社の新たな事業の方向性

や体制づくりは、林が中心となって邁進することが最適と考え、この度 11 月１日より、林を代表

取締役社長とすることについて、９月度の定時取締役会で決議いたしました。 

 

Ｑ：大朏宗徳社長が代表権のない会長に就任していますが理由を教えてください。 

Ａ：ＨＡＶ事業譲渡等の施策が完了し、今は、新しいオンキヨーグループを作り上げていく途上であり、

林が適任であろうという理由で今回の役員人事（新体制への移行）を行いました。 

林の社長選任理由にも記載しましたが、会社の抱える課題を早期に解決し、新しいオンキヨーグル

ープを作り上げるためには、林を中心に、大朏が会長職として林をバックアップ、宮田は引き続き

B2B に注力するという体制がベストであるとの判断によります。 

 

  

【上場廃止に関して】 

Ｑ：上場廃止日はいつですか？ 

Ａ：2021 年８月１日です。 

 

Ｑ：上場廃止後の株式はどうなるのですか？ 

Ａ：上場廃止後におきましても、弊社株主名簿には引き続き記載をいたしますので、株主様の権利は代

わりございません。 

また、東京証券取引所での売買は出来なくなりますが、譲渡制限はありませんので当事者間での直

接取引は可能ですが、弊社株主名簿記載の為の名義書換手続きは各株主様ごとにお手続き頂く事に

なります。なお、当社は株券不発行会社となっており、上場廃止後も引き続き株券の発行は予定し

ておりません。 

会 社 名 オンキヨーホームエンターテイメント株式会社 

問 合 せ 先   

E-mail kabu@jp.onkyo.com 

https://onkyo.com/ir/ir_news/date/2020/20210930_kongonohoukousei.pdf
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株式の流動化を可能にする仕組みにつきましては、みらい證券株式会社において、株主コミュニテ

ィ組成を 2021年９月９日にいたしました。 

株主コミュニティは、非上場企業株式の取引・換金ニーズに応えるため、2015年５月に日本証券業

協会（以下、日証協）によって創設された制度です。日証協から指定を受けた証券会社が、銘柄ご

とに株主及び条件を満たす投資家等が参加できる株主コミュニティを組成し、株主コミュニティ内

において、発行会社は非上場のまま、当該株主コミュニティ参加者が証券会社を介して株式の売買

を行うことができます。 

 

売買のスタートにつきましては、準備が整いましたらみらい證券のサイトにてご案内いたします。 

 

【株主コミュニティ運営会員の概要】 

みらい證券株式会社 

〒105-0003 東京都港区西新橋三丁目４番２号 

TEL 03-5422-1081 

 

【株主コミュニティへの口座開設について】 

弊社株主コミュニティにご参加いただくには、運営証券会社となるみらい證券株式会社に口座を

開設いただく必要がございます。 

 

・株主コミュニティへの参加お申し込み 

  みらい證券株式会社  

TEL 03-5422-1081  

10:00～17:00（土・日・祝日を除く） 

https://www.miraisec.co.jp/ 

E-mail: toiawase@miraisec.co.jp 

 

株主コミュニティの詳細につきましては、みらい證券ホームページ掲載の「株主コミュニティに

関する取扱要領」をご覧ください。 http://www.miraisec.co.jp/html/kabucommunity.htm 

 

Ｑ：今後の株式事務手続きはどうなりますか？ 

Ａ：当社は、株主名簿管理人である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社との株式事務代行委託契約について、

2021 年９月３日をもって終了いたしました。これまで株主名簿管理人が行っていた当社株式に関す

る各種手続事務につきましては、今後、当社にて行うこととなりました。 

しかしながら、上場廃止後から 2021 年９月３日までの株主名簿確定については、約 1 ヶ月を要す

る見込みである為、当社での株式事務手続きに関する各種手続きについては、株主名簿が確定する

９月末日より対応可能となる見込みとなっております。 

つきましては、一部の手続きを除き株式事務に関する各種手続きについて、お待ちいただくことに

なります。 

  

  今後の当社株式に関する各種手続きにおける書類提出先及びお問い合わせ窓口は次のとおりです。 

    〒577-0063 

        大阪府東大阪市川俣一丁目１番 41 号 

    オンキヨーホームエンターテイメント株式会社 株式事務担当 

    電話番号：06-6747-9170 

10:30～15:00（土・日・祝・当社の定める休業日を除く） 

        E-mail：kabu@jp.onkyo.com 

 

また、当社株主の氏名・名称、住所等の各種変更手続については、所定の様式の変更届に必要事項

を記載いただき、実印を押印の上、印鑑証明書（交付日から６ヶ月以内の原本）及び当該変更を証

明する必要書類を添えてご提出くださいますようお願い申し上げます。 

 

https://www.miraisec.co.jp/
mailto:toiawase@miraisec.co.jp
http://www.miraisec.co.jp/html/kabucommunity.htm
mailto:kabu@jp.onkyo.com
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Ｑ：会社が株式を買い取る予定はありますか？ 

Ａ：現時点では、予定はありません。 

 

Ｑ：再上場の予定はありますか？ 

Ａ：今後、事業再編が完了し、財務基盤を整えた際には、再上場ということも視野に入れて取り組みた

いと考えておりますが、現時点では再上場の具体的な計画はございません。 

 

【株主優待に関して】 

Ｑ：今後の株主優待はどうなりますか？ 

Ａ：ご支援をいただいている株主様への総合的な利益還元の在り方を検討いたしました結果、より多く

の皆様に当社事業へのご理解とご支持をいただくため、2021 年９月 30 日を基準とする株主優待制

度において実施内容を変更することといたしました。 

 

基準日 2021 年９月末 

贈呈時期 2022 年１月下旬 

所
有
株
式
数 

20 株以上、 

100 株未満 

e-onkyo music クーポン １曲分 

100 株以上、 

1,000 株未満 

e-onkyo music クーポン １曲分＋

ONKYO DIRECT クーポン 500 円相当 

1,000 株以上、 

1,600 株未満 

e-onkyo music クーポン ３曲分＋

ONKYO DIRECT クーポン 1,000 円相当 

1,600 株以上 e-onkyo music クーポン ５曲分＋

ONKYO DIRECT クーポン 2,000 円相当 

 

 

ONKYO DIRECTでは、今後、オーディオという枠を超えたコラボ製品の販売などラインナップを拡充

していく予定ですので、株主の皆様には当社事業へのご理解をより一層深めていただき、末永く当

社をご支援いただきたく考えております。 

また、2022年３月末基準日の株主優待制度については、改めてお知らせをする予定です。 

 

【資本金および資本準備金の額の減少に関して】 

Ｑ：第 11 回株主総会で決議された「資本金および資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分」につい

ては、予定通り、実行されたのでしょうか？ 

Ａ：予定通り実行済です。なお、本件により、発行済株式総数、株主の皆様のご所有株式数に変更はご

ざいません。 

 

【ホームＡＶ事業譲渡について】 

Ｑ：ホームＡＶ事業の譲渡は完了したのでしょうか？ 

Ａ：契約期限は、８月末ではあるものの、VOXX 社との合意の上で当初のクローズ目標を６月末としてい

ました。一部の国の競争法当局からのクリアランスがおりていない他、本事業譲渡の完了に必要な

条件の一部が、満たされていないことから、本事業譲渡の実行日を８月中に変更しておりました。

その後、必要なクリアランス取得及び最終的な確認が完了し、９月８日付にて本事業譲渡が完了い

たしました。また、本事業譲渡後におきましても、日本国内のホームＡＶ製品の販売は、当社グル

ープにおいて実施いたします。本事業譲渡と並行して、当社グループでは、ご協力いただける債権

者に対して、債権の一部放棄の交渉を進めており、確定しましたら改めてお知らせをいたします。 

2021 年９月８日付「ホームＡＶ事業譲渡完了に関するお知らせ」： 

https://onkyo.com/ir/ir_news/date/2020/20210908_hav%20joto.pdf 

 

https://onkyo.com/ir/ir_news/date/2020/20210908_hav%20joto.pdf
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【その他事業再編について】 

Ｑ：オンキヨースポーツ株式会社の株式売却について教えてください。 

Ａ：当社は、構造改革やスリム化による経営資源の集中並びにコスト削減を早期に実現すること及びオ

ンキヨースポーツ株式会社が展開するサービスの更なる発展を図ることを目的に、オンキヨースポ

ーツ株式会社の株式の内 70％をユニオンビズ株式会社へ株式譲渡いたしました。 

今後も、当社グループは、開発業務に関してオンキヨースポーツ株式会社から受託予定です。また、

株式譲渡後もオンキヨー株式会社が 15％の株式保有を継続し、オンキヨースポーツ株式会社の展開

するサービスの成長を支えてまいります。 

詳しくは、下記お知らせをご参照ください。 

2021 年８月 19 日付「オンキヨースポーツ株式会社の株式売却に関するお知らせ」： 

https://onkyo.com/ir/ir_news/date/2020/20210819_osc%20joto.pdf 

 

Ｑ：デジタルライフ事業の事業譲渡について教えてください。 

Ａ：当社グループは、デジタルライフ商品（イヤホン、ヘッドホン等）の企画販売事業（国内販売を除

く）及び当該商品等のハードウェアにＡＩ/ＩｏＴ技術を組み合わせたソリューション提供事業を

J-STAR 株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：原 禄郎）が投資関連サービスを提供する

J-STAR No.3 SS, LP 等が出資する MWT ホールディングス株式会社が出資するオトモア株式会社（本

社：東京都千代田区、代表取締役：百足 敏治、以下「オトモア社」といいます。）への事業譲渡が

９月 10 日付にて完了いたしました。本事業譲渡後も、当社グループではオンキヨーブランドのコ

ラボ商品のイヤホン、ヘッドホン等の企画販売を継続する予定であり、当社グループのオンキヨー

＆パイオニアマーケティングジャパン株式会社は、引き続きデジタルライフ商品の日本国内販売代

理店として、独占的にビジネスを継続いたします。 

2021年 9月 10 日付「事業譲渡完了（デジタルライフ事業関連）に関するお知らせ」： 

https://onkyo.com/ir/ir_news/date/2020/20210910_DL%20joto.pdf 

    

Ｑ：e-onkyo music 事業の譲渡について教えてください。 

Ａ：高音質音楽ストリーミング配信及びダウンロードビジネスを主とする Xandrie 社との間で、ハイレ

ゾ音楽ダウンロードサービスである e-onkyo music 事業の譲渡に関する協議を行い、グローバルに

ビジネスを展開する Xandrie社の経営資源を活かし e-onkyo musicのさらなる発展を図ることを目

的に、この度、本新設分割及び本株式譲渡契約の締結を実施することといたしました。 

オンキヨー株式会社は引き続き Xandrie Japan株式会社の発行済株式の 14.9％を保有し、e-onkyo 

music 事業の成長を支えてまいります。 

2021年 9月 29 日付「e-onkyo music事業の譲渡（株式譲渡）に関するお知らせ」： 

https://onkyo.com/ir/ir_news/date/2020/20210929_e-onkyo%20joto_f.pdf 

 

Ｑ：オンキヨー株式会社の譲渡について教えてください。 

Ａ：オンキヨー株式会社（以下、「ＯＮＫ」といいます。）単体では、アニメ等とのコラボレーションの

事業等はあるものの、発酵や振動センサーなど数々の産学連携による研究プロジェクトがあり、事業

としては現時点で不採算となっているため、オンキヨーホームエンターテイメント株式会社（以下、

「ＯＨＥ」といいます。）の連結グループとして、早期の黒字化を優先させるため、この度、ＯＮＫ

の株式をＯＮＫ取締役が代表を務める TK FUNDへいわゆるマネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）譲渡

することを決議いたしました。 

なお、ＯＨＥ代表取締役社長である大朏宗徳（11 月 1 日付で取締役会長就任予定）がＯＮＫの代表

取締役社長を今後も継続し、バックオフィス業務も現状通りＯＨＥが担当するなど、協業関係は維持

していきます。 

2021 年９月 30 日付「オンキヨー株式会社の譲渡（株式譲渡）に関するお知らせ」： 

https://onkyo.com/ir/ir_news/date/2020/20210930_onk%20joto_d.pdf 

https://onkyo.com/ir/ir_news/date/2020/20210819_osc%20joto.pdf
https://onkyo.com/ir/ir_news/date/2020/20210910_DL%20joto.pdf
https://onkyo.com/ir/ir_news/date/2020/20210929_e-onkyo%20joto_f.pdf
https://onkyo.com/ir/ir_news/date/2020/20210930_onk%20joto_d.pdf
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【有価証券報告書について】 

Ｑ：2021 年３月期有価証券報告書の提出が６月末から延長となっていましたが、提出完了したのでしょ

うか？ 

Ａ：2021 年３月期有価証券報告書の提出は、2021年７月 30 日に完了しております。 

 

【定時株主総会議決権行使者への QUO カード及び ONKYO DIRECT クーポン発送について】 

Ｑ：2021 年６月 25 日開催の定時株主総会にて議決権行使をしましたが、クオカード発送が届きません。 

どのような状況でしょうか？ 

Ａ：2021 年 6 月 25 日開催の定時株主総会において議決権行使をいただいた株主様に対して 2021 年９

月下旬ごろを予定に QUO カード 500円分及び ONKYO DIRECT クーポン 500 円分の発送を予定してお

りましたが、QUO カード手配の遅れ及び ONKYO DIRECT内の製品調整のため、発送予定について以下

のように遅らせることについてお知らせいたします。 

 

変更前発送予定：2021年９月下旬ごろ 

 

変更後発送予定：2021年 12 月中旬ごろ 

 

2021 年 12 月下旬ごろ発送予定の 2021 年 9 月 3 日開催の臨時株主総会における議決権行使株主様

への QUO カード等の発送についても可能なかぎり、早期の発送となるよう心掛けいたしますので、

引き続きお待ちいただきますようお願い申し上げます。 

 

 


