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売上高 事業別
売上高構成比

営業利益

ホームAV事業
7,287百万円
（54.9％）

OEM事業
3,683百万円
（27.8％）

デジタルライフ事業
2,301百万円
（17.3％）

13,271
連結売上高

百万円
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　株主の皆様には、日頃より格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。
　さて、当社グループの売上の半分以上を占めるホームAVの市場はここ数年縮小傾向に
あり、厳しい事業環境が続いております。
　そのような中において当社は本年５月、DENON/Marantz/Polk Audioなどのブランド
を有するSound United LLCグループにホームＡＶ事業を譲渡する契約を結び、６月の
当社定時株主総会においても株主の皆様の賛成多数をもってご承認いただきました。
　しかしながら、本事業譲渡の実行には、関連する全ての契約の締結、資金調達など様々
な条件があり、その達成が両者ともに難航いたしました。相手方と協議を重ねてまいりま
したが、譲渡完了の目途が立たず、10月には両者間合意のもと、譲渡を中止すること
となりました。株主の皆様には、ご心配をおかけしましたことをお詫び申し上げます。
　ホームＡＶ事業の譲渡は中止となりましたが、現在、拠点集約による固定費の圧縮など、
事業運営合理化に向けての取り組みをはじめ、財務面の健全化にも全力で取り組んでおります。
　経営資源の選択と集中で、長年培ってきた「音」づくりによる当社ならではの価値を
ご提供することに今一度注力する所存です。また、他社との協業にも果敢にチャレンジし、
これまでのオンキヨーの枠を超えていきたく思っております。
　経営理念の「VALUE CREATION」をそれぞれの事業において実現し、企業価値の
向上を目指してまいりますので、株主の皆様には変わらぬご支援を賜りますよう何卒よろしく
お願い申し上げます。

TOP MESSAGE トップメッセージ

FINANCIAL HIGHLIGHTS 財務ハイライト

13,271百万円

2,324百万円

（2019年4月1日～2019年9月30日）
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合理化前

来期から販管費は
100億円以下の水準に

合理化後

大阪 寝屋川技術センター

● 東大阪本社と
 東京の2拠点体制に集約
● 東京は約1/4の規模に縮小

大阪 北浜本社 両国 東京オフィス

2017年度

157億円
123億円

2018年度 2019年度 2020年度

両国 東京オフィス大阪 東大阪本社

■ 販管費の推移

今後の展望

現  在

拠点集約後

拠点集約による全社的な合理化、
他社との協業を推進しV字回復を目指します。

他社との協業・提携を重要な成長戦略と位置付け、
ホームAV事業・デジタルライフ事業・OEM事業の全事業において積極的に強化します。

●重複機能の解消
●コミュニケーションコストの

効率化

複数拠点に同じような機能・組織が存在していることによる固定費の増大
拠点が離れていることによる事業間シナジーの損失

開発設計スピードを加速し、時代に即応

地の利を活かした活動を行い、世界に向けて発信

大阪 モノづくり拠点
本社部門・管理部門・技術部門・
デザイン部門・CRM部門

東京 マーケティング拠点
マーケティング部門・営業部門

事業部別（HAV/DL/OEM）に分かれていた組織を「機能別」に集約

全社合理化策について

他社との協業について

今後の商品開発や販売・マーケティング等、広範囲な協業に
向けた検討の基本合意

2019/10/ 7

2019/ 8 /21 日本国内における同社オーディオ商品の販売代理店権を取得米国Klipsch社

2019/10/ 9 日本国内における同社オーディオ商品の販売代理店権を取得英国Meridian Audio社

車載用スピーカー及び電子機器の中国での生産を目的に資本
業務提携に向けた検討の基本合意

2019/10/31台湾Inventec社



当社の強み

ネットワーク技術

スピーカー要素技術開発力

OnkyoとPioneerが
長年培ってきたサウンド

音/振動解析技術

AVレシーバーの開発力

音のソリューション提案

新たな取り組み

サウンドスピーカービジネスを主軸へ

e-Sports/ゲーミングへ参入

住宅市場への本格参入
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特集／取締役インタビュー

SPECIAL INTERVIEW

オーディオメーカーとして
培ってきた技術力を活かし、
経営基盤の再構築を図ります。
オンキヨー＆パイオニア株式会社
代表取締役社長 宮城  謙二

《当社をとりまく事業環境と課題について》
　ホームAV事業の事業環境は、10年前から大きく変わって

きています。一番大きなところは、Amazonエフェクトが顕

著に出てきているところです。インターネットが盛んではな

かった頃は、店頭での販売にフォーカスできていましたが、

インターネット上で何でも購入できるようになった時代にお

いては、店頭はショールームと化しており、商品を並べるだ

けでも多額のコストがかかるようになってしまいました。

　さらには、コンテンツの市場もオンラインに移行しており、

消費者のホームシアターに対する楽しみ方も変わってきて

います。コンテンツがDVDからストリーミング再生へ移行す

ることによって、映画を従来型のAVレシーバーやスクリーン

などの大きなシステムで見ることから、スマートホンやタブ

レットで手軽に再生できることを重視するようになり、製品

は音質の良さ以上に操作性の良さが求められています。

　このように、再生環境の変化により当社が今まで力を

入れていた従来型のホームAV市場は縮小傾向にあります

が、一方でBluetooth スピーカーやサウンドバー等のサウ

ンドスピーカーの市場は拡大しているのが現実です。

　このような状況から、当社のホームAV事業においては、

従来のAVレシーバーを中心としたビジネスモデルから

大きく転換を図る必要性があると認識しております。

《サウンドスピーカービジネスを主軸へ》
　Bluetooth スピーカーやサウンドバー等のサウンドス

ピーカーの市場拡大は、既にマーケットの大きな潮流であ

り、当社としても挑戦をしなければならない市場です。

　しかしながら、既にマーケットが飽和状態にあり、これか

ら参入することは非常に難易度が高く、厳しい競争市場

であることは十分に認識をしております。

　その中で、当社としてどのように戦っていくのか、とい

う点が非常に大事になります。

　当社は、スピーカー生産を祖業としていた企業であり、音

にこだわるオーディオブランドであります。しかしながら、音

にこだわり過ぎるあまり、現状の市場

と乖離してしまっていることが反省

するべき点だと認識しております。

　今回、改めて事業に取り組む中

で特に意識をするのは、「Younger 

Focus」です。当社は、30年前には

若者向けにモノづくりができていま

した。しかし、残念ながら若者から

の支持が低いのが現状であります。

再度若者がどんな生活をしている

のかを理解し、当社が持っている技

術を用いながらも、技術や機能の訴

求だけではなく、ライフスタイルに

オンキヨーの強みを活かし、新市場への進出を図ります。



当社の課題
 従来のAVレシーバーやHi-Fi製品への強い依存体質
 機能訴求への偏り
 若者へのブランド認知度低下

● 若者をターゲットにマーケティングを強化
● ロハスやエコといったライフスタイルへの提案… 等

祖業のスピーカービジネスに立ち返り、
長年培ってきたテクノロジーを活用。
祖業のスピーカービジネスに立ち返り、
長年培ってきたテクノロジーを活用。

ベッドルームコントロール
パネル

天井埋め込み型
スピーカー×5

5.1ch対応
AVアンプ

壁内配線

エントランス

リビングルーム

キッチン

埋め込み
SP

埋め込み
SP

バスルーム洗面所
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SPECIAL INTERVIEW

おける課題を解決する提案を行うことで、当社のイメージ

も変えていき、サウンドスピーカービジネスをホームAV

事業の主軸となるように目指してまいります。

《e-Sports /ゲーミングへの参入について》
　当社では、e-Sports業界への参入として2019年1月に

SHIDOブランドを立ち上げ、クラウドファンディングにて予想

を超える支援額をいただき、非常に大きな手ごたえを掴んで

おります。

　ゲーミングの市場には大きな需要があり、今後はe-Sportsだ

けではなく、家庭用ゲーム機器の周辺機器にも広げていくこと

を考えています。そこには当社がAVレシーバーの開発で培って

きたDSPやアンプの技術を応用することで、視覚情報以上に音

情報の重要性を訴求し、他社ゲーミング会社にはないオーディ

オメーカーとしての強みがあると考えています。また、SHIDO

は日本のメーカーとして初期に取り組んだことで、「侍」のブラ

ンドイメージを持つことに成功しており、今後は海外も視野に

世界を見据えたSHIDOブランドの展開を進めてまいります。

《住宅市場への本格参入》
　当社の住宅ビジネスは、収益性が高く、安定した事業

性を見込むことができます。今までは5.1chのホームシア

ターのみの提案でしたが、これからは当社のB2Bで開発し

た製品も含め、家中にスピーカーがあったら便利という提

案を大手住宅メーカーから地場の工務店まで提案をしてま

いります。また、OEM事業で培ってきたノイズキャンセリ

ング技術や加振器の技術を応用して、オンキヨーの家構想

《Sound by Onkyo》を進めてまいります。

《利益ある成長に向けて》
　当社の強みは、オーディオメーカーとして長年培ってきたブラ

ンド力と技術力です。そのブランド力と技術力を活かし、構造改

革によって固定費の削減を行い、会社としての経営基盤を整え

てまいります。その上で、オンキヨーとパイオニア独自のマーケ

ティングを行い、利益ある成長を達成することで、企業価値の

向上を目指してまいりますので、株主の皆様には引き続きご支

援、ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

オンキヨーの家構想
Sound by Onkyo

Onkyoの“快適な音空間”アイテムを取り入れ、“音のある家”まるごとプロデュース



NEW PRODUCTS

社会貢献の取り組み

OEM事業

HAV事業

Onkyo Pioneer

DL事業

カスタムフィット壁掛けスピーカーを販売

ハイレゾ再生に対応したマグネシウム振動板を使用した
バランスド・アーマチュア（BA）ドライバーの開発に成功

薄型・高駆動力Vibtoneの開発に成功、AGC株式会社と
株式会社乃村工藝社の協業企画展「GLASSMART展」に採用

au 向けシャープ製スマートフォン
“AQUOS sense3 plus サウンド”に
特別仕様パイオニアブランドイヤホンが同梱

壁掛けテレビと同一の幅に調整して設置できる壁掛けスピーカーです。
テレビと一体化したスタイリッシュなスタイルでインテリアを邪魔しませ
ん。インテリアへのこだわり、そして音へのこだわり、その二つを同時に
叶える新機軸の製品です。

KDDI 株式会社から販売されるシャープ株式会社製スマートフォン
 “AQUOS sense3 plus  サウンド”  に
パイオニアブランドのワイヤレスインナーイヤー
ヘッドホン“C7wireless Special Edition” が
同梱されました。完成品
のOEM製品として
供給をすることで、
保有ブランドの
露出拡大を行っ
ております。

BA ドライバー用振動板としては世界最薄※を実現することが
できたマグネシウム振動板の開発に成功、ハイレゾ再生に
対応したこのスピーカーモジュールを活用し、高付加価値
ヘッドホン/イヤホン市場へ拡大してまいります。

GLASSMART展において、ガラスを使用して音を出す展示品に当社開発の
Vibtoneを提供しました。様々なガラスの振動測定やシミュレーションを基に
取付場所やチューニングの最適化を行うことで、課題であった薄型・高駆動力、
広帯域の音再生を解決し、自然な環境音、音楽等の再生が可能となりました。

※当社調べ（2019年12月現在）

　当社は、「点字と音声の架け橋を築く」をモットーに、主に視覚障害者を対象とした社会貢献
活動を行っており、それらの活動の一環として、公益財団法人「日本教育科学研究所」ならびに
毎日新聞社「点字毎日」との共催で2003年より「点字作文コンクール」を開始、毎年開催し本
年で17回目を迎えることとなりました。
　本年開催いたしましたコンクールにつきましては11月１日に各部門の入賞作品を発表してお
り、その受賞者の中から、国内部門「最優秀オーツキ賞」を受賞された、東京都在住 木

き

川
がわ

  友
とも

江
え

さん、「作詞賞」を受賞された、愛媛県在住 宇
う

佐
さ

  亮
りょう

さんを11月7日に当社東京オフィスにて開
催した表彰式にお招きいたしました。
　また、作詞賞の選考者で、受賞作品を作曲／編曲し、表彰式にもご参加いただきました徳永暁
人さんによる文化鑑賞会『徳永暁人presents『思い出たくさん』vol.1』が11月9日に奈良県立盲
学校にて開催されました。当社は、社会貢献活動の一環として、100年の歴史がある同盲学校の
本文化鑑賞会をサポートしました。当日は、当社製品の寄贈の他、会場にて点字作文の作品集や
ミニコンポとそれに対応したラクラクキットの見本を展示し、当社の取り組みを伝えました。

新製品紹介
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ビジネスレポート内容への期待 （複数回答 上位 5位）

興味を持たれた記事 （複数回答 上位 5位）

72.1%
17.9%

8.7%
9.1%

6.5%

27.7%

49.9%

12.5%

34.2%

4.6%

59.5%
37.8%

26.1%

18.5%

15.6%

43.0%

35.1%

45.9%

43.2%

44.2%

新製品紹介（P3～P4）
事業の概況（連結）（P5）

トピックス（P3）
トップメッセージ（P1～P2）

アンケート結果のご報告（P6）

株主優待

業績の説明
新技術情報

新製品情報

経営方針

買い増し
長期保有

その他
全部売却
一部売却

ホームページの情報充実
ビジネスレポート等印刷物の充実

マスコミを活用した企業メッセージの発信

その他
会社説明会の開催

当社株式についての方針 （複数回答）

当社IR活動内容への希望 （複数回答）
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30歳～39歳
12.1%

40歳～49歳
21.2%

～29歳
3.1%

未記入
11.0%

60歳～69歳
18.2%

70歳～
17.7%

女性
21.1%

50歳～59歳
16.7%

男性
77.0%

未記入
1.9%

性別分布年齢構成 

第 9期ビジネスレポートでお願いいたしました
アンケートには、貴重なご意見を数多くお寄せい
ただきました。皆様からいただいたご意見は今後
の経営・IR活動へできる限り反映していきたいと
考えております。

アンケート結果のご報告

オンキヨー技術センター、東京オフィス

■ 事業所

株　主　名 持株数（株） 持株比率（％）
パイオニア株式会社 10,835,900 6.92
MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC 
CLIENTS FULLY PAID SEG ACCOUNT 4,209,300 2.69

大朏　直人 4,000,000 2.56
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM 
GCM CLIENT ACCTS M ILM FE 2,675,412 1.71

オーエス・ホールディング株式会社 2,258,000 1.44
※持株比率は自己株式（407,886株）を控除して計算しております。
※「MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC CLIENTS FULLY PAID 

SEG ACCOUNT」は、2018年9月19日付の第三者割当増資により実際の株
式所有者は「DTS,Inc.」と確認しております。

■ 大株主

外国法人等
126名
14,092,897株
8.98%

金融商品取引業者
37名

10,128,493株
6.45%

金融機関
2名
1,465,100株
0.94%

自己名義株式
1名

407,886株
0.26%

個人・その他
34,365名

114,216,962株
72.79%

その他国内法人
153名
16,608,657株
10.58%

■ 所有者別株式分布状況

発行可能株式総数 540,000,000 株
発行済株式の総数 156,919,995 株
単 元 株 式 数 100 株
株　　主　　数 34,684 名

（2019年 9月30日現在）

STOCK INFORMATION 株式の概況CORPORATE PROFILE 会社概要

商 号
設 立
本 社
資 本 金
連結従業員数

オンキヨー株式会社
2010年10月1日
大阪市中央区北浜二丁目2番22号　北浜中央ビル
6,978,839,183円
1,370名 

（2019年 9月30日現在）

■株主様向けアンケートへのご協力のお願い■
　株主の皆様の声をお聞かせいただくためのアンケートを実施しております。下記URLから専用ページにアクセスいただくと、Webサイト
から回答いただけます。ご協力よろしくお願いいたします。パスワードにつきましては「オンキヨー株主様へのご案内」ハガキ内にございます。

https://br.onkyo.com/survey/
アンケート受付期間：2020/3/31 23:59まで

事 業 年 度
定時株主総会
剰余金の配当の基準日
単 元 株 式 数
公 告 方 法

株主名簿管理人
（郵便物ご送付先）

（電話ご照会先）

毎年 4月 1日から翌年 3月31日まで
 6月中
期末配当　3月31日
100株
電子公告
下記ホームページに掲載いたします。
https://www.jp.onkyo.com/
ただし、やむを得ない事由によって電子公告をする
ことができない場合は、日本経済新聞に掲載いた
します。
三菱UFJ信託銀行株式会社
〒541-8502
大阪市中央区伏見町三丁目 6番 3号
三菱UFJ信託銀行株式会社　大阪証券代行部
TEL：0120-094-777（通話料無料）
（受付時間：土・日・祝祭日を除く平日 9：00～17：00）

〒541-0041　大阪市中央区北浜二丁目2番22号（本社）
TEL : 06-6226-7343（代表）

https://www.jp.onkyo.com/
●各社の製品及びサービスの名称、それらのロゴは各社の商標または登録商標です。

SHAREHOLDERS MEMO 株主メモ


