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補聴器の分野では、去る１月15日、日本耳鼻咽
喉科学会の主催により「“難聴と認知症・うつ病”に
関する国際シンポジウム」が東京で開催されました。
この中で、国内外の複数の医師により、難聴が認
知症やうつ病を引き起こす因子のひとつであるとす
る研究成果の発表があり、難聴に対する早い段階
での適切な対応による認知症予防の可能性につい
て議論されました。当社は、超高齢社会において補
聴器の役割がますます高まってきていると考えてお
り、今後も専門の医師と連携してこの問題に取り組
んでまいる所存であります。

2018年3月期の展望について

次期におきましては、補聴器の拡販施策の効果
や、半導体産業における微細化ニーズの増加等に

株主の皆さまには日頃より当社に対するご理解と
ご支援を賜り誠にありがとうございます。先を見通す
ことが難しい変化の時代を迎えておりますが、当社
は企業理念に掲げております「人へ社会へ世界へ貢
献する」との精神を軸に、新規性の高い製品開発、
他社にはない顧客サービスを展開するなど、変化の
波にも柔軟に対処してまいる所存でございます。

2017年3月期を振り返って

当期の業績は、新たに補聴器の販売子会社１社
を連結対象としたことに加え、半導体産業の分野に
おいて微粒子計測器の引き合いが多かったため、前
期に比べて増収となりました。しかしながら利益面で
は、補聴器をより快適にご利用いただくための試聴
器の増産や、難聴のお子様に向けたキッズ応援プロ

ジェクトに関する諸費用を始めとした事業運営経費
がふくらんだ結果、残念ながら減益となりました。但
し、これらの支出は、今後の補聴器事業の展開に
欠かせない施策であり、将来に対する種まきと考え
ておりますので、株主の皆さまにはぜひご理解を賜
りたくお願い申し上げます。
なお、遊休資産の処分に関する特別損失と、保
有株式の売却に伴う特別利益が発生いたしました
が、両者がほぼ同額であったため、互いに打ち消し
あって当期純利益への影響は殆どありませんでした。
販売が好調であった微粒子計測器の主なユー
ザーは半導体工場ですが、半導体の部材や薬液に
関する製造工程はますます微細化しております。当
社では最先端の技術を駆使し、世界の半導体工場
と言われる台湾や韓国における微細化要求に応える
べく、今後も販路を拡大してまいります。
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連結財務ハイライト企業理念 経営理念

リオンはすべての行動を通して人へ社会へ世界へ貢献する
この企業理念は、次に掲げる意義を表わす。

1 社会に対し"悪しきことをしない"ことではなく
"良きことをなし貢献する"

2 "社会貢献こそが究極の目的であり、
収益の確保と投資はそのための手段にほかならない"

3 "従業者が志と使命感を抱き、誇りを持って、
業務を通じて社会に貢献する"

4 "社会貢献の志と力量のある人材を育成し、輩出し続ける"

1 クオリティーオブライフ（生活の質の向上）
当社は、当社製品をご愛顧頂くお客様の"生活の質の向上"を目指
して、従業者が一丸となって誠心誠意努力する

2 バリアフリー（障壁のない社会）
当社は、当社製品をご愛顧頂くお客様が"障壁"を感じることなく
市民社会で活躍できる製品･サービスを提供する

3 エコ･マネジメント（環境管理）
当社は、企業の社会的責任の一環として、全事業分野において
環境負荷の低減を意識した活動を実践する
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より売上高が伸長するものと見込んでおります。但
し、微粒子計測器の増産に向けた設備投資などの
支出もありますので、増益幅は限定的と考えており
ます。
また、資金調達の面では、従来から減少傾向で
あった借入金の返済が、年度末にはほぼ完了するた
め、自己資本比率は70％を超えるものと予想してお
ります。今後の資金使途につきましては、新製品の
開発、海外市場の拡大、生産設備の拡充等の目的
に資する用途に充ててまいる所存でございます。
2020年の東京オリンピック開幕まで、あと3年と
なりました。当社といたしましては、急ピッチで進む
インフラ整備に関連して発生する騒音・振動を抑制
するための音響計測のニーズが高まると見込んでお
ります。また、世界各国からお越しになる聴覚に障
害をお持ちの方をおもてなしするため、競技施設、

純資産
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公共施設でのアナウンスを直接補聴器へお届けする
システムの設置など、皆様のお役に立てる事業展開
を進めてまいりたいと思っております。

株主の皆さまへ

当社は株主様との対話の機会の一つとして、会
社見学会を開催しており、参加された株主様から
は、大変好評な御言葉を頂戴いたしております。今
年度も9月に開催を計画しております。また、株主様
を対象とした補聴器講座も２回実施いたしましたが、
こちらもご好評を頂きましたので、今後は開催地を変
えながら引き続き実施してまいる予定でございます。
これからも変わらぬご支援を賜りますよう、よろしく
お願い申し上げます。

事業別ハイライト
Review of Operations
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補聴器は7月に新製品を多
数投入したほか、積極的な販
促活動を展開しました。医用
検査機器は、高額製品の販
売が好調に推移したものの、
聴力検査室の販売が伸び悩
み前期に及びませんでした。

音響・振動計測器は騒音計や
振動計が堅調な販売となる
も、国内設備投資意欲の低調
から減収に。微粒子計測器は
海外における最先端機種の
販売が好調で、売上高は前期
を大きく上回りました。

11,373百万円

補聴器

……………… 9,100百万円

医用検査機器

……………… 2,272百万円

パーティクルカウンタ

振動計

聴力検査室

オージオメータ

精密騒音計
地震計

7,820百万円

音響・振動計測器

……………… 4,469百万円

微粒子計測器

……………… 3,351百万円

リオネット補聴器
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デジタル補聴器「リオネットプレシアⅡV」

よく知るリオン 医療機器事業特 集
Feature

　「リオネット」の名前で親しまれる当社補聴器の歴

史は、日本の補聴器の歴史でもあります。「より良い

聞こえ」の実現のため、全国の医療機関や約380のリ

オネット補聴器専門店からの声を、製品開発や販売

に生かしてきました。

　補聴器を末長く使っていただくための「リオネッ

ト・フィッティングポリシー」や、子ども達の未来を

サポートする「キッズ応援プロジェクト」など、リオ

ネットはこれからもお客様の聞こえを支え続けます。

国内のトップランナーとして 69 年
　補聴器は聞こえを補いますが、聴力の測定が

出来なければ正しい調整は行えません。当社は

補聴器を発売して以来、正しい聴力検査のあり

方を求め、医学界と一体となって聴力検査装置

を作り上げてきました。

　国内で高いシェアを誇る当社は、補聴器と聴

力検査機器の両方を手がけるという強みを生か

し、中国やベトナムを始めとする海外市場にも

積極的に展開しています。

日本の聴力検査の歴史はリオンとともに

OAEスクリーナー

オージオメータ

　私の職場である国分寺補聴相談室は、当社の本社敷地内にあり、近隣の方を中心に毎日多くのお客様
がいらっしゃいます。補聴器のユーザー様は本当に様々です。ご高齢のお客様のコミュニケーション
が改善したり、先天性難聴のお子様が補聴器を通して初めて音というものに触れて笑顔になったりと、
忘れられない場面にも数多く立ち会ってきました。
　補聴器はお客様一人ひとりの聞こえや使う環境を考慮して、最適な調整を行わなければなりません。
ここで得られたノウハウを開発や営業の現場にフィードバックし、全国の販売店様と共有できればう
れしいですね。

補聴器がもたらしてくれる喜びを、
もっと沢山の人に広めたい

　私の所属する東京営業所は、多くの大学医学部、附属病院のある東京都文京区に居を構えています。
医療機器は決して売って終わりというものではなく、お客様により良く製品をお使いいただくため、
常にフォローすることが大切ですし、万が一トラブルが起きた場合には迅速に対応しなければなりま
せん。
　一言に検査装置と言っても使う人は様々です。また、制度の変更や社会の要請により、求められる
機能は変わっていきます。当社のメーカーとしての強みは、製品の信頼性、アフターケアの質の高さ
とともに、お客様からのご要望を迅速に製品に反映させられるという点にあると思います。

お客様との信頼関係を築き、
より良い製品をお届けすることが使命

補聴器 医用検査機器

医療機器事業部
国分寺補聴相談室

室長　細野　枝美

医療機器事業部
東京営業所

課長　金子　泰宏

販 売 の 現 場 か ら 営 業 の 現 場 か ら
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日本の騒音・振動計測の草分け
　微粒子計測器は、気体や液体の中の目に見えない小さ

な粒子を、正確にカウントするための計測器です。製造

現場におけるクリーンルームや、再生医療など最先端の

研究現場において、清浄度管理のために活躍しています。

特に半導体の製造工程で使われるリオンの液中微粒子計

の検出技術は、世界トップクラスの精度を誇ります。

　IoTの普及により、様々なモノがインターネットに繋

がる社会が広がりつつあります。半導体市場の拡大とと

もに、当社製品へのニーズも高まりを見せています。

“ナノ”の精度で、世界の最先端を支える
音響・振動計測器 微粒子計測器

内窓効果体験ハウスで防音効果をアピール
　東京大学宇宙線研究所が岐阜県飛騨市神岡町の山中に有する神岡宇
宙素粒子研究施設。1987年に小柴昌俊氏らが、この施設の「カミオカ
ンデ」で、宇宙のかなたから飛来するニュートリノを世界で初めて捉
え、2002年のノーベル物理学賞を受賞しました。さらに、故戸塚洋
二氏と梶田隆章氏らが後継の「スーパーカミオカンデ」で、ニュートリ
ノに質量があることを証明し、2015年のノーベル物理学賞につなが
りました。地下1,000ｍの空間に5万トンもの超純水を擁するスーパー
カミオカンデ。リオンの微粒子計が、この超純水と施設内の空気の清
浄度管理をお手伝いしています。

ノーベル賞の陰にもリオンの微粒子計

精密騒音計

お 客 様 の 声

よく知るリオン 環境機器事業特 集
Feature

スーパーカミオカンデ　ⓒ東京大学宇宙線研究所　神岡宇宙素粒子研究施設

※成田空港では24時間リアルタイムで騒音を監視するリオンの航空機騒音監視システムも導入されています。
→http://airport-community.naa.jp/noise/

屋外との騒音の差を
わかりやすく表示

成田国際空港株式会社
共生・用地部門  地域共生部

担当部長　三邉　卓 様
　成田国際空港は、昨年約24.6万回の航空機の離発着があり、3,900万人を超えるお客様にご利
用いただきました。
　一方では、当空港が開港以来抱えている最大の懸案が航空機騒音であり、弊社としても空港周
辺の騒音対策には特に力を入れています。
　今後空港の機能を拡大していく上で、防音対策の対象となる一部の地域の方には、既存の防音
工事に加えてお住いの寝室に内窓を付けさせていただく方向で関係者と調
整中です。その効果を地域の方に体験していただく「内窓効果体験ハウス」
において、リオン様の騒音計と分析器を採用しました。防音効果が分かり
やすく表現でき、大いに助かっています。

　戦後復興の最中の1955年、リオンは日本初の小型騒

音計を発売しました。当時、日本では騒音が社会問題と

なり、その後の高度経済成長によりさらに深刻となりま

した。1967年の公害対策基本法の公布以降、騒音や振

動の制御のための計測器は、生活環境を守るために無く

てはならないものとなりました。リオンは社会の要請に

応え、より使いやすく、より優れた騒音・振動計測器を

次々と世に送り出しています。現在、日本で培った確か

な技術を武器に、世界に向けて販売を拡大しています。 多機能計測システム 液中パーティクルカウンタ

気中パーティクルカウンタ
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トピックス
Topics

2017年1月、一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会主催の国際
シンポジウムが開催されました。日米仏の研究者や世界保健機構

（WHO）の代表者が講演を行い、パネルディスカッションには政府
関係者なども加わり、活発な議論が交わされました。世界に先駆け
て超高齢社会を迎えた日本では、認知症やうつ病の増加は大きな
社会問題となっています。近年の研究においては、認知機能低下
の危険因子のひとつとされる「難聴」への適切な対応が、認知症や
うつ病の予防に繋がるのでないかと期待されています。当社のブー
スでは、難聴者支援の一環として、難聴の子どもたちへのサポート
企画「キッズ応援プロジェクト」や補聴援助システムを展示しました。

「“難聴と認知症・うつ病”に関する国際シンポジウム」に出展

　株主の皆さまから、アンケート等を通して「補聴器はいつから使い
始めたらよいか」、「リオネットの特徴を知りたい」など、補聴器に対
するご意見を多数頂戴しています。こうした声にお応えするために、
2016年11月、株主様を対象に「はじめての補聴器講座」を初開催し
ました。参加のご応募を多数頂いたことから、本年3月に第2回目を
開催しました。本講座は、聞こえと補聴器に関する説明会、さらに
補聴器の試聴体験ができる個別相談の2部構成で行われ、参加され
た株主様からはご好評を頂いております。
　当社では、さらに多くの株主様にご参加いただくために、今後も毎
年3月に本社（東京都国分寺市）で開催すると共に、地方での開催も
実施してまいります。

「はじめての補聴器講座」を開催

　2017年2月に関西最大級の個人投資家向けイベント「IRフォーラム
2017大阪」が開催され、このなかで当社は、鎌倉投信株式会社の新
井和宏氏との対談形式のセミナーを実施しました。今回のセミナーは、
これからの日本に必要とされる「いい会社」として鎌倉投信株式会社
が投資している当社に、主催者からお話を頂き実現しました。
　はじめに社長の清水が登壇し、「社会貢献」をキーワードに事
業活動や各製品などについて説明しました。続いて新井氏との
対談に移り、様々な角度から活発な討論が行われ、これまでの
個人投資家向け会社説明会とは違った視点から当社をご紹介す
ることができました。

「IRフォーラム2017大阪」に参加
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世界の補聴器メーカーの祭典「EUHA2016」に出展
　2016年10月、ドイツ・ハノーファーにて開催された「EUHA 
2016」に出展しました。EUHA（ヨーロッパ補聴器連合）は、聞こえ
に困っている人 を々補聴器の最新機器を通じてサポートするためにド
イツで設立された団体です。約8,000人が訪れた会場には、世界
各国の補聴器メーカーの趣向を凝らしたブースが並びました。当社
は世界初の技術を搭載した「軟骨伝導補聴器」（開発中）をはじめ、
防水補聴器「SPLASH」、多機能計測システム「SA-A1」などを展
示しました。世界でもまだ例を見ない当社独自の技術が、多くの来
場者の注目を集めました。

会場の
Deutsche Messe

当社の展示ブース 対談の様子

「はじめての補聴器講座」のご案内

会場の様子

来場者で賑わう当社ブース
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連結財務諸表
Financial Statements

主な経営成績
（単位：百万円未満切り捨て）

2013年3月期
（第92期）

2014年3月期
（第93期）

2015年3月期
（第94期）

2016年3月期
（第95期）

2017年3月期
（第96期）

売上高 17,212 18,510 18,758 18,859 19,194

営業利益 1,731 2,191 2,332 2,268 1,867

経常利益 1,723 2,241 2,413 2,370 1,957

親会社株主に帰属する当期純利益 1,061 1,316 1,427 1,594 1,408

純資産 12,220 14,619 15,685 17,039 17,962

総資産 23,452 25,000 25,691 25,677 25,919

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,820 1,678 1,457 2,142 2,168

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 692 △ 827 △ 1,183 △ 536 △ 562

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 616 △ 451 △ 588 △ 1,274 △ 990

１株当たりデータ
（単位：円）

純資産 1,147.83 1,205.37 1,285.48 1,387.86 1,463.04

当期純利益 101.08 112.45 117.47 129.99 114.72

主な指標
（単位：％）

自己資本比率 52.0 58.4 61.0 66.4 69.3

ROA（総資産経常利益率） 7.5 9.3 9.5 9.2 7.6

ROE（自己資本当期利益率） 9.1 9.8 9.5 9.7 8.0

配当性向 21.8 22.2 23.8 23.1 26.2

●▶ 詳しい財務情報は当社IRホームページをご覧ください。　http://www.rion.co.jp/ir/

株主アンケートのご報告
IR Information

　本誌「リオンの風」の前号（第96期第2四半期）において、株主の皆さまを対象にアンケートを実施し、
1,547名もの株主様からご回答を頂きました。厚く御礼申し上げますとともに、ご質問にお答えします。

Q ウェアラブル端末の事業への進出はないのでしょうか。
補聴器の小型化技術が利用できるのでは？

　進出についての具体的な計画はこれからですが、補聴器の小型・低電力や
センサー技術などがウェアラブル端末に活かせることは確かです。5月10日、
ウェアラブルコミュニケーションデバイスを手がける株式会社BONXとの業
務提携を発表させていただきました。今後、両社のもつ強みを生かし、新た
な可能性についても模索していきます。

微粒子計測器と音の技術の関係がわからない。
ビジネス上の位置づけは？Q

　1977年に発売した微粒子計測器は、ご指摘のとおり当社のコア技術である
「音」の技術に関係しない唯一の製品です。当初、手術室の清浄度や大気汚染の
モニタリングという社会的なニーズに応えるために製品化しました。現在では、
半導体産業など様々な分野において世界で闘える重要な柱となっています。

執行役員　環境機器事業部副事業部長
微粒子計測器営業部長　　小坂隆之

取締役
医療機器事業部長　　若林友晴
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会社案内（2017年3月31日現在）
Corporate Data

株主メモ
Stock Information

株式数別
12,294,400株

外国人
1,785,488株

個人・その他
3,959,007株

金融機関
2,575,400株

その他国内法人
3,888,403株

証券会社
86,102株

会社概要

株式情報

株式分布状況

大株主

取締役及び監査役（2017年6月23日現在）

株主数別
5,673名

外国人
87名

個人・その他
5,452名

証券会社
22名

その他国内法人
82名

金融機関
30名

商 号 リオン株式会社
本 社 東京都国分寺市東元町三丁目20番41号
創 立 1944年6月21日
資 本 金 20億1,461万円
従業員数 連結831名、単体480名
事業内容 ○ 医療機器　・ 補聴器

　　　　　　 ・ 医用検査機器
○ 環境機器　・ 音響・振動計測器
　　　　　　 ・ 微粒子計測器

発行可能株式総数 32,000,000株

発行済株式総数 12,294,400株

総株主数 5,673名

事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日まで

定時株主総会 毎年6月下旬

基準日 定時株主総会・期末配当 毎年3月31日
中間配当 毎年9月30日

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社

郵便物送付先
（電話照会先）

〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部　
電話 0120-782-031（フリーダイヤル）
取次事務は三井住友信託銀行株式会社の本店および全国各支店で行っております。

住所変更、単元未満株式の
買取等のお申出先について

株主様の口座のある証券会社にお申し出ください。
なお、株券電子化の際、株券を証券会社の口座に入庫しなかったなどの理由により、特別口座に
おいて管理されている株式につきましては、三井住友信託銀行株式会社にお申し出ください。

未払配当金の支払について 株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申し出ください。

株主名 所有株数（株） 持株比率（%）
一般財団法人小林理学研究所 3,130,700 　25.46
日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社（信託口） 638,400 5.19
リオン取引先持株会 554,500 4.51
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 
FOR HEALTHINVEST MICROCAP FUND 393,600 3.20
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 
LUXEMBOURG/JASDEC/FIM/
LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS

328,000 2.67

リオン従業員持株会 234,800 1.91
日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口） 217,500 1.77
STATE STREET BANK AND TRUST 
COMPANY 505001 215,300 1.75
株式会社みずほ銀行 210,000 1.71
三井住友信託銀行株式会社 200,000 1.63

IRカレンダー 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月

第3四半期決算発表 決算発表

決算説明会

株主総会

第1四半期決算発表

第2四半期決算発表

第2四半期決算説明会

2016年
4月28日 2016年3月期決算発表 9 月 29 日 株主様向け会社見学会
5月20日 2016年3月期決算説明会 10 月 28 日 2017年3月期第2四半期決算発表
6月24日 第95期定時株主総会 11 月 4 日 はじめての補聴器講座
7月 6日 個人投資家向け会社説明会（愛知） 11 月 17 日 2017年3月期第2四半期決算説明会
7月29日 2017年3月期第1四半期決算発表

2017年
1月30日 2017年3月期第3四半期決算発表 3月15日 はじめての補聴器講座
2月25日 個人投資家向け会社説明会（大阪）

2016年度開催実績

代 表 取 締 役 社 長 清 水 　 健 一

常  務  取  締  役 大内　 武 彦

取 締 役 岩 橋 　 清 勝

取 締 役 若 林 　 友 晴

社外取締役（独立役員） 築 野 　 元 則

社外取締役（独立役員） 河口　 正 人

常 勤 監 査 役 山内　 和 臣

社外監査役（独立役員） 石谷 　 勉

社外監査役（独立役員） 佐久間 善弘



リオン株式会社　〒185-8533 東京都国分寺市東元町3-20-41
TEL.042-359-7830（リオン株式会社 IR広報部）

http://www.rion.co.jp

株主優待制度のご案内 期末配当基準日（3月31日）現在の株主様を対象に株主優待を実施しております。

 100株以上▶ 500円分
 500株以上▶ 1,500円分
 1,000株以上▶ 3,000円分
 5,000株以上▶ 5,000円分
 10,000株以上▶ 10,000円分

100株以上
※ メーカー希望小売価格の10%割引
   （片耳購入の場合は1台分）
   （両耳同時購入の場合は2台分）
有効期間：1年間

 ジェフグルメカード（食事券）  リオネット補聴器購入割引券

見やすく読みまちがえにくいユニバー
サルデザインフォントを採用しています。

「音」を科学することで
様々な製品を
生み出してきたリオン。
このコーナーでは
｢音」の不思議な力、
素朴な疑問を
紐解いていきます。

　風とは、言い換えれば特定の方向に流れていく空気の運動です。音波を伝える空気自体が流れ
れば、音波はその流れに運ばれていきます。河原などの広い場所で、鉄橋を通過する列車の音
が風に乗り、奇妙に大きな音で聴こえてきたという経験を持つ人もいるでしょう。また、浜辺に寄せ
る波の音や寺で撞く梵鐘の音なども、風の向きによって聴こえ方が違ってきます。
　このように、風による音の伝搬への関与は経験的に知られていますが、それを数値的に示すこ
とは困難です。自然界における風の動きは不安定で、風向・風速ともに常に変化しています。実
験用風洞の中で得られるような整理された条件下でなければ、風と音の伝搬性状の関係を一義的
に把握することはできません。
　しかし、広い範囲で実施される騒音調査の測定数値を分析する際は、測定時の風向や風速な
どのデータを捉え、風による影響を考慮する必要があります。例えば、騒音発生源から遠く離れ
た場所で得られた数値が、近い場所での数値よりも大きいといった場合、これを説明するのに風に

関するデータが求められます。騒音の測定に気象観
測が伴うゆえんです。
　風が音の伝搬に関与するとはいえ、その影響は
遠距離を伝わる音に限られ、中・近距離では風の
影響が顕著に表れることはありません。野球やゴル
フで長距離の飛球が風の影響を受ける様子にも似て
います。

風に運ばれる音

監修：工学博士 山下充康
出典：謎解き音響学（丸善）

見  本 見  本


