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「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。

　私たちが生活する地上は大気に覆われています。私たちの周囲は空気だらけで、耳の孔
（あな）の奥にも空気は入り込んでいます。そこには「鼓膜」がありますが、空気がじっと動か
ない状況であれば、鼓膜は微動だにしません。
　空気のどこかが動いた時、小石を投げ入れられた水面のように同心円状の波動が空気中
に発生します。大気は三次元ですので、拡がる波は同心円状というより、同心の球状という
のが正しいでしょう。空気中を拡がる波は、水面の波のようにゆるやかではありません。秒
速にして340m、時速にすれば1,224kmのスピードで、眼では捉えることができません。
　その波の実体は、気圧の変化です。変化といっても、ほんの微かな気圧の揺らぎで、特
定の一点に注目すると、その場所の気圧が高くなったり低くなったりというふうに圧力変動が
繰り返されます。そして圧力変動が隣接する場所に次々と送られることで、波動現象が形成
されます。このように空気中に生じる波動現象こそが物理的にいう「音」であり、この波を「音

波」と呼びます。
　音波が伝わる時、空気は局部的に押しつぶさ
れたり緩く拡げられたり、いわゆる「おしくらまん
じゅう」のような状況になっています。「おしくらま
んじゅう」の騒ぎが鼓膜に貼り付いている空気に
伝えられると、鼓膜が振動し、人は音を感じるこ
とになります。

耳が音を捉えるまで

監修：工学博士 山下充康
出典：謎解き音響学（丸善）

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 総務部 IR広報課）

https://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。

見  本 見  本

100株以上かつ3年以上継続保有で追加贈呈※▶  1,000円分
※同一の株主番号で、毎年3月末と9月末の株主名簿に7回以上連続で記録され

た株主様を3年以上継続保有とみなします。
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　上期の売上高は99億351万円と前期と比較し

て4.4％の伸びを示しました。営業利益につきま

しては、医療機器事業では5億176万円と24.5

％の増益を計上しましたが、環境機器事業では

開発中の最先端機種の開発費の増加により、5

億５,590万円と6.9％の減益でした。このため、

全体の営業利益は10億5,767万円と5.7％の増

益となりました。

　通期の見込みにつきましては、上期に減益だ

った環境機器事業において、第4四半期にまとま

った受注を予想しておりますので、すでに開示済

みの予想数値から大きく乖離することはないもの

と思われます。通期の売上高は206億円（前期比

1.2％増）前後、営業利益は27億円（前期比5.0％

増）前後、親会社株主に帰属する当期純利益は20

億円（前期比5.9％増）前後を見込んでおります。

　補聴器事業と微粒子計測器事業の市場拡大が

今後の成長戦略の柱となります。これらの事業

代表取締役社長
し　　　  みず　　   けん　　   いち
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製品群別売上高構成比
連結財務ハイライト　■ 第2四半期　■ 期末

の展開を考えるとき、2つの成長ドライバーの動

向に注意する必要があります。ひとつは、高齢

者の増加に伴う補聴器ユーザーの増加であり、

もうひとつは、人工知能の普及に伴う半導体市

場の拡大です。また、従来の事業とは異なる視

点から当社固有の技術を展開し、新事業を立ち

上げることも成長戦略の視点として欠かせない

ものと考えております。

　補聴器の市場拡大にとって課題となるのが、

補聴器装用率の向上です。わが国における補聴

器の装用率は15％以下であり、英国の48％や

米国の30％と比較しても非常に低い状態にあり

ます。補聴器購入時に国からの助成金が出るか

否かの差はありますが、補聴器に対する満足度

の違いにも着目しなければなりません。わが国

では、欧米に比べて補聴器の装用に対する満足

（百万円）

売上高 9,903 4.4％増
営業利益 1,057 5.7％増
経常利益 1,111 5.4％増
親会社株主に帰属する
四半期純利益 793 6.4％増

医療機器事業
58.6％

環境機器事業
41.4％

補聴器
47.8%

医用
検査機器
10.8%

音響・振動
計測器
20.0%

微粒子
計測器
21.4%

■ 業績予想                   　　 （百万円）

売上高 20,600 1.2％増
営業利益 2,700 5.0％増
経常利益 2,800 5.6％増
親会社株主に帰属する
当期純利益 2,000 5.9％増

売上高・利益とも第2四半期で
過去最高になりました。
2つの成長ドライバーに着目し、
成長戦略の実現に向けて取り組んで
まいります。

上期の業績と通期の見通しについて、
お聞かせください。

Ｑ１

前期に過去最高の売上高200億円を
達成しましたが、これからの成長戦略
と課題をお聞かせください。

Ｑ2

■ 業績ハイライト　　　　　
純資産 27,609
総資産 20,123
営業キャッシュ・フロー 972
投資キャッシュ・フロー △436
財務キャッシュ・フロー △306

トップインタビュー　Top Interview
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度が低いという調査結果がありますので、国内

ではきちんと調整されないままの補聴器が使われ

ているケースが存在することをうかがわせます。

　当社では、補聴器調整のあるべきかたち（リオ

ネット・フィッティング・ポリシー）を掲げ、補聴器

の提供現場への啓発に注力してまいります。

　また、最先端の半導体製造プロセスへの対応

や、当社の75年の歴史の中で培われた技術を基

にした新たなビジネスモデルの創出といった課題

につきましても、全社をあげて取り組んでまいり

ます。

　歴史のある企業には特有の文化が育ち、その

企業特有の「常識」が生まれます。当社は専門的

で独創的な製品を多数手掛けておりますので、

独自の技術を多く持ち、競合する企業が少ない

ことが強みであると認識しておりますが、反面、

社内では他社とは異なる「常識」が通用し、経営

判断や事業戦略において、独断的な偏りが生じ

る恐れがないとは言い切れません。

　そこで、他社において経営の経験を有し、一

定の価値判断基準を備えた社外取締役の発言

は、当社独自の「常識」にメスを入れ、経営の合

理性を高めるために効果を発揮しております。

　このたび、新たに女性の社外取締役を選任し

たことにより、取締役会の客観性がさらに向上

すると共に、ダイバーシティ（多様性）の観点か

ら、女性ならではの視点を持った意見を期待し

ております。

　当社は企業理念として「すべての行動を通して

人へ社会へ世界へ貢献する」ことを掲げていま

す。この理念は、当社の原点とも言うべき一般

財団法人小林理学研究所が、世の中に必要とさ

れる研究を行い、困っている人を救うことを目的

に創設されたことに由来しております。当社は、

同研究所の研究成果を世に出すために設立され

た経緯があり、当社の企業理念は当社の存在理

由ともなっております。

　このことは、取りも直さず、当社の事業活動

そのものがCSRに他ならないことを意味してい

ます。医療機器事業、とりわけ補聴器の開発と

普及の歴史は難聴者の福祉、聾学校の教育制度

の充実など、CSR活動と深く結びつき、環境機

器事業における騒音・振動問題の解決は、生活

の質（QOL）の向上という社会的テーマに根差し

た使命達成を目指した事業であります。

　当社では、個人株主様を対象とした会社見学

会をはじめ、株主様にさらに当社を良く知って

いただくために、種々のイベントを企画しており

ます。2019年3月には、当社のオーダーメイド

補聴器を製造するリオンテクノ株式会社（本社：

東京都八王子市）の工場見学を実施します。

　また昨年より、当社の株式を長期間保有して

いただいた株主様には、株主優待制度の充実を

図る取り組みを開始いたしました。これを機会に、

ぜひ当社の事業展開にご理解を賜り、末長く当

社株式を保有されることを願ってやみません。

　今後とも、株主の皆さまには温かいご支援を

賜りたくよろしくお願い申し上げます。

新たに就任した社外取締役に
期待することを、お聞かせください。

Ｑ3
リオンのCSR（企業の社会的責任）に
ついてお聞かせください。

Ｑ4
株主様に向けてメッセージを
お願いいたします。

Ｑ5
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トップインタビュー　Top Interview
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1948年に補聴器を発売して以来、
たくさんのお客様にお使いいただき、心より感謝を申し上げます。
お客様の笑顔のために、リオネット補聴器はこれからも、

“聞こえ”と真面目に向き合っていきます。

70年の感謝を込めて。
リオネット補聴器は、おかげさまで
発売70周年を迎えました。

1948年
▶H-501
日本初の

量産型補聴器を
発売

1956年
▶H-530

トランジスタ
補聴器を発売

1967年
▶HA-11IC
国産初のICを

用いた補聴器を
発売

1986年
▶HB-35PT

世界初の
防水耳かけ型
補聴器を発売

1991年
▶HD-10
世界初の

デジタル補聴器を
発売

2005年
▶HI-G4WE
世界初の防水型
オーダーメイド
補聴器を発売

2014年
▶HB-W1

汗や水に強い、
パワータイプの
防水型補聴器を

発売

2017年
▶HB-A3/

HB-A5
独自開発の

デジタル信号処理
技術を採用した

リオネット
シリーズを発売

2018年
補聴器発売

70周年を迎える

1948年に日本初の量産型補聴器を発売して以来、
私たちリオネットはお客様の聞こえに寄り添い続けて
きました。リオネット補聴器は70年という歴史の中で
数々の世界初を生み出し、小型化・高性能化などの
進化を遂げました。これまでも、これからも、お客様
の一番近くで寄り添う補聴器を生み出していきます。

取締役  医療機器事業部長　若林　友晴（わかばやし ともはる）

補聴器
川柳
コンテスト

補聴器に関する内容を詠んだ川柳を募集！

2018年、発売から70年という節目を迎えたリオネット
補聴器。70周年特別企画の一環として、補聴器川柳コン
テストを開催しました。
応募総数4,325作品の中から、受賞作品をご紹介します。
皆さまからのたくさんのご応募、誠にありがとうござい
ました。

受賞作品は、2018年9月22〜23日に
開催されたJAPAN補聴器フォーラムの
リオネット補聴器ブース等にて掲示さ
れました。

特集　リオネット補聴器70周年　Special Feature

妻
の
旅

補
聴
器
連
れ
て

オ
レ
置
い
て

ペンネーム：　

夏舟

住所：
熊本県

年齢：
36歳

性別：
男性

鳴
い
て
た
と  

初
め
て
気
づ
く 

秋
の
虫

照
れ
な
が
ら  

選
ぶ
補
聴
器  

妻
と
ペ
ア

リオネットからのコメント
奥様に置いて行かれてしまった旦那様の姿が目に浮か
ぶとともに、旦那様の悲哀が伝わってきて、どこかく
すっと笑ってしまう作品でした。また、奥様にとって補
聴器が生活の一部に溶け込んでいる様子が伝わってき
て、とても嬉しく思います。

ペンネーム：　

小次郎
住所：
山口県

年齢：
65歳

性別：
男性

ペンネーム：　

万歩計
住所：
千葉県

年齢：
58歳

性別：
男性

補
聴
器
が  

く
れ
た
告
白 

「
ば
あ
ば
好
き
」

ペンネーム：　

あまた
住所：
埼玉県

年齢：
54歳

性別：
女性

http://www.rionet.jp/70th/

70周年
特設サイトは
こちらから！

65 第98期 第2四半期 事業報告書

010_0886301603012.indd   5-6 2018/11/17   15:59:01



7 8第98期 第2四半期 事業報告書

　新卒で1987年から勤務したアメリカン・エキ
スプレス・インターナショナル,Incでは、国内外
の多様なカード会員ニーズに丁寧に応え、満足
していただくためのマーケティングに携わりまし
た。その後、自身の専門分野を強くしたいと思
い、米国留学で経営修士を修了しました。「次
はもの作りのマーケティングもやってみたい」と
思い、2000年よりジョンソン・エンド・ジョンソ
ン株式会社で医療機器部門の仕事を一から学び
ました。手術で使用される縫合糸などの外科製
品、そして感染対策製品の事業に携わり、医療
従事者、また米国本社の開発部門と連携して日

社外取締役（独立役員）

芳賀 圭子（はが けいこ）

本の急性期医療に携わりました。業務の傍ら、
社内の草の根活動である「ダイバーシティ（多
様性）推進」のリーダーも務めました。2013
年から循環器領域のエキスパート・メーカーで
あるエドワーズライフサイエンス株式会社で、
重篤な状態の患者に関わるクリティカルケア領
域の事業を担当しました。2017年、シバントス
株式会社で日本の責任者として、よりよい聞こ
えで、自立した、自分らしい生活ができるよう、
補聴器市場づくりに取り組んで参りました。ヘ
ルスケアの仕事で出会った方々を通じ、一人ひ
とりが心身両面で健康であることの大切さを痛
感し、現在は認定NPO法人ファミリーハウスで
難病の子どもとその家族の支援に関わらせてい
ただいております。

　医療は現場が大切で、臨床の場にうかがった
時に、「日本人の細やかな“手（手技）”に合っ
た製品を開発できないものか？」と医師から投
げかけられ、外資系企業の立場で悔しい思いを
することがありました。また、「日本企業のもの
作りは使用する人をよく見て、気掛り・困りごと
の先を読む技術に根ざしていて素晴らしい」と欧
米の開発者の本音を聞くこともありました。そ
のような経験から、客観的な視点で、当社の技
術力・組織力、両方の強みと、市場ニーズを結
びつけ、リオン製品の活躍の場を拡大すること
に貢献したいと考えております。

　製品開発、製造、販売、カスタマーサービス
と一貫して顧客視点にブレが無い会社というイ

メージが以前よりありました。製品使用者のニー
ズを、わが事として取り組む姿勢が当社のまじ
めな印象を特徴づけているのだと思います。ま
た、学研まんが「耳と補聴器のひみつ」の全国の
図書館や小学校への提供を始め、教育、地域社
会へ継続した働きかけを実践していることは素
晴らしいと感じておりました。

　日本は、これまでの公衆衛生の推進、医療の
進歩で長寿大国となりました。そして豊かで安
心・安全な社会づくりを、住民・行政・産業が
手を取り合って一緒に取組む時代に入りました。
多様な意見、考えに真剣に耳を傾け、相互理解
を深めることがますます重要になっていると感
じます。社外取締役を初めて務めさせていただ 
きますが、株主の皆さまの視点、製品使用者の
視点、社会の視点を踏まえた経営がなされ、当
社が社会の発展により一層貢献していけるよう、
お役に立ちたいと考えております。どうぞよろし
くお願いいたします。

2018年6月26日開催の株主総会にて、
新たに社外取締役が選任されました。
これまでの経歴と、今後の抱負について
語っていただきました。

最後に、株主の皆さまに向けて
メッセージをお願いいたします。

リオンの企業理念や社風に対する
イメージをお聞かせください。

グローバル企業での勤務や
企業トップとしてのご経験を、
リオンでどのように活かしたいと
お考えですか？

ご自身の経歴について
お聞かせください。

新任社外取締役インタビュー　Interview of new outside directors

010_0886301603012.indd   7-8 2018/11/17   15:59:02
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トピックス　Topics

振動分析プログラムがTPM優秀商品賞を受賞
　リオンのタブレット型の多機能計測システム「SA-A1」に搭載する振
動分析プログラム「SX-A1VA」が、「2018年度TPM優秀商品賞」を受
賞しました（主催：公益社団法人日本プラントメンテナンス協会）。同
賞は、メンテナンス機器に関する新技術の開発を奨励し、メンテナン
ス技術の進歩を促進するために制定された審査・表彰制度です。こ
のたび優秀商品賞の中でも、アイデアと先行性・独創性に優れてい
る商品として、開発賞を受賞しました。
　「SA-A1」は直感的な操作性に優れた、タブレット型の多機能計測シ
ステムです。騒音計や振動レベル計などと「SX-A1VA」などの分析プ
ログラムを組み合わせることで、目的に応じた計測システムを構築し
ます。さらに配線が困難な現場でも、無線を使用した計測が簡単に
行え、幅広い分野での需要が見込まれる製品です。

振動分析プログラム「SX-A1VA」を搭載した
タブレット型多機能計測システム「SA-A1」

ベトナム初となる航空機騒音観測システムを導入
　当社は2018年9月10日、ベトナムにおける航空機騒音の監視およ
び測定技術の確立に向けた技術協力の実施に関し、ベトナム民間航
空局およびベトナム空港公社と合意契約を締結しました。本契約に基
づき、ノイバイ国際空港（ハノイ市）へ当社が提供する航空機騒音観
測システムを設置し、測定評価マニュアルの作成・提供、機器の測
定技術指導を実施します。空港への航空機騒音観測システム導入は、
同国で初めてのケースです。
　この技術協力については、2017年7月にベトナム民間航空局と覚
書を締結し、2018年3月には、ベトナムの航空機騒音測定技術の指
導・普及を目的として、独立行政法人国際協力機構（JICA）の「民間
技術普及促進事業」に採択されました。今後、ベトナム国内の他の主
要空港でも同様の技術協力を行っていきたいと考えています。 合意契約の調印式の様子

（右から2人目）当社 取締役 環境機器事業部長 岩橋清勝

株主様とのコミュニケーション
株主様向け会社見学会・講座を開催
　当社は、当社および事業に対するご理解を深めていただくことを目的と
して、株主様向けのイベントを随時開催しています。2018年9月には東
京都国分寺市にあるリオン本社にて「第6回 会社見学会」を開催、同年10
月には大阪市北区にて「第5回 はじめての補聴器講座」を開催し、いずれ
も多くの株主の皆さまにご参加いただきました。
　会社見学会では、清水社長からの会社紹介の後、性能検査等で使用さ
れる無響室などの社内施設をご見学いただきました。役員に対する質疑
応答では、製品および事業に関する多くのご質問をいただく等、当社へ
の高い関心と大きな期待が感じられる場となりました。
　関西エリアで初の開催となった「第5回 はじめての補聴器講座」では、き
こえの大切さと補聴器の役割を伝える講演や、ダミーヘッドマイク(人間の
聞こえ方を模擬できる3D取音システム)を用いた補聴器の機能体験など、
普段なじみのない音の世界を身近に感じていただく機会になりました。

国分寺にある本社見学会の様子

きこえの大切さと補聴器の役割を伝える講演の様子
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補聴器の製造過程をご覧いただけます。

　当社では2013年より個人株主の皆さまを対象とした会社見学会を開催
してまいりました。そのなかで、「補聴器の工場見学をしたい」という株主
様からのお声を受け、2019年3月はリオネット補聴器を製造するリオン
テクノ株式会社(本社：東京都八王子市)の工場見学を開催する運びとなり
ました。日時やご応募方法などは、別紙にて詳しくご案内しています。こ
の度の新たな取り組みが、株主の皆さまに当社事業をより深く知っていた
だく機会となれば、幸甚です。皆様のご応募を心よりお待ちしております。

「リオネット補聴器工場見学」開催のお知らせ最新の航空機騒音観測システム
の核となる精密騒音計

「NA‒39A」

010_0886301603012.indd   9-10 2018/11/17   15:59:11
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国分寺市との連携について
国分寺市と地域活性化包括連携協定を締結
　2018年5月29日に国分寺市と地域活性化包括連携協定を締結
しました。この協定は、当社と国分寺市が緊密な相互連携に基づ
く協働による取り組み等を実施することにより、国分寺市の地域社
会の一層の活性化および市民サービスの向上を図ることを目的と
しています。

ベトナム国立交響楽団 「蓮の香弦楽四重奏団」 コンサート開催
　7月21日、国分寺市との地域活性化包括連携協定の締結を記念
して、リオンホール(国分寺市立cocobunjiプラザ内)において、国
分寺市と国分寺市教育委員会、当社の共催による「ベトナム国立交
響楽団 『蓮の香弦楽四重奏団』 コンサート」を開催しました。当社
は、独立行政法人国際協力機構（JICA）の支援のもと、2015年か
らベトナムにおける難聴者の早期発見と聴覚検査の普及活動、航
空機騒音に関する技術協力を展開し、ベトナムの発展に貢献する活
動を推進しています。こうした活動を通じて築いたベトナムとの友好
関係から、リオンホールでのコンサート開催が実現しました。当日は、ベトナムを代表するオーケストラのメンバーが
奏でる音色に、多くの人々が魅了されました。この演奏会を通じて、当社および国分寺市とベトナムの友好関係が
ますます深まりました。

国分寺市 ベトナムのホストタウンに決定
　8月、リオンが本社を構える国分寺市が、2020年の東京五輪・パラリンピックにおいてベトナムのホストタウンに
決定しました。当社がベトナムの発展に貢献する活動を推進していることから、今後はホストタウンとしての活動に
おいて市と連携を強め、ベトナムに対する積極的な活動を継続していきます。
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補聴器

医用検査機器

音響・振動計測器

微粒子計測器

オージオメータ、インピーダンスオージオメータ、耳管機能
検査装置、眼振計、誘発反応検査装置など、先進の診断技術
の普及によって難聴治療に携わる医療関係者の皆様を支援して
います。上期の売上高は前年同期には及びませんでしたが、
インピーダンスオージオメータが堅調な販売を維持しました。

騒音計、振動計、地震計など、環境行政や産業の多様な
ニーズにきめ細かく対応。全国の鉄道やダム、高速道路など、
国内のインフラ分野を中心に高い信頼を得ています。上期は海
外で大口の受注があった前年同期の売上高には及ばなかったも
のの、都市部を中心とした建設工事にかかる需要が継続し、騒
音計や振動計の販売が堅調に推移しました。

世界の製造業を支える様々なタイプの微粒子計測器を提供
しています。行政や業界の規制・規格への素早い適応や、ネッ
トワーク化、生産システムとの連動といったお客様ニーズへの
対応が高く評価されています。上期は半導体関連市場での液中
微粒子計の販売が引き続き好調であったため、前年同期を上回
る売上高を達成しました。

■ 第2四半期
■ 期末
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18/3 19/3パーティクルカウンタ

リオネット補聴器

振動計

オージオメータ

公式キャラクターとともに固い握手を交わす様子
（左）国分寺市長 井澤邦夫氏とホッチ
（右）当社 代表取締役社長 清水健一とピクシーくん

「蓮の香弦楽四重奏団」メンバーの皆さんと記念撮影

トピックス　Topics 第98期第2四半期・製品別の概況 Second quarter of the 98th term 
by product overview

日本初の量産型補聴器発売から70年以上、リオネット補聴
器は、お客様の言葉によるコミュニケーションを支えてきまし
た。「小型化」「デジタル化」「防水化」など、業界をリードする
先進技術によって、リオネット補聴器はさらに進化を続けていま
す。上期は高価格帯製品である「リオネットシリーズ」の販売が、
前年同期に引き続き好調に推移しました。
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会社案内　Corporate Data 株主メモ　Stock Information 

株主の皆さまへのお知らせ

　株主の皆さまのご意見を今後の経営及びIR活動に役立てていくため、昨年
に引続きアンケートを実施いたします。お手数ではございますが、アンケート
へのご協力をお願い申し上げます。
　また、株主様向けのイベントとして八王子の「リオネット補聴器工場見学」を
2019年3月7日（木）に開催することが決定いたしました。
　詳細は同封のご案内状・アンケート用紙をご覧ください。

※ アンケート及び「リオネット補聴器工場見
学」へのご参加は、単元株主の方に限定
させていただいております。アンケートに
ご回答いただいた株主様に、1,000円分
の図書カードを贈呈させていただきます。

2019年1月31日締 切 日

株式数別
12,294,400株

個人・その他
3,506,090株

28.5%

金融機関
2,623,700株

21.3%

その他国内法人
3,733,702株
30.4%

証券会社
178,647株
1.5%

外国人
2,252,261株
18.3%

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

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864名、単体486名

（2018年3月31日現在）
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 5,056名

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） 656,500 5.34
リオン取引先持株会 480,500 3.91
日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口） 351,600 2.86
CHASE MANHATTAN BANK GTS 
CLIENTS ACCOUNT ESCROW 233,949 1.90
リオン従業員持株会 212,600 1.73
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
S T A T E  S T R E E T  B A N K  A N D 
TRUST COMPANY 505001 199,500 1.62
T H E  B A N K  O F  N E W  Y O R K 
MELLON 140044 170,100 1.38

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

社外取締役（独立役員） 芳 賀 　 圭 子

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

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。

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

（2018年9月30日現在）
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裏表紙

「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。

　私たちが生活する地上は大気に覆われています。私たちの周囲は空気だらけで、耳の孔
（あな）の奥にも空気は入り込んでいます。そこには「鼓膜」がありますが、空気がじっと動か
ない状況であれば、鼓膜は微動だにしません。
　空気のどこかが動いた時、小石を投げ入れられた水面のように同心円状の波動が空気中
に発生します。大気は三次元ですので、拡がる波は同心円状というより、同心の球状という
のが正しいでしょう。空気中を拡がる波は、水面の波のようにゆるやかではありません。秒
速にして340m、時速にすれば1,224kmのスピードで、眼では捉えることができません。
　その波の実体は、気圧の変化です。変化といっても、ほんの微かな気圧の揺らぎで、特
定の一点に注目すると、その場所の気圧が高くなったり低くなったりというふうに圧力変動が
繰り返されます。そして圧力変動が隣接する場所に次々と送られることで、波動現象が形成
されます。このように空気中に生じる波動現象こそが物理的にいう「音」であり、この波を「音

波」と呼びます。
　音波が伝わる時、空気は局部的に押しつぶさ
れたり緩く拡げられたり、いわゆる「おしくらまん
じゅう」のような状況になっています。「おしくらま
んじゅう」の騒ぎが鼓膜に貼り付いている空気に
伝えられると、鼓膜が振動し、人は音を感じるこ
とになります。

耳が音を捉えるまで

監修：工学博士 山下充康
出典：謎解き音響学（丸善）

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 総務部 IR広報課）

https://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。

見  本 見  本

100株以上かつ3年以上継続保有で追加贈呈※▶  1,000円分
※同一の株主番号で、毎年3月末と9月末の株主名簿に7回以上連続で記録され

た株主様を3年以上継続保有とみなします。
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