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トップインタビュー Top Interview

環境機器事業の大幅な増収増益が
業績を牽引
中期目標の達成に向け、外部環境
の変化に柔軟に対応してまいります

　上期の連結業績は、医療機器事業が補聴器の販
売減により伸び悩みましたが、微粒子計測器の大幅な
販売増を中心とする環境機器事業の好調がカバーし、
結果としてほぼ期初計画通りの増収・増益を果たしま
した、特に利益水準は過去最高益を更新しました。
　医療機器事業の営業状況を振り返ると、補聴器は、
8月に発売した新製品リオネットシリーズの販売は好調

だったのですが、既存製品が振るわず、全体として、
前年同期には及びませんでした。ただしオージオメータ
などの医用検査機器についてはほぼ前年同期並みの
売上に落ち着きました。
　一方、環境機器事業の営業状況は、半導体関連市
場の活況を受け、半導体製造工場や材料メーカーの
設備投資が拡大し、薬液やクリーンルームの清浄度管
理に欠かせない微粒子計測器の需要が大幅に増加しま 
した。これにより微粒子計測器は、過去最高の販売実
績を上げました。加えて音響・振動計測器も、都市部
での建設工事の増加や、自動車メーカーにおける開
発・製造の持ち直しにより、販売が増加しました。

　今年5月、ウェアラブル通信端末を開発・販売する
代表取締役社長
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連結財務ハイライト　■ 第2四半期　■ 期末

株式会社BONXと業務提携をいたしました。当社は、
これからの補聴器に求められる通信・ネットワーク機能
を見据え、本提携を通じてBONX社が持つモバイル
ネットワーク技術を製品開発に活かしていく考えです。
BONX社においても、当社が長年培ってきた超小型
化・低消費電力化技術やセンサー技術を新たなウェア
ラブルデバイスの開発に活かすなど、両社の強みを組
み合わせ、シナジーを創出していきます。
　また、ベトナムで補聴器事業の拡大を目指す当社
は、7月にハノイ市で難聴・騒音問題への提言を主題
とするセミナーを開催しました。そして10月には、ホー
チミン市立耳鼻咽喉科病院と難聴者救済に向けた聴
覚検査基盤の普及に関する覚書を締結しました。これ
は、ハノイ市の国立バックマイ病院に続いて2例目とな
ります。これらの病院へのオージオメータの提供を通じ
て、医師が聴覚検査データをもとに補聴器を難聴者に

■ 第2四半期　■ 期末

上期までの営業状況を振り返り、
ご説明願います。

Ｑ１

最近の取り組みについて、その狙いと
今後の展開をお聞かせください。

Ｑ2



適用する日本式のビジネスモデルを浸透させることが
狙いです。長いスパンで着実に取り組み、「生活の質
の向上」をベトナムにも拡げていきます。
　製品開発面では、この10月に二つの「世界初」を発
表しました。一つは、日東電工株式会社との共同開発
による「補聴器用ワイヤレス充電システム」です。補聴
器を充電器に置くだけで、ワイヤレスで充電できるうえ
に、これまでの補聴器用ボタン電池と併用できるもの
で、ユーザーの電池切れに対する不安を解消するとと
もに、充電時の利便性が飛躍的に向上します。今後、
製品化に向けて両社で検証を重ね、2018年6月頃の
販売開始を目指します。

　もう一つの「世界初」は、2012年に開発が成功した
「軟骨伝導補聴器」の製品化で、2017年11月13日、
ついに販売を開始しました。奈良県立医科大学との共
同開発により実現した本製品は、イヤホンの代わりに
振動子を用い、外耳道を塞ぐことなく耳の軟骨を通じ

て増幅した音を伝えます。将来的には補聴器以外の分
野への応用も期待できるでしょう。

　下期の医療機器事業は、8月から投入した新製品が
補聴器の平均売価を引き上げ、減収幅をある程度抑
えると予想しています。環境機器事業は、引き続き微
粒子計測器が好調を維持し、売上・利益の拡大を牽
引していく見込みです。
　以上を踏まえ、通期の連結業績は期初の予想を変
更せず、売上高196億円（前期比2.1％増）、営業利
益23億円（同23.2％増）、経常利益24億円（同22.6
％増）、親会社株主に帰属する当期純利益17億円（同
20.7％増）の達成を目指します。なお当社は、来年度

下期の展望と通期業績の見通しは
いかがですか？

Ｑ3

の初めには有利子負債がゼロとなり、一層の財務改善
を遂げる見通しです。

　医療機器事業は今後、補聴器に限らず医用検査機
器においても通信・ネットワーク機能などの先進技術の
導入による新しい機器のあり方や、新たな分野への拡
がりを開発・提供していくことがテーマとなるでしょう。
　環境機器事業は、自動車の自動運転やIoT、AI関
連製品の普及に伴う半導体の需要拡大がますます進
む中で、半導体生産の微細化ニーズへの対応が求め
られてきます。また一方で当社は、微粒子計測におけ
る生物・非生物を判別する計測技術の実用化に取り
組んでおり、これを活用した医療・製薬分野や浄水場
管理など、新たな計測器の需要を捉えていきたいと考
えています。
　中期的な成長目標については、2020年3月期の
連結業績における「売上高200億円/営業利益率15％

（30億円）/ROE10％」を掲げており、残る2年半の取
り組みを通じて十分達成可能であると認識しています。

　今回の中間配当は、予定通り1株当たり15円とさせ

中長期の成長テーマと目標を
ご説明願います。

Ｑ4

ていただきました。今のところ期末配当も同15円を予
定しておりますが、通期の利益水準に応じて配当額の
見直しを行う考えです。これは、利益水準に応じた配
当を方針としているからです。

　当社の事業活動は、利益追求を第一とするのではな
く、世の中においてより多くの人々が救われることを目
的とし、社会にとって必要不可欠な存在となることを目
指すものです。その取り組みを通じて、さらなる社会
価値の向上とともに自らの企業価値を高め、株主の皆
さまのご期待に応えてまいります。株主の皆さまへのメッセージを

お願いします。
Ｑ5

3 4第97期 第2四半期 事業報告書

補聴器用ワイヤレス充電システム 世界初の軟骨伝導補聴器
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事業別ハイライト Review of Operations
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■第2四半期　■期末補聴器は8月発売の高価格帯
製品が好調な滑り出しとなる
も、全体では販売が伸び悩み
減収となりました。医用検査
機器は大型の聴力検査室等
の好調もあり、前年同期並み
の売上になりました。

音響・振動計測器では建設工
事が活況だったほか、自動車
産業等での受注も回復。微粒
子計測器は半導体関連市場
での液中微粒子計が好調なう
え、ハンディタイプの気中微粒
子計も増加しました。

5,587百万円

補聴器

……………… 4,508百万円

医用検査機器

……………… 1,078百万円

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

騒音計
地震計

3,901百万円

音響・振動計測器

……………… 2,059百万円

微粒子計測器

……………… 1,842百万円

リオネット補聴器

トピックス Topics

個人投資家向けIR活動
鎌倉投信主催受益者総会
　2017年9月、国立京都国際会館で第8回鎌倉投信の主催
する「結い2101」受益者総会が開催され、900名を超える投
資信託受益者の皆様が集まりました。
　今回の受益者総会は、「『匠』〜世界が必要とする日本のこ
だわり」をテーマとして実施され、当社はこの「匠」の企業のひ
とつとして、パネルディスカッションと企業展示に参加しました。
　鎌倉投信が運用する投資信託「結い2101」は、「人」「共生」

「匠」をテーマに、これからの日本に必要とされる会社を選択
し投資しており、当社は2015年から投資先の「いい会社」とし
て選ばれています。
　当社は引き続き、世の中に必要とされる「いい会社」として、
事業活動に邁進してまいります。

個人投資家向け会社説明会
　2017年9月、東京丸の内で開催された大和インベスター・
リレーションズ株式会社主催の個人投資家向け会社説明会に
参加しました。
　400名を超える個人投資家の皆様にお集まりいただき、社
会に貢献する当社事業活動のご紹介を中心に、有意義な会
社説明を実施することができました。
　当社は今後共、知名度向上と理解促進のため、各地で積
極的にIR活動を実施してまいります。
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トピックス Topics

「ベトナムの難聴・騒音問題、日本の取組みとベトナムへの提言」

ベトナム・ハノイでセミナーを開催

　2017年7月、ベトナムの首都ハノイにて、ベトナム国
立労働・環境衛生研究所（NIOEH）との共催で「ベトナ
ムの難聴・騒音問題、日本の取組みとベトナムへの提
言」と題したセミナーを開催しました。
　難聴は、医学的な要因のほかに、一定以上の騒音に
晒されることによっても起こります。ベトナムでは多くの労
働現場において騒音問題が顕在化しつつも、有効な対
応が実行しきれていないのが現状です。さらに、難聴者
が耳鼻科を受診し、適切な聴力検査とそれにもとづいた
補聴器の供給を受ける体制も未整備です。
　当社はベトナムにおけるこのような騒音・難聴の問題
解決に貢献するため、国立バックマイ病院や民間航空

当社は、シニア層（60歳から74歳）を対象に、補聴器に関する意識調査を実施しましたのでご報告します。
なお、調査対象者は、補聴器を使用していない方です。

将来、耳が聞こえにくくなった場合、補聴器を使用する意思のある方が77.9％

シニア層の補聴器に関する意識調査報告

局との協力体制を構築していますが、今回のセミナーは
同国の様々な関係者に対して問題の共有と理解の促進
を図ることを目的として実施しました。
　各関係機関の重職に数多く講演を頂き、ベトナムにお
ける難聴治療、騒音と難聴との関連に対する理解を深
める上で、非常に意義深い機会となりました。会場には
ベトナムの保健省・運輸省の関係者、耳鼻科医師、ベ
トナム北部企業関係者、日系企業関係者など、約110
名もの方が来場しました。その様子は在ベトナムの日本
マスコミに取り上げられたほか、現地テレビ局でも放映さ
れました。

ベトナム
国立労働・環境衛生研究所

Doan Ngoc Hai
（ドアン ゴック ハイ）所長

国立バックマイ病院
Le Cong Dinh（レ・コン・ディン）
耳鼻科部長

よくある 14.8%

たまにある 31.7%

あまりない 27.5%

まったくない 26.0%

将来、耳が聞こえにくくなった場合、補聴器を使用しますか?Q3

補聴器を使用する 

77.9%

補聴器を使用しない 

20.9%

Q1 最近、耳が聞こえにくくなったと
感じることがありますか?

Q3 将来、耳が聞こえにくくなった場合、
補聴器を使用しますか?

Q2 聞こえに関して日常生活で
経験があることは? (複数回答)

Q4 将来、耳が聞こえにくくなった場合、
補聴器を使用する理由 (複数回答)

◦ 騒がしい場所での会話が聞き取りづらい

◦ ボソボソ話す人の声がわからない

◦ 内容が聞き取りづらいため、テレビのボリュームを上げてしまう

◦ 会話の中で聞き返すことが増えたと感じる

◦ きちんと聞き取れなく、あいまいな返事をすることがある

◦ その他

◦ 家族や友だちとの会話(コミュニケーション)を楽しみたいから

◦ テレビやラジオ、映画などを楽しみたいから

◦ 日常生活でハンディキャップとなると思うから

◦ 旅行など外出先で不便を感じたくないから

◦ 災害時に必要があると思うから

◦ その他

※その他質問項目についての調査結果は、ホームページのニュースリリースからご覧ください。
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こ れ か ら を 楽 し む 人 の 補 聴 器

自然な聞こえと使いやすさを追求
リ オ ネ ッ ト シ リ ー ズ を 新 発 売

特集

開発者インタビュー

医療機器事業部　第一開発部 課長

齋藤　敦

　当社の補聴器の最上位モデルとなる「リオネットシリーズ」を、2017年8月に発売しました。「最高の」という意味を込めた 
「マキシエンス」と、そのエッセンスを凝縮した「マキシエンスV」の2モデルを展開します。
　今回新たに開発した信号処理ユニット「リオネットエンジン」を搭載することで、高速でシームレスなデジタル処理が可能に
なり、これまで以上に自然な聞こえを実現しました。また、音が響く場所でも残響を抑えて言葉を聞き取りやすくする機能を
初めて搭載したほか、言葉の聞き取りをより明瞭にする機能や、ピーピー音（ハウ
リング）を抑制する機能はさらに強力になりました。
　ラインナップは耳かけ型2機種と耳あな型5機種を両モデルで展開します。耳
かけ型は高齢のユーザーの使いやすさや、快適なフィット感を追求した新設計の
ケースを採用。きめ細やかな配慮が評価され、2017年度のグッドデザイン賞を
受賞しました。

109 第97期 第2四半期 事業報告書

　これからの補聴器について社内で検討した結果、補聴器に
とって大切な要素である聞こえと使いやすさをあらためて追求
しようということが決まりました。このうち使いやすさに関して
は、同時に見た目と小ささも備えていなければなりません。こ
の相反する要素をどのように製品に落とし込むかが大きなテー
マでした。

　どのような形がご高齢の方にとって使いやすいかを徹底
的に考えました。補聴器を装用しながらでも指先の感覚だ
けで操作できるよう、ボタンと電池蓋の操作部を本体のエ
ッジ部に配置し、大きな動きをするボタン構造を採用しま
した。お客様からの様々な声をもとに最適な設計を探り、
この形に辿り着きました。

　お使い頂く方に満足し、愛着を持って頂けるよう、塗装
にはこだわりました。ボディの前後で艶あり、艶なしの
ツートーンになっているのですが、これにより本体が小さ

く見える効果があります。色味についても検討を重ね、高
級感と深みのある仕上がりになったと自負しています。

　リオネットシリーズの使いやすさとデザイン性が評価さ
れ、受賞することが出来ました。実際にお使い頂く方にそ
ういった部分を感じて頂き、より良い聞こえのためにお役
立ていただければうれしいですね。

リオネットシリーズ開発の出発点について
教えてください。

ケースの設計ではどんな点に
特にこだわりましたか？

本体のカラーリングについては
どんな工夫がありますか？

グッドデザイン賞を受賞された感想を
お聞かせください。

グッドデザイン賞 受賞祝賀会にて
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新製品のご紹介 New Products

聴覚障害の新認定基準に対応した機能を搭載

オージオメータ「ＡＡ-Ｍ1Ａ」
　聴覚障害認定の基準変更に対応したオージオメータ「AA-M1A」
を開発し、2017年5月に発売しました。
　聴覚障害2級の身体障害者手帳申請に際しては、2015年4月か
ら認定基準が一部変更され、従来の純音聴力検査に加えて聴性脳
幹反応等の他覚的聴力検査、またはそれに相当する検査が求めら
れることとなりました。「AA-M1A」は、厚生労働省のガイドライン
に指定された「遅延側音検査」「ロンバールテスト」「ステンゲルテ
スト」の搭載により「それに相当する検査」に対応し、総合病院や耳
鼻咽喉科クリニックのニーズに応えます。

簡単な測定操作で幅広い振動数範囲をカバー

ポケッタブル振動計「ＶＭ-63Ｃ」
　主に産業用回転機械の保守管理・点検用として、幅広い振動数
範囲をカバーするポケッタブル振動計「VM-63C」を2017年9月に
発売しました。本製品は、国内のみならず中国市場もターゲットに
拡販し、東南アジアでの普及も視野に入れています。
　主な特長として、加速度ピックアップとデジタル表示器の一体化
によりケーブルを不要とし、現場測定での使いやすさを高めていま
す。また、本体を計測対象に押し当てるだけで測定でき、片手でボ
タン1つを操作するのみという簡便性を実現しました。握りやすい本
体デザインにもこだわっています。

連結財務諸表 Financial Statements

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/

主な経営成績
（単位：百万円未満切り捨て）

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）

2018年3月期第2四半期
（第97期）

売上高 18,510 18,758 18,859 19,194 9,488

営業利益 2,191 2,332 2,268 1,867 1,000

経常利益 2,241 2,413 2,370 1,957 1,055

親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益 1,316 1,427 1,594 1,408 746

純資産 14,619 15,685 17,039 17,962 18,524

総資産 25,000 25,691 25,677 25,919 26,297

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,678 1,457 2,142 2,168 1,187

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 827 △ 1,183 △ 536 △ 562 △ 514

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 451 △ 588 △ 1,274 △ 990 △ 412

１株当たりデータ
（単位：円）

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

四半期（当期）純利益 112.45 117.47 129.99 114.72 60.77

主な指標
（単位：％）

自己資本比率 58.4 61.0 66.4 69.3 70.4

ROA（総資産経常利益率） 9.3 9.5 9.2 7.6 --

ROE（自己資本当期純利益率） 9.8 9.5 9.7 8.0 --

配当性向 22.2 23.8 23.1 26.2 --
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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ご好評をいただいている「はじめての

補聴器講座」につきまして、2018年3月22日の開催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「はじめての補聴器講座」
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。

2018年1月31日締 切 日

（2017年9月30日現在）

株式数別
12,294,400株

外国人
2,303,290株

個人・その他
3,596,122株

金融機関
2,418,900株

その他国内法人
3,825,403株

証券会社
150,685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

株主数別
5,084名

外国人
106名

個人・その他
4,839名

証券会社
30名

その他国内法人
80名

金融機関
29名

商 号 リオン株式会社
本 社 〒185-8533

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

（2017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 5,084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） 531,100 4.32 
リオン取引先持株会 501,400 4.08 
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 
FOR HEALTHINVEST MICROCAP FUND 328,300 2.67 
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 
LUXEMBOURG/JASDEC/FIM/
LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS

289,000 2.35 

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口） 253,700 2.06 
リオン従業員持株会 241,500 1.96 
STATE STREET BANK AND TRUST 
COMPANY 505001 215,500 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 

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及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出ください。

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
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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

「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。

　人間の声は、喉の奥に位置する声帯を息で震わせるこ
とによって発生し、言語として情報を伝えます。ただし声帯
が振動して発するのは、ブウブウとかガアガアといった単
純な音でしかありません。その音が喉から口腔へ送られ、
頬や顎、歯、舌、唇、鼻孔などの複雑な動きによって「声」
に変換されます。人体において首から上の造作は、声帯の
振動を声に変える「共鳴器群」の役割を果たすと言えるで
しょう。したがって人間の声は、一人ひとりの顔立ちが異な
るように、それぞれの個性を持ったものになるのです。
　しかし一方で声は、共通の要素で言葉を形成します。例えば日本語の母音「ア・イ・ウ・エ・オ」は、
老若男女だれが口にしても変わるものではありません。「ア」には「ア」以外の音になり得ない約束事
による要素が決められています。その約束事とは、口を開きながら舌を下顎に引き寄せて発音すると
「ア」になり、口を横長に引き延ばすと「イ」になるというように、すべての人 に々共通となる「共鳴器
群」の使い方です。
　声の特定の周波数における音量のピークを「フォルマント（formant）」と言います。これが母音の
識別につながる要素であり、人それぞれ声の個性が異なっても「共鳴器群」の約束事によって同じ
フォルマントが形づくられるのです。音声を利用した先進技術の開発において、フォルマントは重要な
研究課題となっています。

声の科学

監修：工学博士 山下充康　　出典：『謎解き音響学』（丸善）

見  本
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