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01 株主の皆さまへ To Our Shareholders

事業の概況について 
当連結会計年度におけるわが国経済は、耐久消費財の需要喚起策による個人消費の
持ち直しや企業収益の改善などにより、設備投資に改善傾向がみられました。しかし、
公共投資は総じて低調に推移し、加えて平成23年３月11日に発生した東日本大震
災の影響により、景気の先行きが不透明な状況となっています。 

このたびの東日本大震災により被災された皆さまに対し、心よりお見舞い申しあ
げますとともに、一日も早い復興を衷心よりお祈り申しあげます。 

株主の皆さまにおかれましては、当社業務に格別のご理解とお引き立てを賜り誠に
ありがとうございます。 
平成23年3月31日をもちまして当社第63期（平成22年4月1日から平成23年3
月31日まで）が終了いたしましたので、ここに当期の業績についてご報告申しあげ
ます。 



02事業の概況 Business Review

このような環境のもと、国内におきましては、自治体への防災
告知システム納入、大型商業施設のリニューアル需要や羽田
空港などの再拡張・改修案件への放送設備納入を行いました。
また、監視カメラ等のセキュリティ商品は、海外競合会社の厳
しい価格攻勢にさらされていますが、病院・老人福祉施設など
の公共施設での防犯カメラシステム提案に注力しました。 
海外におきましては、アメリカ地域では、特定市場に絞り込ん
だ営業活動を図ったカナダでの販売が増加し、景況感の回復
がみられるアメリカでも販売は増加しました。 
ヨーロッパ地域では、財政再建策を巡る混迷が景気回復の足
かせとなったものの、欧州非常用規格（EN54）への対応を進
めた非常放送設備の販売は堅調に推移しました。 
中国・東アジア地域では、中国の上海万博における中国館、日
本館などの著名物件、中国高速鉄道の駅舎放送システム等の

納入を行いました。また、アジア・パシフィック地域では、イ
ンドネシア及びタイに販売会社を設立し、販路の拡充を図り
ました。 

報告セグメントごとの売上高 （単位：百万円） 

日本 
22,492（67.4％） 

アメリカ 
2,145（6.4％） 

欧州・ロシア 
3,818（11.5％） 

アジア・パシフィック 
2,969（8.9％） 

中国・東アジア 
1,929（5.8％） 
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これらの結果、売上高は33,354百万円（前年同期比＋2,161
百万円、6.9％増）となりました。利益については、海外販売拠
点の拡充のための費用発生がありましたが、生産コストの低
減につとめたことなどにより、営業利益は2,615百万円（前年
同期比＋927百万円、54.9％増）となりました。経常利益は、
円高による為替差損の影響もあり2,542百万円（前年同期比
＋786百万円、44.8％増）となりました。また、当期純利益は、
過去に製造した製品の無償修理に備えるため製品保証引当金
繰入額を653百万円計上したことなどにより、916百万円（前
年同期比△93百万円、9.3％減）となりました。なお、当社グ
ループは、東日本大震災による被災地域に工場はなく、人的被
害や建物等への物的被害はありませんでした。 
 

これからの日本企業の成長は、海外マーケットでのシェア拡
大を抜きには語れません。当社グループは、管理機能や商品開
発機能を強化する一方で、サプライチェーンのグローバルな
最適化や品質の強化に取り組み、世界で戦える競争力を構築
してまいります。  
株主の皆さまにおかれましては、一層のご支援を賜りますよ
うお願い申しあげます。 
 
　平成23年6月 
 

代表取締役社長　

事業の概況 Business Review



04トップインタビュー Top Interview

グローバル・マーケットで戦える競争力を 
Q.事業への取り組みは？ 
A.世界経済はいま、新興国を中心に回復へと向かってはいますが、
不安要因も多く、まだ楽観できる状況にはありません。このよう
な中でも当社は、海外売上を軸に業績を回復、中期6カ年経営
基本計画（2009年度～2014年度）の達成に向け歩みを早め
つつあります。  
特に、当社1934年以来の創業事業である業務用音響機器は、
グローバルな市場において大きな強みとなっています。より現
地のニーズに沿った商品を世界中の方々にお届けするため、現
在、研究開発から製造、販売までの“地域密着”化に取り組んで
います。中期計画で掲げる「地域に密着した5つの企業の連合体」

というビジョンは、そのような取り組みを徹底し終えた時の当社
の理想像です。 

 
Q.海外ビジネスではどのような動きが？ 
A.ヨーロッパは、今年3月から義務化が始まった欧州非常用規格「EN 
54」を他社に先駆けて取得したことからも非常用業務用放送設
備の売上が堅調です。他にも上海万博関連の大型施設などへ
の放送設備導入でブランド力が高まった中国、それからインド
ネシアやタイに販社を新設したアジア・パシフィック地域でも順
調に売上を拡大できました。最も大きなトピックは、ニューヨー
ク市地下鉄に車両を納めている鉄道車両メーカーから車内放
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「欧州非常用規格」 
取得認定書 

送設備の発注をいただいたことです。
今後も引き続き、地下鉄車両用の設
備を納めることができればと考えて
います。この案件は当社のグローバ
ル鉄道ビジネスの新たな攻勢となる
ポイントです。また、中国でも鉄道ビ
ジネスが拡大しています。こちらは
上海を中心とした高速鉄道網の駅
舎が対象です。杭州線の7駅、南京
線の18駅に案内放送設備を納入し
たほか、北京線への納入も進んでい
ます。 中国では少し内陸部へ行くと、
まだバスしか交通手段がなかったり

します。それだけ、開発の余地が大きいのです。現在、国を挙げ
てインフラ整備が進んでおり、マーケットは急拡大中です。 

トップインタビュー 
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公共施設や市内全域に配置された 
拡声塔にIP告知端末が設置 

Q.国内の状況は？ 
A.国内では、羽田空港の国際線新ターミナルに放送設備を納入し

たほか、地方自治体向けの「IP告
知放送システム」などが伸びてい
ます。自治体などが構築した地域
IP網を活用して役所や個人宅、公
共施設を結ぶコミュニケーション
システムで、当期は40近くの案件
を受注しました。前年同期と比べ
てもかなり高い実績です。 この数
年、全国で水害などの自然災害が
続き、自治体の安全に対する意識
が高まっていることに加え、総務
省の全国瞬時警報システム「J-
ALERT」との相性が非常に良い

Top Interview



07 トップインタビュー 

Q.コスト低減にも力を入れているとか？ 
A.単に仕入れコストや人件費を下げるというのではなく、サプライ
チェーン全体を見渡したコスト削減を目指しています。無駄を
切り詰め、物の流れをいかに最適化するかが狙い目です。この
取り組みの根本にあるのは、在庫という存在をどう位置づけるか、
という点です。私は、在庫＝時間だと考えています。商品を生産
し販売するまでには、ある程度の時間のズレが必ず発生します。
そのズレを補うためにあるのが在庫です。現在、この時間のズレ
を減らすために、生産物流部門を中心として世界の各工場で分
析と改善を進めています。基本的な方向性は“地域密着”化。余
分な物流を減らせばその分生産のリードタイムを短縮でき、在
庫を減らすことができます。加えて、現地での商品企画・生産・
販売までの流れを作れれば、「地域に密着した5つの企業の連

ことが、普及が進んだ主な理由です。システムが瞬時に立ち上
がり放送ができるという「IP告知放送システム」の特徴は、緊急
地震速報など急を要する告知にも極めて有効です。 

倉敷市緊急情報提供システム・本庁に設置された統合卓 
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Q.来期に取り組むべきこととは？ 
A.中期6カ年経営基本計画の達成に向け、いよいよ成長路線へと
移行する年にしたいと思います。そのための最重要課題が、商
品開発のスピードアップです。 現在、従来の開発の手順の全面
的な見直しを行っています。開発部門には代々の先輩から受け
継がれてきたさまざまな決め事があり、その中から時代の流れ
により必要でなくなった慣習や、長年のしがらみとして残ってい
る不文律を捨て、時代に即した新たな手順へと変えます。従業
員にも「過去は忘れろ。新会社を設立するつもりでやれ」と言っ
ています。必ずや商品開発期間を飛躍的に短縮し、マーケット
の変化にいち早く対応できるようにして、今後の成長の土台とし
ます。 

合体」という中期6カ年経営基本計画（2009年度～2014年度）
で掲げたビジョンの実現にもつながることでしょう。 

 



09 Group Network

【国内】 
蘆アコース㈱ 
蘆タケックス㈱ 
蘆 TOAエンジニアリング㈱ 
蘆㈱ジーベック 

蘆 TOA ELECTRONICS, INC.（米国） 
蘆 TOA Communication Systems, Inc.（米国） 
蘆 TOA CANADA CORPORATION（カナダ） 

蘆 TOA CORPORATION（UK）LIMITED（英国） 
蘆 TOA Electronics Europe G.m.b.H.（ドイツ） 
蘆 TOA ELECTRONICS SOUTHERN AFRICA（PROPRIETARY）LIMITED（南アフリカ）　 

グループネットワーク 

蘆 PT. TOA GALVA INDUSTRIES.（インドネシア） 
蘆 PT. TOA GALINDRA ELECTRONICS.（インドネシア） 
蘆 PT. TOA GALVA PRIMA KARYA（インドネシア） 
蘆得洋電子工業股　有限公司（台湾） 
蘆得技電子（深　）有限公司（中国） 
蘆 TOA VIETNAM CO.,LTD.（ベトナム） 
蘆 TOA Electronics（Thailand）Co., Ltd.（タイ） 
蘆 TOA ELECTRONICS TAIWAN CORPORATION（台湾） 
蘆 TOA（HONG KONG）LIMITED（香港） 
蘆 TOA（CHINA）LIMITED.（中国） 
蘆 TOA ELECTRONICS PTE LTD（シンガポール） 
蘆 TOA ELECTRONICS（M）SDN.BHD.（マレーシア） 

圷訓
化吩
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シェイク ハムダン スポーツ コンプレックス
（ドバイ首長国） 
中東ドバイにあるオリンピック標準の50mプ
ールを２槽有するスポーツ複合施設です。観
客収容数15,000名の大型施設で、可動式床
の採用によりバスケットボールなどのコートと
しても利用されています。  
ここに新欧州規格（EN54）に準拠したTOA
のSX-2000シリーズが、顧客の要望であった
ドバイ政府当局の承認を得て採用されました。 

世界のここで、TOA

TOA リポート TOA Report

福井県敦賀市 
防災センターから送出される防災放送音声を
地域WiMAXを通じて、EPZ圏内の屋外放送
設備へネットワーク伝送を行なうシステムとして、
IP告知放送システムが採用されました。 
※WiMAXとは、無線LANの国際的な標準規格の1つです。 
※EPZ（Emergency Planning Zone）とは、原子力発電所
周囲の10キロ圏内の防災対策を重点的に構築すべき地域。 

ロールス ビルディング（イギリス） 
ロンドンの中心部にある地上8階、地下2階
建てのオフィスビルです。このビルの2～5
階部分には裁判所があり、31部屋の裁判室と、
11部屋の傍聴室にそれぞれTOAの音響設
備が採用されてい
ます。また、ビル全
体の非常放送も英
国基準（BS規格）
に準拠したTOAの
放送設備が採用さ
れました。 屋外スピーカー。防災セン

ターからの緊急放送を周
辺の住民へ拡声する。 

防災センター内のマイク放送卓と操作PC。 
放送の起動や放送先の選択を行える。 ロールス ビルディング外観 



11 TOA リポート 

「東北地方太平洋沖地震」の被災地・被
災者への支援 
被災者の救済および被災地の復興に役立てて
いただくため、防滴メガホン700台を支援物
資として無償提供しました。 

ニュース ＆ トピックス 

TOA リポート 

「INTEGRATED SYSTEMS EUROPE 
2011」（以下、ISE ）に出展 
ISEは、ヨーロッパ最大のプロフェッショナル 
AVとシステムインテグレーター業界の展示会
です。2011年2月1日～3日までオランダの
アムステルダムで開催されました。TOAは、
世界に先駆け欧州非常用規格EN54-16に適
合したスマートマトリクスシステムなどを展示
しました。 

「SECURITY SHOW 2011」に出展 
2011年3月8日～11日まで東京国際展示場
で開催された「SECURITY SHOW」は、セキ
ュリティ、安全管理に関する日本最大級の展示
会です。TOAは、安全と安心をテーマにした
新技術への取り組みや、「セキュリティ＆セー
フティ」分野の新商品を展示しました。 

防滴メガホン 
サイレン音付き 
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New Products

TOA Report

防犯カメラ用 ｢デジタルレコーダー｣を拡充 
好評の壁掛型も、H.264方式で長時間・高画質記録に対応 
2011年3月31日より「据置型デジタ
ルレコーダー」3機種と「壁掛型デジタ
ルレコーダー」3機種を発売しました。
壁掛型は、集合住宅管理人室やコンビ
ニエンスストアのバックヤードなど、限
られたスペースでの設置に最適です。 

1.3メガピクセルCCD採用、最大216倍の望遠撮影 
防犯カメラ「屋外メガピクセルズームカメラ」を新発売 
2011年1月25日より発売しました。ネットワークに直接接続して映像の
閲覧や記録を行うネットワークタイプの防犯カメラシステムです。カメラ
本体に加え、取付金具1機種も合わせて発売しました。 

屋外メガピクセルズームカメラ 壁掛型デジタルレコーダー 



13 財務ハイライト（連結） 

売上高 33,354百万円 

37,509 34,874 31,193 33,354

（百万円） 

30,000 

20,000 

10,000 

0
第61期 第62期 第63期 第60期 

営業利益 2,615百万円 

4,212 2,845 1,688 2,615営業利益 

（百万円） 

4,000 

3,000 

2,000 

1,000 

0
第61期 第62期 第63期 第60期 

売上高 

（注）記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。 
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経常利益 2,542百万円 

4,107 2,843 1,756 2,542経常利益 

（百万円） 

4,000 

3,000 

2,000 

1,000 

0
第61期 第62期 第63期 第60期 

当期純利益 916百万円 

2,029 1,707 1,009 916純利益 

（百万円） 

2,000 

1,000 

0
第61期 第62期 第63期 第60期 

Financial Highlights



15 連結財務諸表の概要 

連結貸借対照表 （単位：百万円） 

資産の部 

流動資産 

固定資産 

資産合計 

負債の部 

流動負債 

固定負債 

36,313 

26,931 

9,382 

36,313 

7,965 

5,511 

2,454

35,842 

25,748 

10,094 

35,842 

7,397 

4,957 

2,440

当　期 科　目 前　期 
2011年3月31日現在 2010年3月31日現在 

純資産の部 

株主資本 

その他の包括利益累計額 

少数株主持分 

負債純資産合計 

28,347 

28,931 

△1,462 

878 

36,313

28,445 

28,696 

△896 

645 

35,842

当　期 科　目 前　期 
2011年3月31日現在 2010年3月31日現在 

（注）記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。 
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連結損益計算書 （単位：百万円） 

（注）記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。 

売上高 

売上原価 

売上総利益 

販売費及び一般管理費 

営業利益 

営業外収益 

営業外費用 

33,354 

17,904 

15,449 

12,834 

2,615 

163 

236

31,193 

16,947 

14,245 

12,557 

1,688 

166 

98

前　期 当　期 
科　目 2010年4月1日～ 

2011年3月31日 
2009年4月1日～ 
2010年3月31日 

経常利益 

特別利益 

特別損失 

税金等調整前当期純利益 

法人税等合計 

少数株主利益 

当期純利益 

2,542 

9 

734 

1,818 

798 

103 

916

1,756 

141 

795 

1,102 

52 

39 

1,009

前　期 当　期 
科　目 2010年4月1日～ 

2011年3月31日 
2009年4月1日～ 
2010年3月31日 



17 連結財務諸表の概要 

当社は、株主への利益還元の充実を経営の優先課題の一つとして位置づけてお
ります。  
利益配分に関しましては、安定的な配当を基本におくとともに、業績を勘案しつ

つ株主への利益還元を図ってまいります。また内部留保にも意を配り、長期的に
安定した経営基盤を確保するとともに、積極的な研究開発投資を行い会社の競
争力を高め、また財務体質の強化を図ることにより、企業価値の向上に努めてま
いります。 

自己資本比率 

自己資本比率 74.7 78.4 77.6 75.6

（％） 

90 

80 

70 

0
第61期 第62期 第63期 第60期 

1株当たり配当金 

1株当たり配当金 20 20 20 20

（円） 

30 

20 

10 

0
第61期 第62期 第63期 第60期 

有利子負債 

有利子負債 228 302 330 323

（百万円） 

750 

500 

250 

0
第61期 第62期 第63期 第60期 

利益配分に関する基本方針 
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連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円） キャッシュ・フローの状況 
　当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」
という）は、前連結会計年度末に比べ328百万円増加し、当連
結会計年度末には、12,047百万円となりました。 
営業活動によるキャッシュ・フロー 
　当連結会計年度における営業活動による資金の増加は2,014
百万円となりました。これらは主に棚卸資産の増加による資金の
減少528百万円がありましたが、税金等調整前当期純利益が
1,818百万円あったこと、減価償却費などの非資金項目を調整
したことなどにより資金が増加しました。 
投資活動によるキャッシュ・フロー 
　当連結会計年度における投資活動による資金の減少は679
百万円となりました。これらは主に、海外生産子会社の生産設備
などの取得による資金の減少が320百万円あったこと、新規連
結子会社の株式取得による支出が250百万円あったことなどに
よるものです。 
財務活動によるキャッシュ・フロー 
　当連結会計年度における財務活動による資金の減少は659
百万円となりました。これらは主に、配当金支払による資金の減
少が676百万円あったことなどによるものです。 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物に係る換算差額 

現金及び現金同等物の増減額（△減少） 

現金及び現金同等物の期首残高 

現金及び現金同等物の期末残高 

2,014 

△ 679 

△ 659 

△ 391 

283 

11,719 

12,047

2,396 

△ 927 

△ 735 

121 

854 

10,864 

11,719

前　期 当　期 
科　目 2010年4月1日～ 

2011年3月31日 
2009年4月1日～ 
2010年3月31日 

（注）記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。 
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発行可能株式総数 

発行済株式の総数 

株主数 

78,820,000株 

35,536,635株 

3,947名 

株主数の推移 

株主数 3,971 4,089 3,736 3,801 3,870 3,947

（人） 

4,500 

3,000 

1,500 

0
第59期 第60期 第61期 第62期 第63期 第58期 

株式総数および株主数 2011年3月31日現在 大株主 2011年3月31日現在 

中谷忠子 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 

ＴＯＡ取引先持株会 

井谷憲次 

株式会社三菱東京UFJ銀行 

シスメックス株式会社 

株式会社三井住友銀行 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 

財団法人中谷電子計測技術振興財団 

井谷博一 

2,658 

2,492 

1,923 

1,693 

1,681 

1,457 

1,188 

1,128 

1,040 

893

7.85 

7.36 

5.68 

5.00 

4.96 

4.30 

3.51 

3.33 

3.07 

2.64

持株数（千株） 株　主　名 持株比率（％） 

（注）１．当社は、自己株式数（1,666千株）を保有しておりますが、上記大株主から除外しております。 
２．持株比率は、自己株式数を控除して算出しております。 
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株価の推移 
（円） 
800 
600 
400 
200 
0

2011.32008.9 2009.3 2009.9 2010.3 2010.9

金融機関 
8,853,702株 
（24.92％） 

個人・その他 
17,465,907株 
（49.15％） 

外国法人等 
1,301,735株 
（3.66％） 

その他の法人 
5,583,574株 
（15.71％） 

証券会社 
665,583株 
（1.87％） 

自己名義株式 
1,666,134株 
（4.69％） 

所有者別 

TOA のホームペー
ジでは、投資家・株
主さまに向けた IR
情報の充実を図って
おります。 

http://www.toa.co.jp/ir/
投資家・IR情報ウェブサイト 



代 表 取 締 役 社 長  

取締役常務執行役員 

取締役常務執行役員 

取 締 役 執 行 役 員  

取 締 役 執 行 役 員  

常 勤 監 査 役  

監 査 役  

監 査 役  

井 谷 憲 次  

竹 内 一 弘  

増 野 善 則  

畠 中 敏 彦  

寺 前 順 一  

西 川 寿 生  

安 　 藤 　 猪 平 次  

小 林 茂 信  

会社概要 2011年3月31日現在 役　　員 2011年6月28日現在 

設　　　立 昭和24年（1949年）4月20日 
 創業昭和9年（1934年） 

資　本　金 52億7,984万7,440円 

従 業 員 数 2,861名（連結）  755名（当社） 

本社所在地 神戸市中央区港島中町七丁目2番1号 

電　　　話 （078）303-5620（代） 
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（ご注意） 
１．株券電子化に伴い、株主さまの住所変更、買増・買取請求その他各種お手
続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関（証券会
社等）で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等に
お問い合せください。株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行）ではお取り扱
いできませんのでご注意ください。 

２．特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱
UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記特別口座の口座
管理機関（三菱UFJ信託銀行）にお問合せください。なお、三菱UFJ信託
銀行全国本支店でもお取次ぎいたします。 

３．未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいた
します。 

４月１日～翌年３月31日 

3月31日 
 

9月30日 
 
毎年６月 

 

三菱UFJ信託銀行株式会社 
 

三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 
〒541－8502 
大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 
電話 0120－094－777（通話料無料） 

東京証券取引所　市場第一部 
大阪証券取引所　市場第一部 

電子公告により行う 
公告掲載URL 
http://www.toa.co.jp/ted/（当社のホ
ームページ に掲載） 
ただし、やむを得ない事由により、電子公
告によることができない場合は、日本経済
新聞に掲載する方法により行います。 

事 業 年 度  

期末配当金受領株主
確 定 日  

中間配当金受領株主
確 定 日  

定 時 株 主 総 会  

株 主 名 簿 管 理 人  

特 別 口 座 の  
口 座 管 理 機 関  

同 連 絡 先  
 
 
 

上 場 証 券 取 引 所  
 

公 告 の 方 法  
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環境に配慮して大豆油
インキで印刷しています。 

この冊子はユニバーサルデザイン（UD）書体を
使用し、弱視・老眼等視力の低下にお悩みの方
にも読みやすいよう配慮をしています。 

〒650-0046 神戸市中央区港島中町七丁目２番１号 
コンプライアンス部　Tel：（078）303－5620 
http://www.toa.co.jp/

証券コード 6809

ココロが満足する「音」づくり、 
実現するのは、TOAの 
モノづくり精神です。 

モノづくりの妖精 
TOAのモノづくり精神とは、商品だけを指すものではなく、
TOAの施工、顧客サービス、社員の行動など、あらゆる
事業活動の中に共通して存在する「志」です。  
「モノづくりの妖精」は、この「志」を視覚的に表現した、
企業広告のキャラクターです。 

TOAのシンボルマーク 
TOAの“T”の文字をモチー
フに、4つの企業イメージ目標
である 
PROGRESSIVE（先進性）、 
MODERN（現代性）、 
INTERNATIONAL（国際性）、 
DYNAMIC（躍動性） 
を表現しています。 
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