
2015年4月1日～2015年6月30日
第68期 第1四半期株主だより



株主の皆さまへ

事業の状況

（注）記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。

株主の皆さまにおかれましては、平素より格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。
2015年6月30日をもちまして当社第68期第1四半期（2015年4月1日～2015年6月30日）が
終了いたしましたので、その事業の状況についてご報告申しあげます。
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。
　2015年9月

当第1四半期における当社グループを取り巻く環境は、国内では企業収益改善や個人消費の持
ち直しなどにより、緩やかな回復傾向にありました。海外では、米国経済の回復基調が持続
するものの、中国経済は景気減速が見られ、欧州経済では先行き不透明感が強まっています。
このような環境の下、企業価値である「Smiles for the Public  ―人々が笑顔になれる社会を

つくる―」を実現するため、よい製品の供給だけに留まらず、付帯するソフトウェアやサービスなどを付加したソリューション型ビ
ジネスを強化し、事業の拡大に努めております。また、世界5地域ごとの地産地消のビジネスモデルを加速するため、マーケティン
グ機能を強化してまいりました。

代表取締役会長兼社長　井谷憲次
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日本

（注）記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。

中国・東アジア地域アジア・パシフィック地域欧州・中東・アフリカ地域アメリカ地域

駅舎や鉄道車両などの交通市場
向けの売上高が伸長した他、減
災・防災関連市場向けの販売が
堅調に推移したことなどにより、
売上高、セグメント利益は増加
しました。

単位：百万円

売上高 8.5％増（前年同期比）売上高構成比

57.5％

アメリカで鉄道車両向けや官公
庁向けの売上高が増加したこと
などにより、売上高、セグメン
ト利益は増加しました。

売上高 92.2％増（前年同期比）

売上高構成比

10.9％
欧州での売上高は伸び悩みまし
たが、中東や南アフリカで非常
用業務用放送設備の販売が伸長
したことなどにより、売上高、
セグメント利益は増加しまし
た。

単位：百万円単位：百万円

売上高 4.8％増（前年同期比）

売上高構成比

13.5％
インドネシアで政府予算執行の遅延
影響はありましたが、タイやベトナム
での販売が堅調に推移したことや、
為替円安により売上高は増加しまし
た。セグメント利益は販売費及び一
般管理費の増加により減少しました。

単位：百万円

売上高 3.7％増（前年同期比）

売上高構成比

13.4％
台湾、香港地域での販売が堅調
に推移したことに加え、為替円
安による売上高増加もあり、売
上高、セグメント利益は増加し
ました。

単位：百万円

売上高 23.7％増（前年同期比）

売上高構成比

4.7％
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地域別事業の状況
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Close Up!　　TOPインタビュー

Smiles for the Public
―人々が笑顔になれる社会をつくる―
で強い会社に
「中期6カ年経営基本計画（2010年3月期～2015年3月期）」
（以下、前中計）の最終年度となった前年度は、過去最高売
上・利益を達成することができました。現在、「中期経営基本
計画（2016年3月期～2018年3月期）」（以下、新中計）がス
タートしています。企業価値を新たに、「Smiles for the 
Public  ―人々が笑顔になれる社会をつくる―」とし、2018
年3月期には売上高550億円、経常利益56億円を目標に掲げ
ます。これまでに築いた“稼ぐ力”をベースに「ハードから
サービスへ」「世界に5つのTOA」を掲げ、どのような状況下
でも顧客に価値を提供できる強い会社を目指します。

―前中期経営基本計画（2010年3月期～2015年3月期）について
前中計を策定する以前の当社は、収益の多くを国内で上げて
いました。しかし、少子化、成熟化が進む日本市場に頼って
いてはこれまで以上の成長は望めないという認識のもと、海
外市場を「アメリカ」「欧州･ロシア（現：欧州・中東・アフリ
カ）」「アジア・パシフィック」「中国･東アジア」の4地域に区
分し、それぞれの地域に適した戦略で市場を開拓していこう
と考えました。
当社における海外展開は、1975年（昭和50年）のインドネシ
ア進出にさかのぼります。目的はインドネシアにある多数の
モスクに設置される放送設備の需要開拓、すなわち現地市場
の掘り起こしでした。そのような海外展開のスピリッツを思
い起こし掲げたのが“地産地消”です。日本で開発した製品を
海外に輸出するのではなく、現地のニーズに合わせ、現地で
企画し、開発、製造、販売するやり方に改めていくこととし
ました。

その結果、とくに「アジア・パシフィック」地域で前中計の6
年間で売上が約2.5倍になったのをはじめ、各地域で大きく
成長することができました。そして、売上、利益とも2014
年3月期、2015年3月期と2期連続で過去最高を更新しまし
た。これは数字だけを狙ってできたわけではなく、国内・海
外を含めて音と映像の技術を駆使し、人々の安全・安心に寄
与するソリューション提案のプロセスを確立してきた結果だ
と思っています。

“地産地消”の取り組みのもと、これまでに発売された地域商品



人々の社会生活にかけがえのない価値を提供する
強い会社であり続けている

人々の社会生活にかけがえのない価値を提供する
強い会社であり続けている

ありたい姿ありたい姿

世界に5つのTOA世界に5つのTOA

ハードからサービスへハードからサービスへ
TOAのビジネスのあり方TOAのビジネスのあり方

07

08

Close Up!　　TOPインタビュー

―新中期経営基本計画（2016年3月期～2018年3月期）について
前中計は、海外で新たに企画、開発、販売体制を作り上げて
いくというハードルの高さをふまえ期間を6年としましたが、
新中計では、これまでに築いたベースをもとにスピードを上
げて取り組んでいくとの考えから3年としました。
また、策定にあたっては、さらに3年後の2020年を見据え、
当社がどのような姿になっていたいかを考えるところから始
めました。2020年に向け、日本では大きなスポーツイベン
トが続くなど、当社にとっても大きな事業機会になると期待
できます。とはいえ、これらは一過性のイベントにすぎませ
ん。むしろその反動が予想される2021年以降の10年、20年
先まで見据え、どのような環境下でもしっかり成長し続ける
ことのできる強い会社づくりを目指すファーストステップと
して位置づけました。

―今後の展開について
当社は創業来80年の間に培ってきた音の専門メーカーとし
て、音を出す、消す、伝えるといった技術力、研究開発力を
持っています。さらに、防犯カメラなど映像の技術、ネット
ワークなど通信技術もあります。こうして培ってきた技術を
ハード、すなわち機器として開発してきたわけですが、これ
からは顧客が求めるサービスを加え、新たな商品として顧客
に価値を認めていただけるようにしてまいります。
そのためにサービスとは何か、各部門がどのような役割を果
たせるのか、一人ひとりが考えられる会社にしてまいります。
例えば、開発部門で言えばスピードはサービスと同義だと考
えています。顧客からのニーズを聞いても、それをすぐに形
にできなければニーズは変化していきます。そのため、これ
まで目指してきた、日本を含めた世界5地域における“地産地
消”の取り組みをさらに加速させ、「世界に5つのTOA」を掲
げ、成長し続ける、強い会社を実現してまいります。

顧客に価値を認めて頂く顧客に価値を認めて頂く

サービスサービス
Service Value ChainService Value Chain

技　術技　術
Technical Value ChainTechnical Value Chain

製　品製　品
Product Supply ChainProduct Supply Chain

欧州・中東・
アフリカTOA
欧州・中東・
アフリカTOA

中国・東アジアTOA中国・東アジアTOA

アジア・パシフィックTOAアジア・パシフィックTOA
TOATOA

アメリカTOAアメリカTOA

TOAグループの姿TOAグループの姿
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Close Up!　　TOPインタビュー

―計画達成に向けた取り組みについて
最も重要な分野として位置づけているのが減災・防災分野で
す。「音の報せる力」を生かし、従来の2～3倍も遠い距離ま
で明瞭な音声を届ける「ホーンアレイスピーカー」、IPネット
ワークを活用して情報を送受信する「IP告知放送システム」の
販売を引き続き伸ばしてまいります。これまでは、主に津波
対策として沿岸部での設置が進んできましたが、これからは
水害、土砂災害などをふまえた内陸部でも普及が進むと考え
ています。
セキュリティ分野では、防犯カメラと録画機器を一体化した
タウンレコーダーが好調です。遠隔地からの映像確認ができ
るようネットワークとの通信機能を付加した製品に引き続き
注力し、利便性を向上させてまいります。また、映像がより
鮮明に見たいというニーズに応えた高画質の商品開発も進め、

社会の防犯レベル向上というソリューションを提供します。
当社の日本における防犯カメラ市場でのシェアはまだ10%程
度であり、シェアを伸ばす余地が十分にあると考えています。
鉄道車両における車内案内放送や防犯カメラシステムなどの
鉄道分野も、今後大いに期待できる分野です。インドネシア、
インド、ベトナムなどのアジア諸国では、現在、鉄道インフ
ラの整備が急速に進んでいます。また、アメリカ、ヨーロッ
パなど先進諸国でも環境負荷の低さから鉄道が再評価されて
います。近年、ニューヨーク市営地下鉄やワシントン地下鉄、
インドのデリー地下鉄などで実績をあげてきましたが、さら
に市場を開拓してまいります。

―企業価値「Smiles for the Public  ―人々が笑顔になれる社会をつくる―」について
一言でスマイル（Smiles）と言っても、さまざまな感情から生まれる笑顔があります。その中でも、まず
安心して、安全に暮らせる状態でこそ、人々は思い切り笑顔になれるのではないでしょうか。
また、パブリック（Public）には公共という意味があります。当社の製品・サービスを通じて公共、すな
わち人々の生命･身体の安全を守り、社会に貢献する。その上で、人々がより幸福を感じることができる
場面を創造していこうと考えています。

コーポレート・ガバナンスの充実の取り組みのひとつとして、異業種メーカーの経営に携
わった方を社外取締役として招聘しました。経営に参画いただくことで、社外の知見を経
営に取り入れる基盤づくりを行いたいと考えています。また、ROEについても数値目標を
掲げ、8.0%としました。事業を成長軌道に乗せ、しっかり利益を上げることで目標を達
成したいと考えています。

当社グループは新しい中期経営基本計画のもと、着実に成長を遂げてまいります。

しら

―コーポレート・ガバナンスの充実、企業価値の向上について
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News & Topics

直感的に操作できる
タッチパネルを採用

2015年1月発売のコンパクト
アレイスピーカー等を展示

自治医科大学
栃木県下野市にある自治医科大学に、災害発生
時に災害情報や避難指示などを伝達できるTOA
のIP告知放送システムが納入されています。
TOAは、構内に敷設された光ネットワーク網と
施設ごとに設置された放送設備を活用し、構内
へ一斉放送できるシステムを実現しました。
タッチパネルに表示されたマップ画面から放送
したいエリアを選択し、建屋の離れた施設へ
ネットワーク通信を使用して放送できることが
施設関係者から高く評価されています。

「TecnoMultimedia InfoComm Brasil 2015」
  に出展
2015年5月12日～14日の3日間、ブラジル・サンパウロにて開催された
「TecnoMultimedia InfoComm Brasil 2015」は、世界各国の企業が集
い最先端の技術を披露する映像とプロオーディオ機器の展示会です。

TOAは、ブラジルの人々にとって身近な存
在である教会に着目し、営業活動を行って
きました。本展示会では、これまでの活動
で培ったブラジルにおける教会市場でのノ
ウハウを生かして、教会内の音響システム
や地域住民へミサの開始を告げる鐘の音を
自動で放送するシステムを展示し、多くの
来場者にTOAの魅力をアピールしました。
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連結財務諸表の概要

（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

営業損失（△）

経常利益

親会社株主に帰属する
四半期純損失（△）

9,036

5,284

3,751

3,771

△19

28

△56

7,977

4,429

3,548

3,571

△23

13

△88

前第1四半期 当第1四半期
科　目 2015年4月 1 日～

2015年6月30日
2014年4月 1 日～
2014年6月30日

四半期純損失（△）
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金
為替換算調整勘定
退職給付に係る調整額
その他の包括利益合計
四半期包括利益
（内訳）
親会社株主に係る
四半期包括利益
非支配株主に係る
四半期包括利益

△28

249
△265
131
115
86

△4

90

前第1四半期 当第1四半期
科　目 2015年4月 1 日～

2015年6月30日
2014年4月 1 日～
2014年6月30日

流動資産

固定資産

流動負債

固定負債

純資産

資産合計
負債純資産合計

36,319

15,044

6,716

4,260

40,387

51,364

39,785

14,585

8,851

4,148

41,371

54,371

当第1四半期
科　目

前期末
2015年6月30日

現在
2015年3月31日

現在

△68

328
△483
23

△132
△200

△179

△20

単位：百万円 単位：百万円 単位：百万円第1四半期連結貸借対照表の要約 第1四半期連結損益計算書の要約 第1四半期連結包括利益計算書
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Column

IP告知放送システムについて
IP告知放送システムは、ネットワーク通信を
活用して複数の場所へ一斉に放送できるシス
テムです。役所や公民館、消防署などの施設
を結ぶ広域ネットワーク網が整備された自治
体において、災害時の情報伝達システムとし
て利用が広がっています。平常時には、時報
メロディ放送（夕焼け小焼けなど）や行政か
らの連絡放送にも使用され、住民への情報伝
達手段としても幅広く活用されています。

IP告知送信機

IP告知端末

以下のURLにて音声付で本商品の概要をご覧いただけます。
http://www.toa.co.jp/products/ss/ipkokuti/



経営基本方針（三つの安心）
一、顧客が安心して使用できる商品をつくる。
一、取引先が安心して取引きできるようにする。
一、従業員が安心して働けるようにする。
TOAグループは、顧客、株主、取引先、従業員など、
全てのステークホルダーの信頼と期待にお応えできるよう、
日々、経営を行っていきます。

証券コード 6809

〒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/

ユニバーサルデザイン（UD）の考え方に
基づき、より多くの人に見やすく読みまちが
えにくいデザインの文字を採用しています。


