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連結経営指標等 

  

 
(注) １ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。 

２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３ 第61期第１四半期連結累計(会計)期間及び61期の潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益は、潜在株

式がないため記載しておりません。第62期第１四半期連結累計(会計)期間の潜在株式調整後１株当たり四半

期純利益は、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式がないため記載しておりません。 

  

第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第61期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第62期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第61期

会計期間

自 平成20年
  ４月１日 
至 平成20年 
  ６月30日

自 平成21年
  ４月１日 
至 平成21年 
  ６月30日

自 平成20年
  ４月１日 
至 平成21年 
  ３月31日

売上高 (千円) 7,279,963 6,063,980 34,874,555

経常利益又は経常損失
(△)

(千円) 479,904 △205,044 2,843,100

四半期(当期)純利益又は
四半期純損失(△)

(千円) 245,643 △80,379 1,707,162

純資産額 (千円) 28,245,638 27,241,200 27,491,503

総資産額 (千円) 35,291,160 33,497,253 34,397,707

１株当たり純資産額 (円) 794.73 787.25 795.66

１株当たり四半期(当期)
純利益又は四半期純損失
(△)

(円) 7.08 △2.37 49.61

潜在株式調整後１株当た
り四半期(当期)純利益

(円) ─ ─ ─

自己資本比率 (％) 78.1 79.6 78.4

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △200,159 787,918 1,411,208

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △377,741 △392,135 △748,336

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △182,872 △148,468 △992,303

現金及び現金同等物の 
四半期末(期末)残高

(千円) 10,957,067 11,222,377 10,864,182

従業員数 (名) 2,654 2,677 2,673
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当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている

事業の内容に重要な変更はありません。 

 また、主要な関係会社についても異動はありません。 

  

当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

平成21年６月30日現在 

 
(注) 従業員数には、契約社員、パートタイマー、嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。 

  

平成21年６月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は、当社から子会社への出向者を除く就業人員数であります。 

２ 従業員数には、契約社員、パートタイマー、嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。 

  

２ 【事業の内容】

３ 【関係会社の状況】

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

従業員数(名) 2,677

(2) 提出会社の状況

従業員数(名) 749
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当第１四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。 

  

 
(注) 金額は販売価格（消費税等別）によっております。 

  

当社は製品の性質上、原則として見込生産を行っております。 

  

当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。 
  

 
(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ 総販売実績に対する販売割合が10％以上の相手先はありません。 

  

当第１四半期連結会計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動

等又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

  

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。 

  

第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

事業の種類別セグメントの名称 金額(千円) 前年同四半期比(％)

音響セグメント 5,253,615 △20.4

セキュリティセグメント 1,206,589 △6.8

その他 414,565 ＋152.8

合計 6,874,769 △14.7

(2) 受注実績

(3) 販売実績

事業の種類別セグメントの名称 金額(千円) 前年同四半期比(％)

音響セグメント 4,720,610 △18.7

セキュリティセグメント 1,060,950 △20.6

その他 282,420 ＋106.1

合計 6,063,980 △16.7

２ 【事業等のリスク】

３ 【経営上の重要な契約等】

4/30



当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、昨年来の金融・経済危機による景気低迷により、

依然として厳しい経済環境が続いております。このような環境の下、国内におきましては、官公庁や民

間の設備投資抑制の影響を受け、需要が減少しました。海外におきましては、世界的な不況の影響によ

り、各地域での販売が伸び悩み、特にアメリカ地域での受注が減少しました。これらの結果、当第１四

半期連結会計期間の売上高は6,063百万円（前年同四半期比△1,215百万円、16.7％減）となりました。

 利益については、販売費及び一般管理費の抑制に努めましたが、国内・海外の販売減少の影響を受

け、営業利益は△211百万円（前年同四半期比△533百万円）となりました。経常利益は、為替の円高に

よる差損計上などにより△205百万円（前年同四半期比△684百万円）となりました。また、四半期純利

益は、投資有価証券の売却益を特別利益に計上し、△80百万円（前年同四半期比△326百万円）となり

ました。 

  

音響セグメントの連結売上高は4,720百万円（前年同四半期比△1,086百万円、18.7％減）、営業利

益は504百万円（前年同四半期比△416百万円、45.3％減）となりました。 

 国内販売は、工場やスーパー、百貨店などの民間の設備投資抑制の影響を受け全般的に伸び悩みま

した。海外販売は、世界的な不況の影響により、各地域での販売が伸び悩み、特にアメリカ地域での

受注が減少しました。生産面では販売の減少の影響を受け稼働率がダウンしました。 

 これらの結果、営業利益は販売費及び一般管理費の抑制に努めましたが、前年同四半期に比べ減少

しました。 

  

セキュリティセグメントの連結売上高は1,060百万円（前年同四半期比△275百万円、20.6％減）、

営業利益は10百万円（前年同四半期比△107百万円、91.2％減）となりました。 

 映像ネットワークシステムなどの新製品の市場導入などにより販売拡充を図りましたが、官公庁や

民間の設備投資抑制の影響を受け売上は減少しました。 

 これらの結果、営業利益は販売費及び一般管理費の抑制に努めましたが、前年同四半期に比べ減少

しました。 

  

その他の連結売上高は282百万円（前年同四半期比＋145百万円、106.1％増）、営業利益は△66百

万円（前年同四半期比△30百万円）となりました。 

 エンジニアリング子会社の鉄道車両向け販売は伸びたものの、営業費用が増加したことなどにより

営業利益は減少しました。 

  

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績の分析

① 事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。

（音響セグメント）

（セキュリティセグメント）

（その他）
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提出会社、および生産会社２社、また専門業務を分担する会社２社の、計５社が連結会社でありま

す。 

 売上高は3,860百万円（前年同四半期比△629百万円、14.0％減）、営業利益は218百万円（前年同

四半期比△575百万円、72.4％減）となりました。民間の設備投資抑制の影響を受け、販売面では伸

び悩みました。また利益面では、コスト低減を図りましたが、売上減収に加え、それに伴う生産工場

の稼働率の落ち込みなども影響し、営業利益は減少しました。 

  

販売会社２社が連結会社であります。 

 売上高は487百万円（前年同四半期比△177百万円、26.7％減）、営業利益は△3百万円（前年同四

半期比△46百万円）となりました。主にアメリカ販売会社において現地市場の冷え込みの影響が大き

く、売上が減少しました。売上の減収に伴い、営業利益も減少しました。 

  

販売会社２社と生産・販売会社１社の計３社が連結会社であります。 

 売上高は827百万円（前年同四半期比△301百万円、26.7％減）、営業利益は75百万円（前年同四半

期比△29百万円、28.1％減）となりました。ドイツ販売会社において売上が伸び悩み、それに伴い、

営業利益も減少しました。 

  

販売会社５社と生産会社４社、生産・販売会社１社の計10社が連結会社であります。 

 売上高は887百万円（前年同四半期比△107百万円、10.8％減）、営業利益は32百万円（前年同四半

期比△29百万円、47.7％減）となりました。中国市場での音響機器の需要が減少し、売上は減少しま

した。利益面では、売上減収に加え、セキュリティ機器を製造するベトナム工場の稼働率が落ちたこ

となどから、営業利益も減少しました。 

  

② 所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。

（日本）

（北米）

（欧州）

（アジア）
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当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比較して900百万円減少しまし

た。減少の主な要因は、資産の部では売上債権の回収が進み2,488百万円減少したことなどによるもの

です。負債及び純資産の部では、仕入債務の減少652百万円や、配当金の支払い270百万円などにより減

少しました。 

  

当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、期首に比べて

358百万円増加し11,222百万円となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間における営業活動による資金の増加は787百万円となりました。たな卸

資産の増加による資金の減少345百万円や、仕入債務の減少による資金の減少685百万円などがありま

したが、売上債権の回収が進んだことにより、売掛金の減少による資金の増加2,538百万円があった

ことなどにより資金が増加しました。 

 前第１四半期連結会計期間との比較では、税金等調整前四半期純利益が440百万円少なかったこと

がありましたが、売上債権の減少による資金の増加が471百万円多かったこと、棚卸資産の減少によ

る資金の増加が340百万円多かったことなどにより、前年同四半期比で988百万円の収入の増加となり

ました。 

  

当第１四半期連結会計期間における投資活動による資金の減少は392百万円となりました。主に海

外及び国内生産子会社の生産設備などの取得による資金の減少102百万円があったことなどによるも

のです。 

 前第１四半期連結会計期間との比較では、有形固定資産の売却による収入が7百万円少なかったこ

となどにより、前年同四半期比で14百万円の支出の増加となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間における財務活動による資金の減少は148百万円となりました。主に資

金の借入による増加があるものの、配当金の支払い270百万円があったことなどによるものです。 

 前第１四半期連結会計期間との比較では、短期借入金の増加による資金の増加が19百万円多かった

ことに加え、配当金の支払額が10百万円少なかったことなどにより、前年同四半期比で34百万円の収

入の増加となりました。 

  

(2) 財政状態の分析

(3) キャッシュ・フローの状況

（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）
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当第１四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更

及び新たに生じた課題はありません。 

 なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その

内容等（会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりです。 

  

  

当社は、上場会社として当社株式の自由な売買を認める以上、当社の取締役会の賛同を得ずに行わ

れる、いわゆる「敵対的買収」であっても、企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、これ

を一概に否定するものではありません。特定の者の大規模買付行為に応じて当社株式の売却を行うか

否かは、 終的には当社株式を保有する当社株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると考えま

す。 

  

しかし、当社及び当社グループは、企業価値・株主共同の利益の確保・向上に取り組んでおり、そ

のための幅広いノウハウと豊富な経験、ならびに国内外の顧客・取引先および従業員等のステークホ

ルダーとの間に築かれた良好な関係を維持し促進することが重要な要素であり、当社の財務および事

業方針の決定を支配する者としては、これらの点に関する十分な情報や理解がなくては、将来実現す

ることのできる企業価値・株主共同の利益を毀損する可能性があり、不適切であると考えます。 

  

  

当社は昭和９年の創業以来、業務用・プロ用の音響設備とセキュリティ設備の専門メーカーとし

て、神戸の地から100ヵ国を超える世界の国々へ商品を送り続けてきました。当社と子会社19社で構

成されるＴＯＡグループでは、長年培った技術力やノウハウを武器に、商品の企画・開発から生産、

販売、運営に至るまでの業務を一貫して手掛けています。“音”や“安全”を通じ、快適な暮らしを

皆様にお届けできるよう、音響、映像、ネットワークなどの分野でさらに技術力を高め、より良い商

品を作り続けてまいります。 

  

ＴＯＡは、世界でも稀な“音”の専門メーカーです。音響セグメントでは、駅やデパートのアナウ

ンス設備や、コンサートホールのアンプ・スピーカーなど、多彩な音響機器を通じて快適な日常を支

えています。例えば、高度な音響システム技術が必要な空港の放送設備です。国内でシェア90％以上

を確保し、海外でも英ヒースロー空港など多くの空港への納入実績があります。火災などを知らせる

非常用放送設備でも国内トップシェアを誇っております。大型複合商業施設の放送設備、国会や地方

議会の議場用システムなど、新たな分野にも積極的に進出しています。 

昭和９年に当時の先端音響機器・マイクロホンを手掛け始め、昭和29年には世界初の「電気メガホ

ン」を世に送り出したＴＯＡは、これからも、常に 先端の音響技術を追求します。 

  

セキュリティセグメントでは、防犯カメラシステムを中心とした防犯機器を扱っています。治安の

悪化に伴い、防犯機器の需要は銀行や商店などから、街頭、マンション、学校などへと広がりつつあ

ります。社会の安全を支えるこの分野を、当社では成長事業と位置付けています。 

自然災害への対策も、このセグメントの重要な使命です。河川の氾濫に備えた監視システムがその

一例です。カメラで水位を監視し、ネットワーク経由で情報を防災施設へ集約し、危険度が高まれば

音声避難誘導システムを稼動させ、人々を安全な場所へと導きます。音響、映像、通信における技術

力・総合力が不可欠な、当社だからこそ実現できる分野です。 

  

当社および当社グループは、今後も中長期的な視野に立ち、変革を続けていく中で、変えてはなら

ない当社の技術力とモノづくりへのこだわりの継承を大きな強みとして、技術力の拡大、蓄積、創造

をかさね、クオリティの高い製品とサービスを提供し、企業価値のさらなる向上を目指してまいりま

す。 

  

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

① 会社の支配に関する基本方針の内容

② 会社の支配に関する基本方針の実現に資する特別な取り組み
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当社は、平成20年２月15日開催の当社取締役会において、当社株式の大規模な買付行為への対応方

針（以下、「本対応方針」といいます。）について決議いたしました。また、平成20年６月27日開催

の第60回定時株主総会において、本対応方針が付議され、承認可決されました。本対応方針は、３年

間継続され、３年毎に定時株主総会において継続の可否について承認を得るものとします。 

                

 本対応方針の概要は次の通りであります。 

  

当社は、突然大規模買付行為がなされたときに、大規模買付者が提案する、当社および当社グルー

プの従業員・顧客および取引先等のステークホルダーとの関係についての方針や当社グループの経営

に参画したときの経営方針や事業計画の内容等が、当社の企業価値・株主共同の利益を高めるものか

等を株主の皆様に短期間のうちに適切に判断していただくためには、大規模買付者および当社取締役

会の双方から適切かつ十分な情報が提供されることが不可欠と考え、大規模買付行為に際しては、ま

ず、大規模買付者が、事前に、株主の皆様の判断のために必要かつ十分な大規模買付行為に関する情

報を提供すべきであると考えます。 

  

また、当社取締役会も、かかる情報が提供された後、大規模買付行為に対する当社取締役会として

の意見の検討を速やかに開始し、後述の独立委員会からの勧告や外部専門家等の助言を受けながら慎

重に検討したうえで意見を形成して公表いたします。 

  

かかるプロセスを経ることにより、当社株主の皆様は、当社取締役会の意見を参考にしつつ、大規

模買付者の提案に対する諾否を検討すること（もし代替案が当社取締役会から提示された場合には、

大規模買付者の提案と代替案との優劣を検討すること）が可能となり、大規模買付者の提案に対する

終的な諾否を適切に決定するために必要かつ十分な情報の取得と検討の機会を得られることとなり

ます。 

  

大規模買付ルールの概要は次の通りであります。 

  

(ⅰ)大規模買付者は、大規模買付行為の前に、当社取締役会に対して予定する大規模買付行為に関する

必要かつ十分な情報を提供していただきます。 

  

(ⅱ)当社取締役会は、大規模買付者が当社取締役会に対し本必要情報の提供を完了した後、 大60日間

（対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合）または 大90日間

（その他の大規模買付行為の場合）を取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案の

ための期間（以下「取締役会評価期間」といいます。）として設け、その取締役会評価期間を公表

し、大規模買付行為は、取締役会評価期間の経過後にのみ開始されるものとします。 

  

大規模買付者が大規模買付ルールを順守しない場合や、大規模買付ルールが順守された場合であっ

ても、当社取締役会において、当該大規模買付行為が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損な

う場合で、かつ、対抗措置を発動することが相当であると判断した場合には、取締役会から独立した

組織の独立委員会に必ず諮問し、独立委員会の勧告を 大限尊重したうえで、対抗措置を発動するこ

とがあります。 

  

  

本対応方針は、以下の理由により、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社役員の

地位の維持を目的とするものではないと考えております。 

  

③ 会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針が支配さ

れることを防止するための取り組み

④ 上記取り組みが会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合

致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないことについて
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(ⅰ)買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること 

本対応方針は、経済産業省および法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の

利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（1 企業価値・株主共

同の利益の確保・向上の原則、2 事前開示・株主意思の原則、3 必要性・相当性の原則）を完全

に充足しています。 

  

(ⅱ)株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること 

本対応方針は、上記③．にて記載したとおり、大規模買付行為がなされた際に、大規模買付行為

に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは取締役会が代替案を提示するために必要な情

報や時間を確保したり、株主の皆様のために大規模買付者と交渉を行うこと等を可能とすることに

より、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させるという目的をもって導入される

ものです。 

  

(ⅲ)株主意思を重視するものであること 

本対応方針は、取締役会決議により導入されたものですが、そのことについての株主の皆様のご

意思を確認させていただくため、平成20年６月27日開催の第60回定時株主総会において本対応方針

の承認を議案として上程し、株主の皆様のご承認を得ることができない場合には、本対応方針はそ

の時点で終了するものとしておりましたが、当該定時株主総会において、本対応方針について、付

議され、承認可決しております。また、本対応方針は、有効期間中であっても、株主総会または取

締役会の決議により廃止することが可能です。このように、本対応方針には、株主の皆様のご意思

が十分に反映されることとなっております。 

  

(ⅳ)合理的な客観的要件の設定 

本対応方針は、上記④．(ⅰ)(ⅱ)にて記載したとおり、大規模買付者による買付提案に応じるか

否かが、 終的には株主の皆様の判断に委ねられるべきであることを原則としており、合理的かつ

詳細な客観的要件が充足されなければ対抗措置が発動されないように設定されております。このよ

うに、本対応方針は取締役会による恣意的な対抗措置の発動を防止するための仕組みを確保してい

るものといえます。 

  

(ⅴ)独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示 

当社は、本対応方針の導入にあたり、取締役会または取締役の恣意的判断を排除し、株主の皆様

のために、対抗措置の発動および本対応方針の廃止等の運用に際しての実質的な判断を客観的に行

う機関として独立委員会を設置します。 

実際に当社に対して大規模買付行為がなされた場合には、上記④．(ⅲ)に記載したとおり、独立

委員会が、大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれがあるか否か

等を評価、検討し、取締役会に対して勧告を行い、取締役会はその勧告を 大限尊重して決議を行

うこととします。このように、独立委員会によって、取締役会の恣意的行動を厳しく監視するとと

もに、その判断の概要については株主の皆様に情報開示をすることとされており、当社の企業価値

ひいては株主共同の利益に資する範囲で本対応方針の透明な運営が行われる仕組みが確保されてい

ます。 

  

(ⅵ)デッドハンド型買収防衛策ではないこと 

本対応方針は、株主総会で選任された取締役で構成される取締役会によりいつでも廃止すること

ができるものとされており、大規模買付者が、自己の指名する取締役を株主総会で選任し、かかる

取締役で構成される取締役会により、本対応方針を廃止することが可能です。 

従って、本対応方針は、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交替させても

なお、発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。 
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当第１四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、649百万円であります。 

 なお、これらの研究開発活動の成果として、当第１四半期連結会計期間に発売した主な新商品は以下

のとおりです。 

（音響セグメント） 

・省スペースのシステムアンプ「壁掛型アンプ」を新発売しました。小規模施設の館内放送用途向け

の、壁掛型のシステムアンプです。マイクロホンやＣＤ等の外部演奏機器の入力機能、放送するス

ピーカー回線の選択機能など、小規模施設の放送設備に必要な機能を一体化しました。薄型の壁掛

型の筐体を採用し、店舗のバックヤードや事務所など、スペースが少ない現場でも、すっきりと設

置できます。同時発売するラジオチューナーは、本機に組み込んで使用でき、ラジオ体操など、ラ

ジオ放送の内容をそのまま拡声することが可能です。 

・非常、業務用放送設備用「デジタルパワーアンプパネル」を新発売しました。パワーアンプパネル

とは、拡声放送設備においてスピーカーを駆動するための商品です。通常はラックと呼ばれる専用

筐体に組み込み、システムとして使用します。新商品は、通常の施設の館内放送用途に加え、火災

などの非常時に火災感知器発報放送や避難誘導放送を行うための、非常、業務兼用放送設備向けの

パワーアンプパネルです。従来のアナログ方式のアンプに代わりデジタル方式を採用し、大幅な小

型化・軽量化、高効率化を実現しました。機能面、接続面では、従来システムとの互換性を確保し

ています。 

  

（セキュリティセグメント） 

・セキュリティ用映像ネットワークシステム「Netcansee」を拡充し、耐衝撃型コンビネーションカ

メラなど、６機種を新発売しました。Netcanseeシリーズは、ＬＡＮなどのネットワークに直接接

続し、映像の監視・制御を行うセキュリティ用途の映像ネットワークシステムです。今回、2006年

に発売された第二世代システムのラインアップを拡充しました。 カラーカメラ、10倍電動ズーム

レンズ、360°旋回台が一体となった、屋内屋外兼用のカメラシステムで、耐衝撃性能、防滴・防

塵性能を備え、屋内・屋外を問わず設置可能です。機能面では、水平・垂直動作200°/秒の高速旋

回性能を持ち、64箇所の撮影ポジション（プリセットポジション）の記憶ができるなど、幅広いセ

キュリティ需要に対応します。 

  

(5) 研究開発活動
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当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等につい

て、重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。

  

第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

(2) 設備の新設、除却等の計画
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

 
  

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握して

おりません。 

  

第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 78,820,000

計 78,820,000

② 【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間 
末現在発行数(株) 
(平成21年６月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成21年８月11日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 35,536,635 35,536,635
東京証券取引所
大阪証券取引所 
(各市場第一部)

単元株式数は1,000株であり
ます。

計 35,536,635 35,536,635 ― ―

(2) 【新株予約権等の状況】

(3) 【ライツプランの内容】

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式 
総数増減数 

(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金 
増減額 
(千円)

資本準備金
残高 
(千円)

平成21年６月30日 ─ 35,536,635 ─ 5,279,847 ─ 6,808,739

(5) 【大株主の状況】
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平成21年６月30日現在 

 
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には当社保有の自己株式222株が含まれております。 

  

平成21年６月30日現在 

 
  

  

 
(注) 株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。 

  

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 1,654,000

― ―

完全議決権株式(その他)  
普通株式33,628,000 33,628 ―

単元未満株式  
普通株式 254,635 ― ―

発行済株式総数 35,536,635 ― ―

総株主の議決権 ― 33,628 ―

② 【自己株式等】

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

(自己保有株式) 
ティーオーエー株式会社

神戸市中央区港島
中町七丁目２番１号

1,654,000 ─ 1,654,000 4.65

計 ― 1,654,000 ─ 1,654,000 4.65

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別 高・ 低株価】

月別
平成21年 
４月 ５月

 
６月

高(円) 528 528 672

低(円) 451 478 530

３ 【役員の状況】
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当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成

19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）は、改正前の四半期

連結財務諸表規則に基づき、当第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）

及び当第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）は、改正後の四半期連結

財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期連結累計期間（平成20年４

月１日から平成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表については、監査法人トーマツにより四半

期レビューを受け、当第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び当第

１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表につい

ては、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。 

 なお、従来から当社が監査証明を受けている監査法人トーマツは、監査法人の種類の変更により、平成

21年７月１日をもって有限責任監査法人トーマツとなりました。 

  

第５ 【経理の状況】

１ 四半期連結財務諸表の作成方法について

２ 監査証明について
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円） 

当第１四半期連結会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 11,472,962 10,693,509 

受取手形及び売掛金 4,426,913 6,915,605 

有価証券 1,000,000 1,300,000 

商品及び製品 3,886,935 3,550,846 

仕掛品 420,427 241,255 

原材料及び貯蔵品 1,541,738 1,572,076 

その他 1,096,293 801,054 

貸倒引当金 △40,182 △65,311 

流動資産合計 23,805,089 25,009,036 

固定資産 

有形固定資産 ※１ 6,340,489 ※１ 6,373,939 

無形固定資産 400,633 418,203 

投資その他の資産 2,951,039 2,596,527 

固定資産合計 9,692,163 9,388,671 

資産合計 33,497,253 34,397,707 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 2,114,147 2,766,223 

短期借入金 464,840 297,889 

未払法人税等 85,118 95,553 

引当金 78,578 153,085 

その他 1,201,677 1,224,180 

流動負債合計 3,944,362 4,536,932 

固定負債 

退職給付引当金 1,769,378 1,796,163 

その他 542,311 573,108 

固定負債合計 2,311,690 2,369,272 

負債合計 6,256,053 6,906,204 

純資産の部 

株主資本 

資本金 5,279,847 5,279,847 

資本剰余金 6,866,382 6,866,382 

利益剰余金 16,762,611 17,181,829 

自己株式 △961,209 △960,467 

株主資本合計 27,947,631 28,367,591 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 120,633 169,634 

為替換算調整勘定 △1,394,431 △1,577,339 

評価・換算差額等合計 △1,273,797 △1,407,705 

少数株主持分 567,366 531,616 

純資産合計 27,241,200 27,491,503 

負債純資産合計 33,497,253 34,397,707 
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(2) 【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】 

（単位：千円） 

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 7,279,963 6,063,980 

売上原価 3,800,469 3,254,090 

売上総利益 3,479,494 2,809,890 

販売費及び一般管理費 ※１ 3,156,905 ※１ 3,021,145 

営業利益又は営業損失（△） 322,588 △211,255 

営業外収益 

受取利息 13,976 8,376 

受取配当金 30,357 23,931 

為替差益 113,797 － 

その他 16,085 14,153 

営業外収益合計 174,217 46,461 

営業外費用 

支払利息 3,767 3,648 

為替差損 － 29,895 

その他 13,133 6,705 

営業外費用合計 16,900 40,249 

経常利益又は経常損失（△） 479,904 △205,044 

特別利益 

投資有価証券売却益 － 141,194 

固定資産売却益 12,595 － 

特別利益合計 12,595 141,194 

特別損失 

たな卸資産評価損 115,972 － 

特別損失合計 115,972 － 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△） 

376,527 △63,849 

法人税等 ※２ 113,609 ※２ 9,188 

少数株主利益 17,274 7,341 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 245,643 △80,379 
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：千円） 

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四
半期純損失（△） 

376,527 △63,849 

減価償却費 168,314 161,956 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △20,682 △31,701 

受取利息及び受取配当金 △44,334 △32,308 

為替差損益（△は益） 107,398 △67,547 

支払利息 3,767 3,648 

固定資産売却損益（△は益） △12,595 － 

投資有価証券売却損益（△は益） － △141,194 

売上債権の増減額（△は増加） 2,067,097 2,538,176 

たな卸資産の増減額（△は増加） △685,852 △345,782 

仕入債務の増減額（△は減少） △577,747 △685,822 

前払費用の増減額（△は増加） △321,890 △295,982 

未払金の増減額（△は減少） △220,410 △136,414 

その他 △446,524 △77,578 

小計 393,067 825,599 

利息及び配当金の受取額 44,347 32,229 

利息の支払額 △2,553 △2,677 

法人税等の支払額 △635,020 △67,232 

営業活動によるキャッシュ・フロー △200,159 787,918 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

定期預金の預入による支出 △308,742 △358,770 

定期預金の払戻による収入 49,327 242,398 

投資有価証券の取得による支出 － △475,045 

投資有価証券の売却による収入 － 483,696 

有形固定資産の取得による支出 △131,741 △102,573 

有形固定資産の売却による収入 9,301 1,581 

無形固定資産の取得による支出 △10,035 △6,485 

貸付金の回収による収入 3,897 2,338 

その他 10,250 △179,276 

投資活動によるキャッシュ・フロー △377,741 △392,135 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金の純増減額（△は減少） 127,904 147,902 

長期借入金の返済による支出 △2,854 △2,618 

自己株式の取得による支出 △4 △8 

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △1,506 △4,067 

配当金の支払額 △280,505 △270,273 

少数株主への配当金の支払額 △25,906 △19,404 

財務活動によるキャッシュ・フロー △182,872 △148,468 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △229,515 110,879 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △990,289 358,195 

現金及び現金同等物の期首残高 11,947,357 10,864,182 

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,957,067 11,222,377 
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【簡便な会計処理】

当第１四半期連結会計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

  繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発

生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・

プランニングを利用する方法によっております。

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

当第１四半期連結会計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

  税金費用の計算

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期

純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

当第１四半期連結会計期間末 
(平成21年６月30日)

前連結会計年度末 
(平成21年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

7,897,560千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

7,718,368千円

(四半期連結損益計算書関係)

第１四半期連結累計期間

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

 

※１ 販売費及び一般管理費の内、主要な費目は次のと

おりであります。

販売諸経費 515,435千円

給料及び福利費 1,752,178千円

退職給付費用 90,523千円

減価償却費 74,657千円

※２ 税金費用については、四半期連結財務諸表の作成

に特有の会計処理により計算しているため、法人税

等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

 

※１ 販売費及び一般管理費の内、主要な費目は次のと

おりであります。

販売諸経費 455,911千円

給料及び福利費 1,722,022千円

退職給付費用 107,189千円

減価償却費 71,186千円

※２         同左

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

 

  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 11,590,074千円

譲渡性預金 
(有価証券勘定)

600,000千円

預入期間が３か月を超える
定期預金

△1,233,006千円

現金及び現金同等物 10,957,067千円

  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 11,472,962千円

譲渡性預金
(有価証券勘定)

1,000,000千円

預入期間が３か月を超える
定期預金

△1,250,584千円

現金及び現金同等物 11,222,377千円
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当第１四半期連結会計期間末(平成21年６月30日)及び当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日

至 平成21年６月30日) 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

 
  

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  
(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの 

該当事項はありません。 

  

５ 株主資本の著しい変動に関する事項 

該当事項はありません。 

  

リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用していますが、当第１四半期連結会計期間

におけるリース取引残高は前連結会計年度末に比べて著しい変動が認められないため、記載しておりま

せん。 

  

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変

動がありません。 

  

当四半期連結会計期間末において、ヘッジ会計が適用されているもの以外に、「デリバティブ取引」

の残高がないため、該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

(株主資本等関係)

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 35,536,635

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 1,654,222

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年６月26日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 338,838 10.00 平成21年３月31日 平成21年６月29日

(リース取引関係)

(有価証券関係)

(デリバティブ取引関係)

(ストック・オプション等関係)

(企業結合等関係)
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前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

  

 
(注) １ セグメントの区分は製品、サービスの種類等の類似性によっております。 

２ 各区分の主な製品、サービス 

  (1) 音響セグメント………………拡声放送機器、プロサウンド機器、通信機器 

  (2) セキュリティセグメント……映像機器 

  (3) その他…………………………音ソフト制作、消音他 

３ 会計方針の変更 

 ・「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）が

当第１四半期連結会計期間から適用となったことに伴い、評価基準については、原価法から原価法（収益性

の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。 

 この変更に伴う各セグメントに与える影響は、軽微であります。 

 ・「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会 平成18

年５月17日 実務対応報告第18号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修正を行っ

ております。 

 この変更に伴い、音響セグメントにおいて営業利益が7,959千円減少しております。 

 ・「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 終改正平成19年３月30日 

企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成６年１

月18日 終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）が平成20年４月１日以降開始する連結

会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、所有権移転外ファ

イナンス・リース取引については、当第１四半期連結会計期間から通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更しております。 

 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方法

によっております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

 この変更に伴う各セグメントに与える影響は、軽微であります。 

４ 追加情報 

   平成20年度の法人税法改正に伴う法定耐用年数の変更により、当社及び国内連結子会社は、機械装置につ

いて、当第１四半期連結会計期間より耐用年数を変更しました。 

 この変更に伴う各セグメントに与える影響は、軽微であります。 

  

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

音響 
セグメント 
(千円)

セキュリティ
セグメント 
(千円)

その他
(千円)

計
(千円)

消去 
又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 5,806,905 1,336,035 137,022 7,279,963 ─ 7,279,963

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

─ ─ 4,839 4,839 (4,839) ─

計 5,806,905 1,336,035 141,861 7,284,802 (4,839) 7,279,963

営業利益又は営業損失(△) 921,277 117,866 △35,515 1,003,628 (681,040) 322,588
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当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

  

 
(注) １ セグメントの区分は製品、サービスの種類等の類似性によっております。 

２ 各区分の主な製品、サービス 

  (1) 音響セグメント………………拡声放送機器、プロサウンド機器、通信機器 

  (2) セキュリティセグメント……映像機器 

  (3) その他…………………………音ソフト制作、消音他 

  

音響 
セグメント 
(千円)

セキュリティ
セグメント 
(千円)

その他
(千円)

計
(千円)

消去 
又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 4,720,610 1,060,950 282,420 6,063,980 ─ 6,063,980

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

─ ─ 4,857 4,857 (4,857) ─

計 4,720,610 1,060,950 287,277 6,068,837 (4,857) 6,063,980

営業利益又は営業損失(△) 504,300 10,347 △66,471 448,176 (659,431) △211,255

23/30



前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度及び事業活動の相互関連性によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

  (1) 北米………アメリカ・カナダ 

  (2) 欧州………ドイツ・イギリス・フランス 

  (3) アジア……台湾・香港・インドネシア・ベトナム・シンガポール・中国 

３ 会計方針の変更 

 ・「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）が

当第１四半期連結会計期間から適用となったことに伴い、評価基準については、原価法から原価法（収益性

の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。 

 この変更に伴う各セグメントに与える影響は、軽微であります。 

 ・「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会 平成18

年５月17日 実務対応報告第18号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修正を行っ

ております。 

 この変更に伴い、アジアセグメントにおいて営業利益が7,959千円減少しております。 

 ・「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 終改正平成19年３月30日 

企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成６年１

月18日 終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）が平成20年４月１日以降開始する連結

会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、所有権移転外ファ

イナンス・リース取引については、当第１四半期連結会計期間から通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更しております。 

 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方法

によっております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

 この変更に伴う各セグメントに与える影響は、軽微であります。 

４ 追加情報 

   平成20年度の法人税法改正に伴う法定耐用年数の変更により、当社及び国内連結子会社は、機械装置につ

いて、当第１四半期連結会計期間より耐用年数を変更しました。 

 この変更に伴う各セグメントに与える影響は、軽微であります。 

  

【所在地別セグメント情報】

日本 
(千円)

北米 
(千円)

欧州
(千円)

アジア
(千円)

計
(千円)

消去 
又は全社 
(千円)

連結
(千円)

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

4,490,115 665,443 1,129,431 994,973 7,279,963 ─ 7,279,963

 (2) セグメント間 
   の内部売上高 
   又は振替高

1,467,290 89 22,213 1,402,725 2,892,318 (2,892,318) ─

計 5,957,405 665,532 1,151,645 2,397,699 10,172,282 (2,892,318) 7,279,963

  営業利益 794,165 43,101 104,356 62,192 1,003,815 (681,226) 322,588
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当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度及び事業活動の相互関連性によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

  (1) 北米………アメリカ・カナダ 

  (2) 欧州………ドイツ・イギリス・フランス 

  (3) アジア……台湾・香港・インドネシア・ベトナム・シンガポール・中国 

  

日本 
(千円)

北米 
(千円)

欧州
(千円)

アジア
(千円)

計
(千円)

消去 
又は全社 
(千円)

連結
(千円)

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

3,860,819 487,953 827,982 887,224 6,063,980 ─ 6,063,980

 (2) セグメント間 
   の内部売上高 
   又は振替高

919,218 103 7,253 1,053,425 1,980,000 (1,980,000) ─

計 4,780,037 488,057 835,236 1,940,649 8,043,980 (1,980,000) 6,063,980

  営業利益又は 
  営業損失(△)

218,856 △3,308 75,053 32,500 323,101 (534,356) △211,255
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前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度及び事業活動の相互関連性によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

  (1) 北米・中南米……………アメリカ、カナダ、中南米地域 

  (2) 欧州・中近東……………ドイツ・イギリス他欧州地域、中近東・アフリカ地域 

  (3) アジア・オセアニア……台湾・中国・香港他アジア地域、オセアニア地域 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度及び事業活動の相互関連性によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

  (1) 北米・中南米……………アメリカ、カナダ、中南米地域 

  (2) 欧州・中近東……………ドイツ・イギリス他欧州地域、中近東・アフリカ地域 

  (3) アジア・オセアニア……台湾・中国・香港他アジア地域、オセアニア地域 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

【海外売上高】

北米・中南米 欧州・中近東
アジア・
オセアニア

計

Ⅰ 海外売上高(千円) 733,757 1,121,934 1,136,599 2,992,291

Ⅱ 連結売上高(千円) 7,279,963

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

10.1 15.4 15.6 41.1

北米・中南米 欧州・中近東
アジア・
オセアニア

計

Ⅰ 海外売上高(千円) 534,752 827,554 1,131,097 2,493,403

Ⅱ 連結売上高(千円) 6,063,980

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

8.8 13.7 18.7 41.1
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(注) １株当たり四半期純利益又は四半期純損失の算定上の基礎 

 
  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(１株当たり情報)

１ １株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末 
(平成21年６月30日)

前連結会計年度末 
(平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 787.25円 １株当たり純資産額 795.66円

２ １株当たり四半期純利益又は四半期純損失

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

 
１株当たり四半期純利益 7.08円

 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は、潜在株式
がないため記載しておりません。

 
１株当たり四半期純損失 2.37円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は、１株当た
り四半期純損失であり、また、潜在株式がないため記載
しておりません。

項目
前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益又は
四半期純損失(△)(千円)

245,643 △80,379

普通株式に係る四半期純利益又は 
四半期純損失(△)(千円)

245,643 △80,379

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ─

普通株式の期中平均株式数(株) 34,698,120 33,883,151

(重要な後発事象)

２【その他】
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該当事項はありません。 

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
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ティーオーエー株式会社 

(商号ＴＯＡ株式会社) 

 
  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているテ

ィーオーエー株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計

期間(平成20年４月１日から平成20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借

対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行っ

た。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財

務諸表に対する結論を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビ

ューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公

正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行

われた。 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ティーオーエー株式会社及び連結子会社の

平成20年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャ

ッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなか

った。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

 
  

独立監査人の四半期レビュー報告書

平成20年８月11日

取締役会 御中

監査法人 トーマツ

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  芝  池     勉  印

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  関  口  浩  一  印

(注) １ 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。

２ 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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ティーオーエー株式会社 

(商号ＴＯＡ株式会社) 

 
  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているテ

ィーオーエー株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計

期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平

成21年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算

書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の

作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明する

ことにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビ

ューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公

正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行

われた。 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ティーオーエー株式会社及び連結子会社の

平成21年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャ

ッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなか

った。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

 
  

独立監査人の四半期レビュー報告書

平成21年８月６日

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員 
業務執行社員

公認会計士  芝  池     勉  印

指定有限責任社員 
業務執行社員

公認会計士  和  田  朝  喜  印

(注) １ 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。

２ 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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