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代表取締役社長�

株主のみなさまへ

株主のみなさまには、ますますご清祥のこととお喜び申

しあげます。

また、平素は当社業務に格別のご理解とお引立てを賜り

誠にありがとうございます。

平成１６年３月３１日をもちまして当社第５６期（平成１５年４

月１日から平成１６年３月３１日まで）が終了いたしましたの

で、ここに当期の「事業ご報告」をお届け申しあげます。

当期の利益配当金につきましては、１株につき８円（中間

配当金５円を加え通期の配当金は１株につき１３円）としてお

支払させていただくことになりました。

今後は、市場・顧客の求めるニーズに応えた新商品開発

や、新市場の開拓を実施し、国際競争力のある企業の実現

を目指し、全社一丸となり厳しい経済環境を克服し、当社

の使命達成に全力を挙げてまいる所存でございます。

株主のみなさまにおかれましては、なにとぞ一層のご支

援を賜りますようお願い申しあげます。

平成１６年６月２９日
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第５３期 第５４期 第５５期 第５６期
（平成１３年３月期）（平成１４年３月期）（平成１５年３月期）（平成１６年３月期）

売　　上　　高（百万円） 29,939 29,640 30,315 30,384

営　業　利　益（百万円） 1,261 2,338 3,035 3,272

経　常　利　益（百万円） 1,158 2,452 3,042 3,284

当期純利益（△損失）（百万円） △1,237 1,606 869 1,886

1株当たり当期純利益（△損失）（円） △33.71 44.03 23.39 51.91

総　　資　　産（百万円） 36,439 28,271 28,227 29,719

株　主　資　本（百万円） 18,020 18,917 19,261 20,610

1株当たり株主資本（円） 490.81 524.49 541.27 591.01

R O E（％） ― 8.7 4.6 9.5

R O A（％） 3.2 7.6 10.8 11.3

（注）ROE（株主資本当期純利益率）
ROA（総資産経常利益率）

財務ハイライト（連結決算）

株主のみなさまへ

財務ハイライト

営業の概況
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当期のわが国経済は、企業の設備投資の回復や好調な輸

出に支えられて景気の回復感が広がって来ました。

当業界におきましても、前期までの不況感が尾を引き依然として

厳しい価格競争を強いられたものの、下期に入り、大都市圏に

とどまらず地方核都市での物件引き合いに増加傾向がみ

られ、先行きに明るさが出てまいりました。

海外においては、アメリカ､ヨーロッパ経済は概ね回復基調で

推移しましたが、イラク戦争やテロ対策に予算が割かれ、設備

投資の抑制が見られました。

また、アジア地域の景気は総じて堅調に推移しましたが、中

国などにおいてはSARSの流行により販売・マーケティング活動

に影響がありました。

このような環境のなかで、当社は独自の技術開発による付加

価値の高い新商品の積極的な市場投入を進め、販売の拡大

をはかっております。また、生産面では、国内工場の統合や海外

生産の拡大によるコスト競争力の強化にも引き続き注力してまい

りました。

◆主な商品動向として、音響関連では、「新しい音創り」シリーズ

として、音質に優れた「広指向性天井埋込型スピーカーシステム」

Fシリーズ、また、プレゼンテーションなどでの使用を目的とした

小型ワイヤレススピーカーなどを発売しました。

セキュリティ関連では、コンパクトサイズの1局デジタルレコーダー

などを発売しました。また、16局デジタルレコーダーへの長時間

記録ニーズに対応し、大容量（240GB）HDDモデルを追加し、

ラインナップを拡充しました。

◆販売面において、国内販売ではスーパー・百貨店、病院、お

よび空港などの市場への音響関連の販売は順調な伸びを示し

ました。また、セキュリティ関連では下期より「セキュリティ拡販キ

ャンペーン」を展開し、スーパー・コンビニエンスストアなどの商業

施設や学校など、防犯意識の高い市場への販売が伸びました。

しかし、官公庁需要の低下や競争激化による販売価格の低

下の影響を受け、国内売上高は21,262百万円（前期比54百万

円、0.3%減）となりました。

海外販売では、ヨーロッパ地域において、前期までに発売した

非常用放送システムの販売が軌道に乗り、売上を伸ばしました。
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営業の概況（連結決算）

当社を取り巻く環境について
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一方、アメリカ地域ではイラク戦争やテロ対策の影響を受け売

上が減少しました。輸出売上高は9,121百万円（前期比123百

万円、1.4%増）となりました。

この結果、売上高は30,384百万円（前期比69百万円、0.2%

増）の実績となりました。

◆利益面では、継続的なコストダウンに加え、一般経費の抑制、

借入金の返済により支払利息が減少したことなどにより経常利

益は3,284百万円（前期比242百万円、8.0%増）、また、前期に

発生した特別損失（主として投資有価証券評価損）が無かった

こと、さらに試験研究費税制の適用による法人税等の減少が

あったことなどにより当期純利益は1,886百万円（前期比1,017百

万円、117.0％増）となりました。

次期の経済環境は、国内は企業収益の回復により、都市部

を中心に堅調な設備需要を見込んでおりますが、一方で地方

都市の景況感がいまだ浮上していないことや、原材料の価格上

昇圧力が高まっていることなど、収益面での懸念材料があり、予

断を許さない状況です。

また、海外はアテネ五輪開催の年にあたることや、好調な個

人消費に支えられたアメリカ経済、または中国市場の急成長な

どもありますが、中東情勢の不安定要因もあり、先行きはなお不

透明であります。

このような環境の中、中期5ヵ年計画の2年目として、「成長路

線を事業運営の基本とし、事業拡大を図ると共に、21世紀企

業への変革を図る」ことを基本方針とし、引き続き「商品の充実」

「新規市場開拓」に注力するとともに、「セキュリティ事業拡大」

「海外販売拡大」に注力してまいります。

商品面では、天井埋込型スピーカーシリーズ、卓上アンプ、会

議用システム、各種カメラやデジタルレコーダーのラインナップ拡充

など、新商品の市場投入を図ります。

国内では、「セキュリティ拡販キャンペーン」に引き続き注力する

とともに､テロ対策への対応など、「安全・安心」を実現するために

犯罪抑止力となる事業展開を積極的にすすめてまいります。

海外では、新商品の投入と浸透に注力するとともに、直販体

制の一部導入・強化、拡大している中国市場での販売網の構

築、アメリカ地域での新規市場・流通開拓機能の強化などによ

り販売増を目指してまいります。
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セグメントリポート

音 響

駅や空港の拡声放送や、商業施設での呼出し放送やBGMなど、
公共空間の音によるコミュニケーション分野において、スピーカ
ーやマイクロホンなどの音響機器の製
造・販売、音響設計の支援や施工の
管理など、音に関する幅広い事業を行
っております。
商品面では、音質はもちろん、信頼性、
使いやすさ、施工性、デザインといった、
業務用途ならではのユーザーニーズを
取り入れた商品作りを続けるとともに、
デジタル･ネットワークによる音声信号処理、伝送技術を応用し
た商品の拡充等、新しい分野にも積極的に取り組んでおります。
生産面では、経営効率の向上とコスト競争力の強化を図るた
め、2003年8月に国内3工場を統合したアコース（株）の新工場
が竣工し生産を開始しました。
当期、音響の連結売上高は23,787百万円（対前期比116百万
円、0.5％増）となりました。
国内販売は、スーパー･百貨店、病院、および空港などの市場
への販売は順調に伸びましたが、公共事業削減の影響で官公
庁などへの販売が落ち込み、前期比微増となりました。
海外販売については、欧州向けに発売した非常用放送システ
ムの販売が軌道に乗り、売上を伸ばしました。また、米国では
拡声機器市場の競争激化により、主力のモジュール式アンプ
の売上が減少しましたが、一方で新型アンプや新型スピーカー
の販売が伸びつつあります。アジアでは中国市場に向けた商
品の導入を進めましたが、SARSなどの影響により伸び悩みま
した。

担当商品系列

●拡声放送機器
公共の場において必要とされる音をより的確にお伝えする機器
です。
いざという時､人命を守る重要な役割を果たす｢非常用放送シ
ステム｣や空港､駅などで円滑な業務に役立つ｢自動案内放送
システム｣､学校などでなじみの深いメガホンまで､「快適なコミ
ュニケーション」の音づくりに貢献しております｡
〈主な製品〉
マイクロホン、アンプ、スピ－カー等の業務用及び非常用放送
システム

●プロサウンド機器
｢音｣そのもののクオリティが求められる分野です｡各種コンサー
トホールやイベント会場など音響システムにとって過酷な環境
でもTOAが高い支持を得ているのは､機器そのものの信頼性
と｢原音を忠実に再生し､人の心を揺さぶる音作り｣というTOA
のテーマが受け入れられている証です｡
〈主な製品〉
プロ用サウンドシステム、劇場・ホ－ル音響システム、デジタ
ルミキシングシステム

●通信機器
TOAが世界に先駆けて開発した全電子交換方式のインターカ
ムシステムは､世界各国の主要空港や様々なビジネスシーンで
活躍しています｡また､こうした技術を応用､発展させた｢電話応
用システム｣｢ワイヤレスシステム｣などへの広がりを見せています｡
〈主な製品〉
インタ－カムシステム、ワイヤレスマイクロホンシステム、連絡
用無線システム



音を広範囲に拡散する、独自
の音響構造を採用した高指向
性天井埋込型スピーカーです。
従来のスピーカーシステムが
持っていた高い周波数におけ
る指向性の極端なビーム化（音が広がらない状態のこと）を改善
し、高い周波数までアプリケーションに適した広い指向性を維
持しています。これにより、従来と同じ台数を設置した場合でも、
場所によらずより均一な音場を実現することができます。
スピーカーユニットと入力が異なる4機種の中から、用途に合わ
せて最適な機種選択が可能です。
学校の各種教室や公共施設の多目的ホールの他、商業施設、
ホテル宴会場、会議室、駅、空港、アミューズメント施設のホー
ル音響としてもお使いいただけます。

アンプ・スピーカー・感知センサーを一体化させたアナウンスマ
シンです。あらかじめ録音した内容を、繰り
返し放送することができます。また、センサ
ーを内蔵し近づいた人にメッセージ（ユーザ
ーが録音または付属音源421種の中から）
を自動的にアナウンスすることができます。
スーパー、展示場、教育施設、工場などで
のCM、説明、注意喚起放送に最適です。

新商品

音声ミキサーの基本的な機能に加
え、音作りに必要なデジタル信号
処理技術機能を一体化。汎用用
途向けに、専任オペレーターがいなくても操作できる｢操作の容易さ｣
をテーマとして開発いたしました。中小空間のAVプレゼンテーションで
のさまざまなアプリケーションに対応するデジタルミキサーです。
企業や学校をはじめとする公共機関のAVプレゼンテーションが行
なわれる場所、会議室やプレゼンテーションルーム、多目的ホール
などに最適。また、パチンコ店などのアミューズメント施設のホール
音響としてもお使いいただけます。

防滴性能を備えた、アンプ、スピーカー、ワイヤ
レス受信機の一体型システムです。マイクロホ
ン、ワイヤレスマイクロホン、CDなどの演奏機
器と組み合わせることで、イベントなどの仮設
用途で、簡単に音響システムを構築することが
できます。100W高出力アンプの搭載により、
数百人規模のイベントまで対応します。
別売りのワイヤレスマイクミキサーと組み合わせれば、周辺機器や
マイクの音声信号をすべて無線で受信し、煩わしい配線作業を低
減できます。また、音響操作席とスピーカー設置場所が離れている
場合でも、ケーブル引き回しの省力化に貢献します。
幼稚園や保育園、小・中学校などの文教施設、公民館や地域の
スポーツ施設といった公共スペースにおける各種屋外・屋内イベン
ト、展示会場でのプレゼンテーションやセミナー、店頭販売や催し
物にお使いいただけます。
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AVプレゼンテーション向けの簡単操作
デジタルミキサーD-901

広い範囲で均一な音場を構築
広指向性天井埋込型スピーカーシステムFシリーズ

屋外イベントの仮設音響設備に最適
防滴型ワイヤレスパワードスピーカーKZ-100WS

録音・再生機能付のアンプ一体型スピーカー
サウンドリピーターEV-20A
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セキュリティ

昨今「防犯」に対する関心が高まっている中で、当社は主に産
業用監視カメラなどの映像関連機器を中心に、防犯と、安全を
守るためのトータルシステムをご提供する、｢セキュリティメーカ
ー｣として、お客さまのお役に立ちたいと考えております。
セキュリティの連結売上高は6,204百万円（対前期比19百万
円、0.3％増）となりました。
国内外のメーカーや防犯設備機器業者間の競争が激化し販
売は苦戦を強いられましたが、下期より「セキュリティ拡販キャン
ペーン」を展開し、小中学校や商業施設などの市場に向けて機
能を絞り込んだ普及型カメラや、ラインナップを拡大したデジタ
ルレコーダーを拡販した事で、売上を伸ばしました。
生産面では、コスト競争力をさらに高めるため、ベトナム工場
「TOA VIETNAM CO.,LTD.」でのセキュリティ機器の生産拡
大を進めました。

担当商品系列

■映像機器
１983年に初めて監視用カメラを開発､以来TOAは独自の放送
設備分野､通信機器分野とのつながりによって､新たなセキュリ
ティ機器分野を確立しました｡ネットワークによるトータルセキュ
リティシステムの提案や非常用放送機器と監視カメラとの組み
合わせなどにより､一層活躍の場を広げつつあります｡
〈主な製品〉
監視用テレビ・カメラシステム（カメラ、モニターテレビ、スイッチ
ャ等）、教育用AVシステム

新商品

それぞれ120GB/240GBの
ハードディスクを搭載し、録
画映像のスピード検索機能
や、同時録画再生機能など、多彩な機能をコンパクトなサイズ
に凝縮した1局デジタルレコーダーです。

従来のビデオテープによる録画と比べ、テープ交換やヘッドク
リーニングなどのメンテナンスが不要で、テープの入れ忘れに
よる記録漏れや記録画像の劣化が無いなどの利点があります。

各種金融機関や商業施設、交通機関、公共機関、パチンコ店
などのアミューズメント施設など、幅広い市場でご利用いただけ
ます。

拡声放送機器�

プロサウンド機器�

通信機器�

映像機器�

その他�

商品系列別売上高構成比�

 17,113百万円�
（56.3％）�4,145百万円�

（13.7％）�

2,527百万円�
（8.3％）�

6,204百万円�
（20.4％）�

392百万円（1.3％）�

第５６期 売上高�
（30,384百万円）�

大容量、高機能をコンパクトサイズに
1局デジタルレコーダーC-DR0100/0101

セグメントリポート
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21世紀企業への変革

TOAの新しい事業領域
従来は「情報伝達」・「空間演出」という音を中心としたイメージの事業領域としておりましたが、映像を中心としたセキュリティ事
業が成長したことや外部環境の変化などに対応するため、事業領域を次のように見直しました。

●監視カメラを中心とした防犯機器と、火災時の避難誘導放送などの防災機器で、社会の「安心」という価値を創造する
『セキュリティ＆セーフティ』。
●ビルの館内放送など一対多数の情報伝達を担う拡声放送機器と、会議・議会など多数対多数の意思疎通を支えるコミュニ
ケーション機器で、高度化する情報環境の「快適」「利便性」という価値を創造する『インフォメーション＆コミュニケーション』。

●コンサートホールやスタジアムで、高いクオリティの音づくりを実現するプロオーディオ機器で、さらなる「感動」「共感」という
価値を創造する『プロフェッショナルオーディオ』。

「見る」「聞く」「伝える」それぞれの分野で、独自の技術開発力を駆使し、TOAは新たな価値を創造し続けています。

セキュリティ�
＆�

セーフティ�

プロフェッショナル�
オーディオ�

インフォメーション�
＆�

コミュニケーション�

防犯�
システム�

セキュリティ�
セグメント� 音響セグメント�

防災�
システム�

拡声放送�
システム�

コミュニケーション�
システム�

プロオーディオ�
システム�



9

科目

連結貸借対照表 （単位:百万円）

第５３期� 第５４期� 第５５期� 第５６期�

４９.４５�

６６.９１�

株主資本比率� （％）�

８０.００�

６０.００�

４０.００�

２０.００�

０�

第５３期� 第５４期� 第５５期�

９,６１８�

１,５２８�

有利子負債の推移� （百万円）�

１２,０００�

９,０００�

６,０００�

３,０００�

０�

第５３期� 第５４期� 第５５期�

５,７８１� ５,６８８�

有形固定資産の推移� （百万円）�

６,０００�

４,０００�

２,０００�

０�

６８.２３�

９２５�

６,０２３�

６９.３４�

第５６期�

８９９�

第５６期�

５,７７８�

（注）記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。

連結決算の状況

前　期
（２００３年３月３１日現在）

当　期
（２００４年３月３１日現在）

資産の部 29,719 28,227

流動資産 19,959 18,295

固定資産 9,759 9,932

有形固定資産 5,778 6,023

無形固定資産 1,295 1,509

投資その他の資産 2,686 2,398

資産合計 29,719 28,227

負債の部 8,698 8,587

流動負債 5,394 5,282

固定負債 3,304 3,305

少数株主持分 409 378

資本の部 20,610 19,261

資本金 5,279 5,279

資本剰余金 6,808 6,808

利益剰余金 9,328 7,826

その他有価証券評価差額金 453 43

為替換算調整勘定 △787 △694

自己株式 △471 △3

負債・少数株主持分及び資本合計 29,719 28,227
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科目

連結損益計算書 （単位:百万円）

科目

連結キャッシュ・フロー計算書 （単位:百万円）

第５３期� 第５４期� 第５５期�
△１,２３７�

１,６０６�

当期純利益の推移� （百万円）�

２,０００�

１,５００�

１,０００�

５００�

０�

第５６期�

１,８８６�

８６９�

キャッシュ・フローの状況
営業活動による資金の増加は３,２２５

百万円となりました。これは仕入債務の
減少による資金の減少３３８百万円があ
りましたが、税金等調整前当期純利益が
３,２７９百万円あったこと、売上債権の減
少による資金の増加が１１８百万円、棚卸
資産の減少による資金の増加が１２２百
万円あったことなどによるものです。

投資活動による資金の減少は１５０百
万円となりました。これらは主に土地等
有形固定資産売却による収入が３４９百
万円ありましたが、海外及び国内生産子
会社の生産設備の取得による資金の減
少７１１百万円などによるものです。

財務活動による資金の減少は８２３百
万円となりました。これらは主に配当金
支払３５６百万円と自己株式の取得４６８
百万円によるものです。

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,225 2,434
投資活動によるキャッシュ・フロー △150 △166
財務活動によるキャッシュ・フロー △823 △1,182
現金及び現金同等物に係る換算差額 △89 △73
現金及び現金同等物の増加額 2,162 1,011
現金及び現金同等物の期首残高 5,918 4,854
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加高 ― 52
現金及び現金同等物の期末残高 8,080 5,918

前　期
２００２年４月１日から（２００３年３月３１日まで）

前　期
２００２年４月１日から（２００３年３月３１日まで）

当　期
２００３年４月１日から（２００４年３月３１日まで）

当　期
２００３年４月１日から（２００４年３月３１日まで）

売上高 30,384 30,315

売上原価 14,991 15,006

販売費及び一般管理費 12,121 12,273

営業利益 3,272 3,035

営業外収益 176 153

営業外費用 164 146

経常利益 3,284 3,042

特別利益 134 2

特別損失 139 928

税金等調整前当期純利益 3,279 2,116

法人税、住民税及び事業税 1,288 1,078

法人税等調整額 19 62

少数株主利益 85 105

当期純利益 1,886 869
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単独決算の状況

当　期
（２００４年３月３１日現在）

前　期
（２００３年３月３１日現在）

科目

単独貸借対照表 （単位:百万円）

当　期
２００３年４月１日から（２００４年３月３１日まで）

前　期
２００２年４月１日から（２００３年３月３１日まで）

科目

単独損益計算書 （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。

当　期
２００３年４月１日から（２００４年３月３１日まで）

前　期
２００２年４月１日から（２００３年３月３１日まで）

科目

利益処分 （単位:百万円）

資産の部 26,146 24,565

流動資産 15,145 13,429

固定資産 11,000 11,135

有形固定資産 4,338 4,603

無形固定資産 552 705

投資その他の資産 6,110 5,826

資産合計 26,146 24,565

負債の部 6,408 5,903

流動負債 3,339 2,780

固定負債 3,068 3,122

資本の部 19,737 18,661

資本金 5,279 5,279

資本剰余金 6,808 6,808

利益剰余金 7,667 6,533

その他有価証券評価差額金 453 43

自己株式 △471 △3

負債・資本合計 26,146 24,565

売上高 25,171 25,208

売上原価 13,289 13,262

販売費及び一般管理費 9,578 9,745

営業利益 2,303 2,200

営業外収益 257 197

営業外費用 184 124

経常利益 2,377 2,273

特別利益 88 0

特別損失 4 921

税引前当期純利益 2,461 1,352

法人税、住民税及び事業税 983 732

法人税等調整額 △41 △42

当期純利益 1,519 662

前期繰越利益 2,715 2,660

中間配当額 177 180

自己株式消却額 ― 219

当期未処分利益 4,057 2,923

当期未処分利益 4,057 2,923

計 4,057 2,923

利益処分額 324 207

利益配当金 278 177

（1株につき） （8円） （5円）

役員賞与金 46 30

次期繰越利益 3,733 2,715



国内グループ�

● 本社�
● 宝塚事業場�
● 東京事務所�
�
● TOAエンジニアリング株式会社�
● アコース株式会社�
● パスコ株式会社�
● 株式会社ジーベック�
● TOAアソシエート株式会社�
● タケックス株式会社�

● 本社・事業場・事務所�
● エンジニアリングサポート�
● ソフト企画制作ほか�
● 生産�
● 販売�

１�

２�

３�

�

４�

５�

６�

７�

８�

９�

海外グループ�

● TOA CANADA CORPORATION（カナダ）�
● TOA ELECTRONICS,INC.（米国）�
● 得洋電子工業股　有限公司（台湾）�
● TOA ELECTRONICS TAIWAN CORPORATION（台湾）�
● TOA (HONG KONG) LTD.（香港）�
● P.T.TOA-GALVA INDUSTRIES（インドネシア）�
● TOA Electronics Europe G.m.b.H.（ドイツ）�
● TOA CORPORATION(UK) LTD.（英国）�
● BBM ELECTRONICS GROUP LTD.（英国）�
● TOA ELECTRONICS PTE. LTD.（シンガポール）�
● TOA VIETNAM CO.,LTD.（ベトナム）�
● TOA China Limited（中国）�

１０�

１１�

１２�

１３�

１４�

１５�

１６�

１７�

１８�

１９�

２０�

２１�

�

１�７�
２�８�
６�５�

３�４�

１４�

２１�

９�

１３�
２０�
１９�

１２�

１５�

１１�

１０�１８�
１７�
１６�
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グループネットワーク
平成１６年（２００４年）３月３１日現在



会社が発行する株式の総数 ……７８,８２０,０００株
発行済株式総数 …………………３５,５３６,６３５株
株主数 ……………………………………５,０３３名

千株 ％
中谷　忠子 ２,６５８ ７.７２

日本トラスティ・サービス信託銀行（信託口） １,６０９ ４.６７

株式会社東京三菱銀行 １,４８６ ４.３１

シスメックス株式会社 １,４５７ ４.２３

ＴＯＡ取引先持株会 １,３８５ ４.０２

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） １,３５５ ３.９３

株式会社三井住友銀行 １,１８８ ３.４５

株式会社ＵＦＪ銀行 １,１８３ ３.４３

井谷　照子 １,０７３ ３.１１
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株式情報
平成１６年（２００４年）３月３１日現在

〈所有数別〉�

〈所有者別〉�

金融機関�
１０,９０６,７０２株（３０.６９％）�

証券会社�
     ４８９,０００株（１.３８％）�

その他国内法人�
  ４,０３５,１３４株（１１.３６％）�

外国人等�
   １,４０７,０００株（３.９６％）�

個人・その他�
１８,６９８,７９９株（５２.６１％）�

金融機関�
　　      ４９名（０.９８％）�

証券会社�
　　      ２８名（０.５６％）�

その他国内法人�
　　     １１７名（２.３２％）�

外国人等�
　　       ３５名（０.６９％）�

個人・その他�
　　　４,８０４名（９５.４５％）�

合計�
35,536,635株�

合計�
５,０３３名�

株　主　名
当社への出資状況

持株数 議決権比率

株式の状況 構成比率

地域別株式分布状況 株価チャート （東京証券取引所）

大株主

九州�
３０１,４５４株�
（０.８４％）�

中国�
４５７,８０７株（１.３０％）�

外地�
１,８７９,２７３株（５.２９％）�

四国�
３０１,０４２株（０.８５％）�

近畿�
１５,６５１,０５５株（４４.０４％）�

北海道 �
５０,６３５株（０.１４％）�

東北 �
１０９,１５４株（０.３１％）�

関東�
１４,１３７,７５２株（３９.７８％）�

中部 �
２,６４８,４６３株（７.４５％）�

（千株）�
８,０００�

６,０００�

４,０００�

２,０００�

０�

（千株）�
８,０００�

６,０００�

４,０００�

２,０００�

０��
１０�

�
１１�

�
１２�
'０３�
１�
�
２�
�
３�
�
４�
�
５�
�
６�
�
７�
�
８�
�
９�
�
１０�

�
１１�

�
１２�
'０4�
１�
�
２�
�
３�

'０１�
４�
�
５�
�
６�
�
７�
�
８�
�
９�
�
１０�

�
１１�

�
１２�
'０２�
１�
�
２�
�
３�
�
４�

�
５�
�
６�
�
７�
�
８�
�
９�

●売買高の推移�

●株価および日経平均株価の推移�
■■株価推移� 日経平均株価�（円）�

800�
�

６００�
�

４００�
�

２００�

０�

（円）�

21,000�

１８,０００�

１５,０００�

１２,０００�

９,０００�

６,０００�

０�



代表取締役社長
取締役
取締役
取締役
監査役（常勤）
監査役
監査役

執行役員
執行役員
執行役員
執行役員
執行役員
執行役員
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会社情報

平成１６年（２００４年）３月３１日現在

平成１６年（２００４年）６月２９日現在

TOAは国際規格である品質保証の「ISO9001」、�
環境の「ISO14000」の認証登録企業です。�

JQA-EM1400JMI-0020

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 ７０１名
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㈹

会社概要

取締役および監査役、執行役員

（注）監査役 井上尚雄は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」
第１８条第1項に定める社外監査役であります。

顧客が安心して使用できる
商品をつくる。

TOAの品質方針

TOAは、地球環境の保全を経営の重要
課題の一つと認識し、全ての企業活動
において、全員が積極的に環境保全に
配慮した行動をする。

TOA環境理念



決 算 期 ３月３１日
定 時 株 主 総 会 ６月
配 当 金
受領株主確定日 利益配当金 ３月３１日

中間配当金 ９月３０日
名義書換代理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱信託銀行株式会社
同事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱信託銀行株式会社　証券代行部
郵便物送付先 〒１７１-８５０８（電 話 照 会 先） 東京都豊島区西池袋一丁目７番７号

三菱信託銀行株式会社　証券代行部
電話（０１２０）７０７-６９６（フリーダイヤル）

名義書換取次場所 三菱信託銀行株式会社
全国各支店

公 告 掲 載 紙 日本経済新聞
ただし、貸借対照表および損益計算書に関する情報は、
決算公告に代えて、下記インターネットアドレスにおいて提供します。
http://www.toa.co.jp/profile/ir/

上場証券取引所 東京証券取引所　市場第一部
大阪証券取引所　市場第一部

証 券 コ ー ド ６８０９

● 株主メモ　●

●ホームページにアクセスを!
TOAのホームページでは投資家の皆さまへ、より一層のIR情報
ご提供を目的に、最新の財務情報や株価情報などを掲載してお
ります。株式の状況や構成比率、財務データの推移グラフなど、
見やすく多彩な情報がご覧いただけます。その他、商品情報や
納入事例はもちろん、音をテーマにしたポータルサイト「音空間」
など、見て聞いて楽しんでいただけるコンテンツもご用意。皆
さまのご利用をお待ちしております。ぜひアクセスください！

http://www.toa.co.jp/

この事業報告書は、環境に配慮し、再生紙と大豆油イン
キを使用しております。


