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01 株主のみなさまへ 

強くグローバルな企業へ、TOAを変えてゆく 
株主の皆さまにおかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申しあげます。 
平素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。 
さて、当社第63期第１四半期（平成22年4月1日～平成22年6月30日）の事業の
概況について、ご報告申しあげます。 
 

事業の概況について 
当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出の回
復や耐久消費財の需要喚起策により景気の回復はみられるも

のの、雇用環境の改善は進まず、回復ペース
に頭打ちの兆しが見られるなど依然として厳
しい状況が続いております。 



02To Our Shareholders

このような環境のもと、国内におきましては、企業収益改善に
よる設備投資の下げ止まり感もあり、需要が徐々に持ち直し
の傾向を見せております。 
海外におきましては、アメリカ地域では金融危機から生じた
市場の冷え込みが依然として続いております。ヨーロッパ地
域では、各国の緊急財政措置が景気回復へ失速感を与えつつ
あります。アジア地域では、中国の交通インフラ整備などの積
極的な内需振興策による景気感の回復が見られます。 
これらの結果、売上高は6,131百万円（前年同期比67百万円、
1.1％増）となりました。 
利益については、生産コストの低減を行ったものの、新規設立
会社の立ち上げによる販管費用の増加などの影響を受け、営
業利益は△231百万円（前年同期比△20百万円）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△267百
万円（前年同期比△62百万円）となりました。また、四半期純
利益は、新会計基準（資産除去債務）の適用による特別損失な
どの計上により、△292百万円（前年同期比△211百万円）と
なりました。 
現在、TOAは「中期6ヵ年経営基本計画」（2009年度～2014
年度）のもと、地域密着企業の連合体を世界５地域に展開して
いくために、全社を挙げて改革に取り組んでいます。TOAを
真に強くグローバルな企業に変えるべく、今後とも従業員と
ともに歩みを続けてまいりますので、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22年8月 

代表取締役社長　井谷憲次  



03 トップインタビュー 

厳しい環境ながらヒット商品も飛び出す 
Q.最近の事業環境は？ 
A.世界的に見て、まだ回復には至っていません。当社の主力商品は、音響
もセキュリティも、建築物に関連する設備ですから、景気回復を皆様が
実感してから半年くらいは経たないと需要が発生しないためです。回復
は下半期以降となりそうです。 

Q.国内での業績は？ 
A.非常に厳しい状態です。2010年3月期には、官公庁や民間の設備投資
停滞の影響から売上高が前期比8.1%減の205億11百万円となり、そ
の後も回復の足取りには至っていません。 
しかし、そのような環境下ながら、新た
にヒット商品も生まれています。ハンズ
フリーのメガホン「ボイスウォーカー」
です。企業向けの地味な商品が中心の
当社としては、異例の売れ行きとなって

います。スピーカー部分をベルトで腰に装着、ヘッドセットマイクを通じ
て声を流すという仕組みで、話しながら両手が自由に使えることが特徴
です。この従来にない新規性と、TOAの商品としては異例の3色のカラ
ーバリエーションを用意したことが市場に受け入れられました。 

Q.海外の状況はどうか？ 
A.アメリカで市場が依然冷え込むほか、ヨーロッパでもギリシャ危機の影
響で景気回復が遅れたことにより、2010年3月期の売上高は前期比
14.8%減の106億81百万円に止まりました。 
しかし一方では、中国で高速鉄道や上海万
博物件への音響設備の納入が進み、
ASEANなどの地域でも売上は順調でした。
この傾向は2011年3月期に入っても続いて
おり、当社としても成長市場でシェアを拡大
するため、さまざまな手を打ちつつあります。 

3色の 
ボイスウォーカー 

万博センター 
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アメリカやインドネシアなどで直販体制を整備 
Q.海外成長市場の攻略のため、現在行っていることとは？ 
A.各地域での直販体制の整備です。具体的には、これまで現地の販売代理
人経由で営業活動を行っていたアメリカ販社で、当社担当者による顧客
への直接営業を一部開始したほか、経済成長著しいインドネシアとタイ
にそれぞれ販社を設立しました。 
これは「中期6ヵ年経営基本計画」で掲げたビジョン「地域に密着した5
つの企業の連合体」の実現に向けた動きです。一気に進めるのは難しい
ため、現段階ではいくつかの国に範囲を絞って戦略的に経営資源を配分、
着実な事業展開を狙っています。 
先行して直販を開始したアメリカでは既に、大手事務用品チェーン店舗
のBGM設備を一括受注するという成果を上げることができました。加え
て今年2月からは、ニューヨーク市地下鉄の営業運転車両内に当社製の
セキュリティカメラを設置、1年間の試験運用に入っています。試験を無
事に終え、当局から認定を取得できれば、大きなビジネスチャンスに繋
がるでしょう。 

Q.その他の地域では？ 
A.2011年よりEU各国で義務化される「欧州非常用設備規格」の認定をこ
のほど、同業他社にさきがけて取得しました。EU域内で非常用放送設備
を扱うのに不可欠な認定である一方、取得と認定の維持には一定規模
の投資が必要となることから、ヨーロッパの非常用放送設備市場の状況
を一変させる可能性を秘めています。当社はこ
れを絶好のビジネスチャンスと捉えており、この
規格認定を武器に現地でのビジネスを優位に進
めていきます。 
また、一大市場へと成長した中国では、北京五輪
や上海万博などの著名施設に放送設備を納入
していく「ブランド戦略」が効果を上げています。 
北京五輪をノートラブルで乗り越えた当社の評
判は、既に地方にも波及しており、最近では各地
から引き合いが来るようになりました。 取得認定書 
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Q.一方で、国内での成長機会をどう見る？ 
A.現在、国の財政の悪化を受け、いわゆる“箱物”を中心に官需は縮小して
いますが、その中でも幾つかは成長分野が存在しています。 
代表的なものが、当社が「安全・安心・防災ネットワーク市場」と呼んでい
る分野です。ここ数年、地震や水害などの災害が各地で続いていること
もあって、災害から人命を守る各種設備については支出の優先順位が
高くなっています。また、この市場は、当社が得意とする音響やネットワ
ークの技術が活かせる分野でもあります。 

Q.この分野での最近のヒット商品は？ 
A.「IP告知放送システム」が実績を上げつつあります。各自治体などが地域
に張り巡らせたIPネットワークを活用して、役所などと個人宅や公共施
設を結ぶコミュニケーションシステムで、災害や有事の際には瞬時に起
動。音声情報や制御信号をリアルタイムかつ双方向でやり取りできます。 
地域IP網は既に約7割以上の自治体で整備されており、現在その活用方

法が検討されているところ。「IP告知放送システム」は、その有力候補と
なり得ます。 

Q.他に、官需で成長しそうな分野は？ 
A.文教施設関連ですね。現在、各地の学校ではセキュリティの強化が課題
となっており、当社であれば、単なる監視機器の導入に止まらないソリュ
ーションを提供できます。 
そのひとつが、校内LANを使って教室や職員室を結ぶ「パケットインタ
ーカム」。インターホンを一回り大きくしたようなインターフェースで、ボ
タンひとつで警察への通報なども可能な商品です。校内に不審者が侵
入した際に役立ちます。 
このほか、防災分野でも文教分野でも、上記のような大型商品以外に対
するさまざまな周辺需要もあるはずですので、地道な官庁営業を続け、
ニーズをきちんとフォローしていきたいと思います。 

技術を活かした官公需に注目 
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グローバル“化”を超えて 
Q.2010年度下半期の動向をどう見る？ 
A.国内はまだ厳しいでしょう。海外は、新興国を中心に好転していくでしょ
うが、現状では為替の影響が心配なところです。また、第2四半期から第
3四半期にかけてインドネシアやタイに設立した販社が連結対象に入っ
てきますので、それが増益要因になると見ています。 

Q.それでも、国内売上の回復を高め（前期比3.4%増）に見
積もっている？ 

A.前期が落ち込みすぎたので、そのリバウンドです。本格回復というわけで
はありません。そもそも当社の仕事は、新商品の販売にせよ案件の獲得
にせよ、芽が出るまでには時間が必要です。重要ターゲットである地方
自治体をはじめ、全国の需要家をきっちりと攻め、将来に繋げたいと思
います。 

Q.海外はもっと伸びそう？ 
A.売上高5.8%増を見込んでおり、中でも中国とアジア・パシフィック地域
での成長に期待しています。ただ、性急に成果を出そうとは思っていま
せん。長く成長を続けていくために、まずは各地域で、土台となる販社や
工場、開発部門をじっくりと育てます。 

私の夢は、今手掛けている各分野で、世界のナンバ
ーワンになることです。特に非常用放送設備は最も
競争力のある分野で、ここではどこにも負けたくない
と思っています。世界の各地域でローカライズを進め、
現地のニーズに合った商品を提供していければ、勝
機は十分にあると思います。 



07 TOA リポート 

世界のここで、TOA

2010年5月1日より半年間、中国・上海で上海万博が開催されてい
ます。約250の国や国際機関がパビリオンを出展する中、TOA（CHINA）
LIMITED.（以下、TCL）では、約50件の主要パビリオンや関連物件
の受注に成功しました。特に、万博終了後も保存される５つの大型パ

ビリオンのうち4件「中国館」「テーマ館」「万博センター」「万博文化
センター」に、スマートマトリクスSX－2000をはじめとする非常用・
業務用放送設備が採用され、TOA商品の高機能、高品質、そしてTCL
の高度な提案力が評価されています。 

上海国際博覧会（以下、上海万博）の主要パビリオンにTOAが採用されています。 

中国館に設置された「コンパクトアレイスピーカー」 万博文化センターに設置された「ガーデンスピーカー」 テーマ館 
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ニュース & トッピクス 

アジア最大規模の展示会「CHINA 
PALM EXPO 2010」に出展 
2010年5月20日から4日間、中国国
際展示センターで開催されたプロオー
ディオ、照明、AV関連のアジア最大
規模の展示会「CHINA PALM EXPO 
2010」に、会議システムや音響設備
など多彩な商品ラインアップを出展い
たしました。 

インド「PALM EXPO 2010」
に初出展 
2010年6月3日から3日間、イ
ンド西海岸の都市ムンバイで行
われたインド国内最大の国際サ
ウンド機器展「PALM  EXPO 
2010（Pro Audio Live & 
Musician EXPO）に、AV商品
を中心に初出展いたしました。 

アメリカのラスベガスで開催
された「InfoComm」に出展 
2010年6月9日から3日間、世
界最大級のプロオーディオ業界、
映像業界向け展示会「InfoComm」
に出展いたしました。豊富な商品
ラインアップを効果的に見せる
ことで、TOAのトータルソリュ
ーションへの対応力を来場者に
アピールすることができました。 

「TOAインドネシア販社」
を開設 
2010年6月1日より営業活動
を開始いたしました。これまで
は、TOAシンガポール販社を拠
点に、インドネシア国内の代理
店を通して販売を行ってきまし
たが、このたび、TOAシンガポ
ール販社と現地企業体である
Ga l v a グループ（代表社　
Galva Holding）との共同出資
により、インドネシア国内に販
売拠点を設立し、同国内での営
業活動を強化いたします。 
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New Products

液晶モニターのラインアップ拡充 17型、
19型の2機種を新発売 
2010年5月6日より、防犯カメラ用液晶モニ
ター2機種を新発売いたしました。従来品で
ある15型、2010年3月発売の7.5型とあわせ、
ラインアップを拡充
し計4機種となりまし
た。また、ラックマウ
ント金具など関連商
品も2機種同時発売い
たしました。 

赤外LED照明付きドーム型カメラなど2
機種を新発売 
2010年5月6日より、セキュリティ用途のネ
ットワークカメラシリーズを拡充し、ドーム型
カメラ2機種を新発売いたしました。ネットワ
ークカメラとは、LAN
（LocalAreaNetwork）
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。 

ボタンひとつで簡単操作。 
１Ｕサイズに様々な機能を凝縮したデジ
タルステレオミキサーを新発売 
会議室と体育館などで求められる音響調整が、
誰でも簡単に行える「デジタルステレオミキ
サー」を2010年5月24日より新発売いたし
ました。 
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昭和53年 
「ワイヤレスミュージック 
アンプ（カラオケ） 
MA-007」を発売。 
ヒット商品となる 。 

TOA History

競争激化 
　年率20～30パーセント成長で長くつ
づいた好景気も、昭和46年のニクソンシ
ョック、昭和48年のオイルショック、昭
和52年に始まった円高で、転換の時期を
迎えた。 
　赤字転落、人員整理、希望退職者募集、
管理職の賃金カットなど、好況業界の中
にある弱電部門といえども、対応の遅い
ところは厳しい環境に追い込まれていく
ことになってきた。 
　需給ギャップ二割という需要の激減で
設備投資も大きく減った。 

<中略> 
　効率の悪い部門は切り捨てるという人

員削減が厳しく実施されていった。 
　加うるに、円の急騰（昭和52年 年初
290円、53年10月 187円50銭）は、輸
出に大きな打撃を与え、ますます不況の
輪は拡大していった。 
　当社では、そのような環境下で地域深
耕作戦を販売力強化の軸として、出先事
業所を数ヵ所増やし、新商品開発で苦境
を切り抜けてきた。経費の節約、人員制限、
生産衛星のコストダウンなど、労使一体、
全社一丸となった非常体制化の努力が、
わたしたちに自信を与えたことは心強い
限りであった。 

〔社内資料　「継続は力なり」 
（二代目社長・故中谷太郎著）より〕 

日経広告賞受賞 

昭和52年 
大阪証券取引所市場第二部へ新規上場 



11 財務ハイライト（連結） 

売上高 6,131百万円 

通期売上高 

第1四半期 
売上高 

（百万円） 

30,000 

20,000 

10,000 

0

37,509 34,874 32,500 
（予想） 

31,193

7,322 7,279 6,1316,063
第61期 第62期 第63期 第60期 

営業利益 △231百万円 

通期営業利益 

第1四半期 
営業利益 

（百万円） 

4,000 

3,000 

2,000 

1,000 

0 

△1,000

4,212 2,845 2,000 
（予想） 

1,688

356 322 △231△211
第61期 第62期 第63期 第60期 

通期 

（注）記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。 

通期 

第1四半期 第1四半期 

通期 通期 

第1四半期 第1四半期 第1四半期 
第1四半期 
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経常利益 △267百万円 

4,107 2,843 1,900 
（予想） 

通期経常利益 

第1四半期 
経常利益 476 479 △267

（百万円） 

4,000 

3,000 

2,000 

1,000 

0 

△1,000
第61期 

1,756

△205
第62期 第63期 第60期 

通期 通期 

第1四半期純利益 △292百万円 

2,029 1,707 1,100 
（予想） 

通期純利益 

第1四半期 
純利益 249 245 △292

（百万円） 

2,000 

1,000 

0 

△1,000
第61期 

1,009

△80
第62期 第63期 第60期 

第1四半期 

通期 

第1四半期 第1四半期 第1四半期 
第1四半期 第1四半期 

通期 
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第1四半期連結貸借対照表 （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 

34,371 

24,060 

10,311 

34,371 

6,492 

4,046 

2,446

35,842 

25,748 

10,094 

35,842 

7,397 

4,957 

2,440

当第1四半期 科　目 前期末 
2010年6月30日現在 2010年3月31日現在 

純資産の部 

株主資本 

評価・換算差額等 

負債純資産合計 

27,878 

28,064 

△1,013 

34,371

28,445 

28,696 

△896 

35,842

当第1四半期 科　目 前期末 
2010年6月30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。 

連結財務諸表の概要 
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第1四半期連結損益計算書 （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 

営業損失（△） 

営業外収益 

営業外費用 

経常損失（△） 

6,131 

3,195 

2,935 

3,167 

△231 

56 

92 

△267

6,063 

3,254 

2,809 

3,021 

△211 

46 

40 

△205

前第1四半期 当第1四半期 
科　目 2010年 4 月 1 日～ 

2010年 6 月30日 
2009年 4 月 1 日～ 
2009年 6 月30日 

特別利益 

特別損失 

税金等調整前四半期純損失（△） 

法人税等 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） 

少数株主利益 

四半期純損失（△） 

─ 

44 

△312 

△31 

△280 

11 

△292

141 

─ 

△63 

9 

─ 

7 

△80

前第1四半期 当第1四半期 
科　目 2010年 4 月 1 日～ 

2010年 6 月30日 
2009年 4 月 1 日～ 
2009年 6 月30日 

Consolidated Financial Data



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

【買取請求制度について】 
1,000株未満の株式を、当社に対して市
場価格で売却することができる制度です。 

【買増請求制度について】 
1,000株（単元株式）に不足する数の株
式を、当社から市場価格で買い増し、単
元株式にすることができる制度です。 

（例）800株を保有の場合、市場では売却できま
せんが、市場価格で当社が買い取りいたします。 

（例）800株を保有の場合、200株を買い増して、
1,000株にすることができます。 

現金化 1,000株 

株主様の1,000株未満の株式 

当社に市場価格で売却 

株主様の1,000株未満の株式 

当社から市場価格で購入 

住所変更、単元未満株式の買取・買
増請求、その他株式に関する各種手
続きについてのお取扱場所、お問い
合わせ先は以下のとおりです。 
① 証券会社口座にある株式 
　 ⇒お取引先の証券会社 
② 特別口座にある株式 
　 ⇒三菱UFJ信託銀行 
（＊下記までお問い合わせください。） 
〒541－8502 
大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 
三菱UFJ信託銀行株式会社 
大阪証券代行部 
電話0120－094－777（通話料無料） 

　当社は、単元未満株式（1～999株）の買増制度と買取制度を採用して
おります。現在単元未満株式をご所有の株主様におかれましては、ご希望に
応じて、次のいずれかの方法により整理できますので、ご案内申しあげます。 

単元未満株式の買取請求および買増請求制度のご案内 

※買取制度および買増制度をご利用の際は、当社所定の手数料および消費税をご負担いただきます。 

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。 


