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01 株主のみなさまへ To Our Shareholders

株主のみなさまにおかれましては、ますますご清祥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3四半期（平成22年4月1日から平成22年12月31日まで）が終
了いたしましたので、そ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3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、アジア地域の需要拡大にともなう輸
出や生産の回復、政府の需要喚起策による景気の持ち直しはみられるものの、国内設備
投資の回復スピードは緩慢で依然として厳しい状況が続いております。 
このような環境の下、国内におきましては、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を納入し
ました。また、監視カメラなどのセキュリティ商品は、海外競合会社の厳しい価格攻勢
にさらされておりますが、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。 

未来に通用する企業へ変えていく仕事は、これからが本番。 



02事業の概況 Business Review

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たものの、金融
危機から生じた市場の冷え込みの続くアメリカでは販売は減
少しました。 
ヨーロッパ地域では、金融不安の再熱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
常用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著名物件、
中国高速鉄道の駅舎放送システムなどを納入しました。また、
アジア・パシフィック地域では、インドネシア販売会社および
タイ販売会社を設立し、販路の拡充を図りました。 
これらの結果、売上高は22,675百万円（前年同期比＋1,487
百万円、7.0％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1,023百万円（前年
同期比＋539百万円、111.4％増）となりました。経常利益は、

円高の影響を受け為替差損が増加したことにより、936百万
円（前年同期比＋399百万円、74.4％増）となりました。また、
四半期純利益は、過去に製造した製品の無償修理に備えるた
め製品保証引当金を384百万円計上したことなどにより、
140百万円（前年同期比＋54百万円、63.9％増）となりました。 
 
TOAを未来に通用する企業へ変えていく仕事は、これからが
本番です。「中期６ヵ年経営基本計画（2009年度～2014年度）」
にうたった「地域に密着した５つの企業の連合体」となるまで
には、まだまだ時間が必要でしょうが、全社一丸となって一歩
一歩前へと進んでまいりますので、株主のみなさまにおかれ
ましては、一層のご支援を賜りますよう心よりお願い申しあ
げます。 
 
　平成23年2月 

代表取締役社長　井谷憲次  



03 TOA リポート 

世界のここで、TOA（海外の納入実績） 

アデンスタジアム （イエメン共和国） 
中東アラビア半島にあるイエメン共和国 南部の
都市アデン。ここアデンにある大型スタジアムに、
ラインアレイスピーカーtypeAやデジタルアンプ、
デジタルミキサー、非常・業務用放送設備等が採
用されています。同スタジアムのtypeAは、6連
結が16セットの計96台です。 

ウィンザー大学バスケットボール競技場 
（カナダ・オンタリオ州） 
20年以上使われてきた音響システムをTOAの
最新機器に入替ました。D-2000デジタルミキサ
ーなどが採用されています。また、1,600席の観
客席にはラインアレイスピーカー、競技スペース
にコンパクトアレイスピーカーを配置し、選手と
観客それぞれに最適な音響を提供しています。 

レシフェ メトロ（ブラジル） 
大西洋に臨む観光都市レシフェの地下鉄に
TOAの機器が採用されています。コントロール
センターと駅構内にIPインターカムシステムが
採用されおり、セキュリティー用途はもちろん、
2014年のサッカーワールドカップで増加する観
光客向けの案内用途としても、活躍が期待され
ています。 



04TOA Report

ニュース & トピックス 

全国５ヵ所で「TOAソリューシ
ョン2010」を開催 

２０１０年10月8日から11月16日ま
での間、大阪、福岡、東京、仙台、名
古屋の５会場で展示会を開催しま
した。新商品の展示をはじめ、セミ
ナーなども開催しました。 

「メセナアワード2010・文化庁長
官賞」を受賞 
2010年12月3日、東京商工会議所・東
商ホールにおいて「メセナアワード2010」
の贈呈式が行なわれました。TOAグル
ープは、1995年に「メセナ大賞」を受賞。
今回、文化庁長官賞を受けたことにより、
同アワードの受賞は２回目となります。 

「鉄道技術展」に出展 
2010年11月10日から3
日間、幕張メッセにて「鉄
道技術展」が初開催され、
TOAは、音と映像を融合さ
せた「統合遠隔監視ソフト
ウェア」や「狭指向性スピ
ーカー」などを出品しました。 

音色で、夜を彩る。「神戸ルミナリエ
2010（12/2～12/13）」の音演出 
TOAグループは、1996年より「神戸ルミ
ナリエ」の音演出を行なっています。演出は、
当社100％出資子会社のジーベックが担
当。会場で流れるオリジナル楽曲を手がけ、
会場内に設置されたTOAの音響機器とと
もに、光の祭典を音で演出しています。 

お客さまで賑わうTOAブース セミナー会場 

ジーベックで販売している 
「Kobe Luminarie 
2010」のCD
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New Products

TOA リポート TOA Report

スーパーマーケットやドラッグストア、 
駅などの使用に最適な「ワイヤレスマイク 
プレストーク型」を新発売 

2010年11月12日より
発売。手へのフィット感
を高めて落としにくく、
扱いやすい形状を追求
しました。専用充電器や
充電電池も同時発売し
ました。 

ワイヤレスアンプのラインアップ拡充、 
多彩な音楽メディアの再生に対応の2機種
を新発売 
CD,SD,USBプレーヤー
が一体となった【WA -
1712SD】と【WA-1812SD】
がワイヤレスアンプシリー
ズに加わりました。SDカー
ドなど各種記録媒体に書
き込まれた音楽データファ
イル再生に対応した２機種
を2010年11月5日から発
売しました。 

防犯カメラ「CVカメラシリーズ」を拡充、 
「プログレッシブカメラ」3機種を新発売 

プログレッシブスキャン方式採用により高解像
度録画に対応したモデルで屋内用・屋外用別、
形状別、機能別３機種を2010年12月8日より発
売しました。 

持ち運びに便利な 
800MHz帯 

「ワイヤレスアンプ」 
ワイヤレスマイクプレストーク型 

WM-1420
屋外赤外プログレッシブカメラ 

C-CV450PR2



06受け継ぐ思い 昭和54年（1979） TOA History

　私は、拡声装置は、まだまだ夢の多い仕事であると考
えている。 
　人間が言葉で意思を伝達することをやめないかぎり、
音によるコミュニケーションは、社会生活にとって欠か
せないものであろう。そしてまた、世の中が複雑多岐に
なればなるほど、その伝達方法も高度化し、重要性を増
してくることは間違いない。最近はビル火災などがあっ
たときの安全誘導の非常用放送設備として、あるいは
省力化の面からなど、拡声装置（ＰＡシステム）への社会
的関心は、とみに高まってきている。 
　専門メーカーとして私たちは、この道を拓き、ひとす
じに進んでゆくことを私たちの使命と確信している。 
　拡声装置の仕事は公共性をおびた、人命に関わる重
要な仕事である。私は社員に対して、一人ひとりがその

道のプロになれ、といっている。自らの仕事についてプ
ロフェッショナルな仕事をすることが、そのまま製品や
サービスを通じて社会のお役に立ち、ひいては自らの
生き甲斐にもつながってくるからである。 
　仕事への夢は、限りなく大きくふくらみ、明日への意
欲を湧きたたせてくれる。 

<中略> 
　「点滴岩をも穿つ」といわれるように、雨だれの一しず
く一しずくが、遂にはあの硬い岩を開けてしまう。所詮、
経営に奇手妙手はなく、不断の努力の積み重ね、“継続
は力なり”だと思う。これからも“順境には慎みを、逆境に
は忍耐を”忘れず、堅実に歩んでいきたいと考えている。 

〔社内資料　「継続は力なり」 
（二代目社長・故中谷太郎著）より〕 

メイン会場の 
大出力サウンド 
スピーカー 

昭和56年 
「神戸ポートピア'81」に施設参加 夢は限りなく 

TOAのサウンドシステムが 
活躍したメイン会場 



07 財務ハイライト（連結） 

売上高 22,675百万円 

37,509 34,874 31,193 32,500 
（予想） 

通期売上高 

第3四半期 
売上高 26,335 24,886 21,188 22,675

（百万円） 

30,000 

20,000 

10,000 

0
第61期 第62期 第63期 第60期 

通期 

第3四半期 第3四半期 

営業利益 1,023百万円 

4,212 2,845 1,688 1,700 
（予想） 

通期営業利益 

第3四半期 
営業利益 2,703 1,611 484 1,023

（百万円） 

4,000 

3,000 

2,000 

1,000 

0
第61期 第62期 第63期 第60期 

通期 通期 

第3四半期 第3四半期 

通期 

第3四半期 第3四半期 

（注）記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。 
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第3四半期 

通期 

第3四半期 

経常利益 936百万円 

4,107 2,843 1,756 1,600 
（予想） 

通期経常利益 

第3四半期 
経常利益 2,788 1,547 536 936

（百万円） 

4,000 

3,000 

2,000 

1,000 

0
第61期 第62期 第63期 第60期 

通期 通期 

第3四半期 第3四半期 

第3四半期純利益 140百万円 

2,029 1,707 1,009 500 
（予想） 

通期純利益 

第3四半期 
純利益 1,672 819 85 140

（百万円） 

2,000 

1,000 

0
第61期 第62期 第63期 第60期 

通期 
第3四半期 第3四半期 

Financial Highlights
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第3四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 

34,892 

24,779 

10,112 

34,892 

7,189 

4,730 

2,458

35,842 

25,748 

10,094 

35,842 

7,397 

4,957 

2,440

当第3四半期 科　目 前期末 
2010年12月31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 

27,703 

28,157 

△1,300 

34,892

28,445 

28,696 

△896 

35,842

当第3四半期 科　目 前期末 
2010年12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。 

連結財務諸表の概要 
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第3四半期連結損益計算書 （単位：百万円） 

前第3四半期 当第3四半期 
科　目 2010年 4 月 1 日～ 

2010年12月31日 
2009年 4 月 1 日～ 
2009年12月31日 

前第3四半期 当第3四半期 
科　目 2010年 4 月 1 日～ 

2010年12月31日 
2009年 4 月 1 日～ 
2009年12月31日 

Consolidated Financial Data

（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 

22,675 

12,161 

10,514 

9,491 

1,023 

133 

220

21,188 

11,477 

9,710 

9,226 

484 

131 

79

経常利益 

特別利益 

特別損失 

税金等調整前 
四半期純利益 

法人税等 

四半期純利益 

936 

9 

465 

480 

288 

140

536 

141 

228 

449 

321 

85



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。 

証券コード 6809

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。 

〒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/

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。 


