
2017年4月1日～2017年12月31日
第70期 第3四半期株主だより
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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。
2017年12月31日をもちまして当社第70期第3四半期（2017年4月1日～2017年12月31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も、益々のご支援とご理解を賜りますようお願い申しあげます。
　2018年3月

当第3四半期における当社グループを取り巻く環境は、国内では好調な企業収益や雇用環境が改善
し、海外では米国や欧州経済も緩やかな回復が持続しておりますが、政治情勢への懸念があり、
依然として先行き不透明な状況が続いております。

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、社会の安
全・安心に役立てる製品やサービスの創造に注力しております。国内では、「音の報せる力」を競争力の核に、減災・防災市場での販
売の強化を継続しており、引き続きお客さまの環境や用途に応じた製品の開発やサービスの提供に努めております。また、海外各
地域では現地での開発・生産・販売の推進を継続し、事業拡大を進めております。

株主の皆さまへ

事業の状況

代表取締役社長

（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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（注）記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。

自治体向けの防災用スリム
スピーカーの販売が堅調で
あったこと、商業施設や医
療福祉施設向けの放送設備
の販売が伸長した一方、鉄
道車両向けの販売が減少し
たことなどにより、売上高
は減少しました。セグメン
ト利益は、原価率の改善等
で増加しました。

売上高構成比

59.4％

アメリカで商業施設向けの放送
設備や鉄道車両向けに大口案件
の売上高が増加しました。また、
カナダでも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。

売上高構成比

9.2％

欧州で非常用放送システムや南
アフリカで空港や発電所向けの
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。

インドネシアやタイ、ベトナム
での地域商品の販売が堅調に推
移しました。また、ベトナムで
官公庁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。

中国や台湾で商業施設などへの
販売は堅調でしたが、大口案件
の減少により、売上高は伸び悩
みました。売上高の減少によ
り、セグメント利益は減少しま
した。

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

売上高構成比

11.6％
売上高構成比

16.4％
売上高構成比

3.4％

日　本
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地域別事業の状況

売上高 2,746百万円
13.1％増（前年同期比）

売上高 3,467百万円
5.4％増（前年同期比）

売上高 4,919百万円
12.5％増（前年同期比）

売上高 1,026百万円
5.6％減（前年同期比）

売上高 17,826百万円
1.8％減（前年同期比）
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Close Up! 中期経営基本計画の実践現場から
社会の「安全・安心」を支える責務があるとの認識の中で、顧客のニーズに合わせた商品・システムをいち早くお届けできるよう、
開発・ご提案を継続しております。今回は、欧州・中東・アフリカ事業部および欧州・中東地域を担当するTOA Electronics 
Europe G.m.b.H.の活動をご紹介します。

欧州・中東・アフリカ事業部およびTOA Electronics Europe G.m.b.H.での取り組みについて

欧州・中東・アフリカ事業部のご紹介

現状の取り組み

商品企画、営業のプロセスについて
当社の非常用放送設備に対するお客様の期待が大きく、市場の
要望は多岐にわたりました。その中で重要度や優先順位を整理
し、かつ、競合商品を徹底的に調査することで、開発の実施時
期・方法等について開発部門と打合せを行い、市場の要望や状
況を共有するようにしました。
最初から全ての要望を盛り込んで発売するのではなく、発売後
もアップデートを重ねながら市場ニーズのさらなる実現や新機
能の搭載を行う手法を採用し、発売後も商品の成長を継続する
ことで、迅速に新商品を市場に投入しました。
またVX-3000システムは単体で動作する商品と違い、複数のユ
ニットを組合せて実現するシステム商品であるため、システム
構築に関する知識が必要になります。スムーズに販売するため
に、試作品の段階からドイツの当社事務所に欧州・中東・アフリ
カ事業部のスタッフを集め、日本本社の開発部門を招いてシス
テム構築の勉強会を実施し、早い段階で商品に対する知識を深
めていきました。

一方、顧客のニーズ
に応える新機能を実
現し、事前勉強会等
で知識を深めても、
肝心の欧州非常用規
格（EN 54）に準拠できなければ欧州で販売することができま
せん。認証機関にて決められた試験を実施し、合格することで
初めて非常用業務用放送設備として販売することができます。
過去の経験から、認証機関で試験に合格するためには約6ヶ月
の期間を要しており、VX-3000システムも同様の期間がかかる
と想定していました。しかし当社と開発部門から頻繁に試験の
立会いに出向くなど工夫をして、約半分の3ヶ月で認証試験に
合格することができました。
2016年9月に発売以降、VX-3000システムはおかげさまでお
客様から好評を得ており、目標台数以上を販売することができ
ました。

商品企画・開発・販売担当　渡邊　 裕

非常用放送設備 VX-3000

欧州・中東・アフリカ事業部では、日本国内
と同様に非常用放送設備をメインとして販売
しています。
日本で販売している非常用放送設備が日本の
消防法に準拠する必要があるのと同様に、欧

州でも欧州非常用規格（EN 54）が存在し、非常用放送設備とし
て製品を販売するためには、本規格に準拠する必要があります。
また、放送設備として非常用途に限らず、一般業務用放送用途
としても使用したいという市場のニーズもあります。

こういった背景の中、TOAでは法令を遵守した上で顧客に付加
価値ある商品を提供することを重視し、2016年9月に非常用業
務用放送設備としてVX-3000システムを発売しました。
従来から非常用放送設備としてVX-2000システムを販売してお
りましたが、発売後10数年経過する間に多くの競合メーカーが
非常用放送設備の市場に進出してきました。機能面・価格面とも
に訴求してくる競合メーカーが登場してきたことにより、当社と
してもお客様により高い価値をご提供すべく、後継機種
VX-3000システムの商品企画を開発部門と共に立ち上げました。
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欧州・中東・アフリカ事業部の取り組みについて

Close Up!
今後の取り組み
今後も商品を継続して育て、さらには周辺機器も充実させ、非
常用業務用放送設備No.1メーカーを目指します。また営業部門
と開発部門が一体となった企画・開発・販売活動を他商品群で

も実施し、顧客のニーズに合った商品を提供していきたいと考
えています。

TOA Electronics Europe G.m.b.H.取締役　Mr. Wolfgang Peinからひとこと
過去44年にわたり、TOA Electronics Europe 
G.m.b.H.では、ロシア、ポーランド、ドイ
ツ、オランダ、フランス、オーストリア、中
東、南アフリカなど、欧州・中東・アフリカ地
域において販売ネットワークを構築してきま

した。同時に、各地域の文化や経済発展のレベルを理解する努
力を続けながら、様々な国で顧客の開拓と育成を継続していま
す。幅広く確かなTOAの商品
群を以ってすれば、公共交通
機関、教育機関など今後さらな

る発展が見込まれる市場においても商機があるとみています。
当社は、顧客のニーズに合ったシステムソリューションの実現
に向け、高いレベルの音響技術およびシステムエンジニアリン
グを提供してまいります。

現状の取り組み
欧州・中東・アフリカ事業部は担当地域が広範囲にわたるため、
支店・子会社の設立を進め、販売代理店・ディーラー網を拡大し
てきましたが、まだ販売網の伸長が期待できる地域・国もあり
ます。
欧州では非常用放送設備の規格整備が進んでいますが、規格整
備のためのワークグループに参加して最新情報を把握すること
や、市場・競合情報をタイムリーに入手することで、日本本社
での規格対応システムの商品開発をサポートしています。
また、欧州規格が導入されていない地域においても、非常用放
送設備の必要性を啓蒙し、需要開拓活動を行っています。
規格対応システムの提案を中心としながらも、インターカムや
プロサウンドシステムも含めトータルソリューションを提供で
きるよう活動しています。
最近では、欧州でのテロ事件が増えていることから、非常用放

送設備とインターカムシステムを組み合わ
せた学校向けセキュリティシステムの提案
なども進めており、専用商品も地域独自に
販売するための商品として開発を行ってい
ます。
競合会社との競争が一段と激化する中で勝
ち残っていくためには、やはり市場に適合した商品が不可欠で
あり、その対応を十分に行っていくためのプロダクトマネジメ
ント機能の強化を図っています。
さらに、担当するそれぞれの地域・国で持続的な事業展開を行
うためには現地社員によるマネジメントも非常に重要であり、
そのための幹部も育成しています。
ドイツ、フランス、南アフリカでは、現地社員からも役員を選
任し、業務を執行する役員として活躍しています。

執行役員／欧州・中東・アフリカ事業部長

坂田 俊夫
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Close Up!

連結財務諸表の概要

単位：百万円 単位：百万円 単位：百万円第3四半期連結貸借対照表 第3四半期連結損益計算書 第3四半期連結包括利益計算書

（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
経常利益
税金等調整前四半期純利益
法人税等
四半期純利益
非支配株主に帰属する四半期純利益
親会社株主に帰属する四半期純利益

29,986
16,901
13,084
11,350
1,734
171
81

1,823
1,823
593
1,229
228
1,001

29,327
16,560
12,767
11,422
1,344
180
47

1,477
1,477
481
995
219
775

前第3四半期 当第3四半期
2017年 4 月 1 日～
2017年12月31日

2016年 4 月 1 日～
2016年12月31日

四半期純利益
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益
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

995

75
△2

△1,808
58

△1,677
△682

△607
△74

前第3四半期 当第3四半期
2017年 4 月 1 日～
2017年12月31日

2016年 4 月 1 日～
2016年12月31日

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
　負債合計
純資産の部
　株主資本
　その他の包括利益累計額
　非支配株主持分
　純資産合計
負債純資産合計

39,525
16,150
55,676

6,779
4,859
11,639

37,940
3,942
2,154
44,037
55,676

39,932
14,362
54,294

7,885
4,102
11,987

37,683
2,558
2,065
42,307
54,294

当第3四半期前期末
2017年12月31日

現在
2017年3月31日

現在

1,229

1,157
△0
292
△55
1,394
2,624

2,384
239

科　目 科　目科　目

今後の取り組み
需要が見込める国・地域への活動を継続して行い、販売網を広
げることで着実な事業拡大を図り続けます。
そのためにもプロダクトマーケティング機能を強化し、市場の
ニーズに応える商品とシステムを拡充していきます。
さらに、現地社員の育成を継続し、現地社員のマネジメントに
よる自立した強い組織体制を目指したいと考えています。

フランス王国が栄華を極めた17世紀、当時の優雅な宮廷生活
を現代へと伝えるヴェルサイユ宮殿は、ユネスコの世界遺産
に登録されています。その広大な敷地にある宮殿に、IPネット
ワークを活用したVX-3000シリーズなど、TOAの放送システ
ムが採用されました。

会 社 名：TOA Electronics Europe G.m.b.H (Germany)
設立年月：1973年9月
住　　所：Suederstrasse 282, 20537 Hamburg,
              Germany

会 社 名：TOA Electronics Europe G.m.b.H (Germany)
設立年月：1973年9月
住　　所：Suederstrasse 282, 20537 Hamburg,
              Germany

ヴェルサイユ宮殿納入事例欧州・中東・アフリカ事業部

販社拠点：ドイツ、フランス、ポーランド、ロシア、オランダ、UAE
従業員数：91名（2017年12月31日現在）

▶ドイツ販社

▶TOA Electronics Europe G.m.b.H.



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（代）
http://www.toa.co.jp/ （日本語サイト）
http://www.toa.jp/ （Globalサイト）

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。


