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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。
2020年12月31日をもちまして当社第73期第3四半期（2020年4月1日～2020年12月31日）が
終了いたしましたので、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。
　2021年3月

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、新型コロナウイルス（COVID-19）
の世界的な感染拡大に伴う第1四半期連結会計期間における大幅な経済活動の落ち込みからの回
復の動きが見られました。しかしながら、新規感染者が再び増加していることなどから、緩やか
な回復基調に留まっており、依然として下振れリスクを含んでいる状況にあります。海外では、
新型コロナウイルスによる経済活動への影響は、国・地域ごとにばらつきがあり、引き続き先行
き不透明な状況にあります。
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、モノ・ヒト両面を通じて「お客さまとのつながり」をより一層強める活
動を行っております。

2020年12月10日に、新研究開発拠点「ナレッジスクエア」をグランドオープンしました。多種多様な人々や情報が集い、新しい価
値を共に創り出す「共創」の場として活用してまいります。国内では、引き続き警戒の必要な自然災害への対策や、新たな社会・生
活様式に対応した働き方改革などの社会情勢に沿った価値の提供を展開しております。具体的には“密”回避を目的に、AIカメラを
活用したプライバシー保護を可能とする「混雑状況配信ソリューション」の提供を開始いたしました。また、世界5地域でのマーケ
ティング活動の効率を高め、お客さまとのつながりをより一層強めることを目的に、新たなシステム基盤を導入・稼働し、それぞれ
の市場環境に応じてユーザーの満足度をより高いレベルで実現させる取り組みを進めてまいりました。新型コロナウイルスの感染拡
大を受けた環境下においても、多様な働き方やデジタルツール等を活用し、継続した事業活動とその効率化を推進しております。

株主の皆さまへ

事業の状況

（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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代表取締役社長

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。
31日）が

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。

COVID-19）
四半期連結会計期間における大幅な経済活動の落ち込みからの回

復の動きが見られました。しかしながら、新規感染者が再び増加していることなどから、緩やか
な回復基調に留まっており、依然として下振れリスクを含んでいる状況にあります。海外では、
新型コロナウイルスによる経済活動への影響は、国・地域ごとにばらつきがあり、引き続き先行

人々が笑顔になれる社会をつ
」を実現するため、モノ・ヒト両面を通じて「お客さまとのつながり」をより一層強める活
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日　本

地域別事業の状況地域別事業の状況

減災・防災市場向けの販売
が伸長し、工場市場向けの
販売も堅調に推移しました。
また、鉄道車両向けの出荷
も増加しましたが、経済活
動の停滞の影響などにより
販売が低迷し、セグメント
全体では売上高は減少しま
した。販売費及び一般管理
費の減少はありましたが、
減収によりセグメント利益
は減少しました。

売上高構成比

66.6％

売上高 18,703百万円
4.6％減（前年同期比）

アメリカでは、官公庁向け案件
の納入が進みましたが、小売店
向けの音響機器の販売が伸び悩
み、売上高は減少しました。販
売費及び一般管理費の減少はあ
りましたが、減収によりセグメ
ント利益は減少しました。

売上高構成比

4.4％

欧州全体での経済活動の停滞の
影響により、売上高、セグメン
ト利益は減少しました。

ベトナムでは官公庁向け大型案件の
納入が進むなど、販売は伸長しまし
た。インドネシアでは宗教施設向け
の大型案件の納入はありましたが、
経済活動の停滞の影響により、売上
高は減少しました。タイでの販売も
低迷し、セグメント全体での売上高
は減少しました。販売費及び一般管
理費の減少はありましたが、減収に
よりセグメント利益は減少しました。

香港や台湾では複数の大型案件
の納入が進み、販売は伸長しま
したが、中国での販売が伸び悩
み、売上高、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

10.1％
売上高構成比

15.1％
売上高構成比

3.8％

売上高 1,232百万円
21.6％減（前年同期比）

売上高 2,836百万円
14.5％減（前年同期比）

売上高 4,225百万円
22.6％減（前年同期比）

売上高 1,076百万円
15.3％減（前年同期比）

（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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「ナレッジスクエア」　グランドオープン
2018年より3年間にわたり再開発を進めてきた宝塚事業場が、2020年12月、新たに「ナレッジスクエア」として
グランドオープンいたしました。今号では、その全体像を詳しくご紹介します。

宝塚事業場の再開発は、「知が生まれ、知が巡り、知が活き
る」をコンセプトとし、多種多様な人々や情報が集い、新しい
価値を共に創り出す「共創」の場にしようという思いで進めて
まいりました。
このコンセプトのもと、敷地内には次の4棟の施設を設けま
した。

これらの各施設に加え、建物の西側には、新たに「ナレッジス
クエアガーデン」を設けています。これは、ヒートアイランド
対策やCO2削減の効果をねらった緑地帯および庭園施設です。
従業員のリフレッシュの場としての活用も予定しています。

― TOAミライソリューション ―
「ナレッジスクエア」は、TOAの未来と未来の社会を演出し、
ビジネス創造の新たな拠点としてTOAグループの成長をけん
引する役割を担っています。新設した研究開発棟「ココラボ」
では、まさに「共創」の場として、未来につながるTOAの技術
と、専門性の高い様々な企業との協業により、次のような
「TOAミライソリューション」を展開しています。

ナレッジスクエア

―「知が生まれ、知が巡り、知が活きる」場所 ―

「ナレッジスクエア」の入口。主に管理機能やエンジニ
アリング機能を担うほか、歴史展示スペースも設置。

本　館
（旧1号館）

TOAの音を生み出す場所。
無響室など、音に特化した研究開発を行う施設です。

オトラボ
（旧音響センター）

TOAの宝である知を集約する文書管理庫。タカラボ
（新棟）

研究開発・ものづくりの拠点。
名称には、顧客やパートナーと共に価値を創造する
（Collaboration、Co-Creation、Communication）
という意味が込められています。

ココラボ
（新棟）

1階　エントランス
音や映像、光による演出でお客様一人ひとりに合わせ
ておもてなし。お客様の通行に合わせた「音」と「光」
の通路演出や、AIを用いたキャラクターによるTOA
のご紹介などを体感いただけます。

2階～ 4階　研究開発フロア
壁や扉による従来のセキュリティではなく、開けた環
境での新しいオフィスセキュリティ。
撮影した映像やセンサーを用いて、オフィスにいる人
と、その人ごとのセキュリティレベルを認識し、エリ
アごとの設定に応じてスピーカーやサイネージによる
注意喚起や周囲への対応呼びかけを行います。

3階　イベントスペース
ナレッジスクエアと世界中のパートナーとの間で、
「知」を共有し合う場。
同スペースのモニターを世界各国のTOAのパート
ナーがつながる窓と捉え、世界各国のリアルタイム状
況配信や双方向コミュニケーションを実現します。

5階　来客エリア
火災発生時の避難誘導において、火災報知設備との連
動、現場状況のリアルタイム把握や注意喚起など、避
難する人にも、避難させる人にもやさしい、未来の避
難誘導の姿を体感いただけます。

おもてなし
エントランス

スマートオフィス
セキュリティ

人にやさしい
避難誘導

世界がつながる窓

Close Up!

研究開発棟「ココラボ」フロア概要
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新商品情報Column

― 名称とロゴマークに込めた想い ―
「ナレッジスクエア」は、「ナレッジ（Knowledge）＝知」と、
「スクエア（Square）＝広場・人や情報が交わる場所」を組み
合わせた語です。研究拠点としてだけでなく、庭園や博物館
など広がりを持った場所ということを表現しています。初め
てお越しくださる方や地域の方々にも伝わりやすく、覚えて

いただきやすい名称である
ことも評価され、数多くの
社内応募の中から、TOA
の新しいビジネス拠点の総
称として選ばれました。
ロゴのデザインは、知や情
報を発信するものの象徴と
してスピーカーをモチーフ

に使用し、同時に、Knowledgeの「K」を表現しました。「ナ
レッジスクエア」から知や情報を発信し、そこから新しい価
値を生みだしていく様を表しています。
TOAは、今後もさまざまな協業・共創を通じて、当社の強み
である「音の報せる力」を研き続けます。そして、これまでに
ない新たなソリューションを生み出し、安全・安心で住みよ
い暮らしができる社会の実現に一層貢献してまいります。

混雑状況配信ソリューション

ナレッジスクエアロゴマーク

※活用イメージ

5階　プレゼンテーションルーム
室内に設備を設置するだけで、話者を特定し、リアル
タイム翻訳や議事録の自動作成が可能になっていま
す。字幕表示を用いることで、バリアフリー対応も可
能に。

5階　カフェテリア
リアルタイムで会場の音量や音質を自動調整し、マイ
クやスピーカーの位置を気にすることなく自由に移動
しながら講演することが可能に。オペレーターなしで
も最適な音空間を演出できる、夢の講演会場を目指し
ます。

ストレスフリー
会議室

スマートサウンド
講演会場

Close Up!

しら

●初期費用や維持費を抑えることが可能です。
このソリューションで利用する人数カウントやプライバシー
保護画像の生成は、TRIFORAカメラに搭載されたAIを用い
て行います。専用のサーバー等の設備を別途設置する必要
がなく、初期費用や維持費を抑えることが可能です。

●防犯用途との兼用が可能です。
従来の技術では、人数をカウントするために施設を真上から
撮影するカメラが別途必要でした。しかし、TRIFORAカメ
ラは、ディープラーニング技術の採用により防犯カメラと同
等の画角でのセンシングが可能です。これにより、防犯用途
と兼用できるようになりました。

●館内のアナウンス放送設備と連動させることができます。
TRIFORAカメラで検知した人数や位置情報をもとに、混雑
状況に応じて空いているエリアへ利用者を誘導したり、ス
タッフの呼び出しを行うなど、放送設備と連携させて感染症
対策や顧客サービス向上にお役立ていただけます。

― これからも、新しい生活様式に対応した
　 　　　　　　　　ソリューションを提供 ―
今回ご紹介した混雑状況配信ソリューションは、密集を避ける
行動などの新しい生活様式から生まれた、混雑状況をリアルタ
イムで知りたい、知らせたいという社会のニーズに応えようと
いうTOAの使命感が形になったものです。これからもTOAは、
音や映像を通じて様々な社会のニーズに応えてまいります。

TOAは、2020年12月25日に、ネットワークカメラシステム
「TRIFORAシリーズ」に搭載している人工知能（AI）を活用し
た、混雑状況配信ソリューションの提供を開始しました。
このソリューションでは、カメラ※に搭載されたAIが撮影した
映像から、人を認識して人数をカウントするとともに、撮影し
た人を人型アイコンで表示する画像をカメラ内で生成します。

近日中には、生成した画像を
お客さまのHP等で活用いた
だき、運営する施設や店舗内
での混雑状況を、利用者のプ
ライバシーに配慮しつつ、リ
アルタイムで手軽に発信できるサービスもリリース予定です。
（※対象製品はN-C5シリーズ固定カメラ（N-C5150、N-C5150-3、N-C5120-3、N-C5250R3、

N-C5220-3、N-C5450R3、N-C5442R3、N-C5420-3、N-C5850R3、N-C5820-3）の10機種）

― 混雑状況配信ソリューションの特徴 ―
●プライバシーに配慮しつつ情報提供することが可能です。
TRIFORAカメラが検知した人の座標情報に基づき、あらか
じめ撮影しておいた背景画像（人物が映っていないもの）に
人型のアイコンを重ねた画像を生成します。そのため、利用
者のプライバシーを損なうおそれなく画像を利用いただけ
ます。

ネットワークカメラシステム

人型のアイコンに
変換表示

プライバシーに配慮した画像を生成
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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
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
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

28,074
16,078
11,996
11,127
868
319
207
980
11
969
372
596
82
514

31,229
17,272
13,956
12,148
1,807
219
58

1,968
48

1,919
562
1,357
261
1,095

前第3四半期 当第3四半期
2020年 4 月 1 日～
2020年12月31日

2019年 4 月 1 日～
2019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
為替換算調整勘定
持分法適用会社に対する持分相当額
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

1,357

510
△616
－
13
△93
1,264

1,093
171

前第3四半期 当第3四半期
2020年 4 月 1 日～
2020年12月31日

2019年 4 月 1 日～
2019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

36,276
22,862
59,138

8,606
5,539
14,146

38,707
4,405
1,878
44,992
59,138

38,885
19,768
58,653

9,183
4,689
13,872

40,189
2,567
2,024
44,780
58,653

当第3四半期前期末
2020年12月31日

現在
2020年3月31日

現在

596

2,133
△420

0
5

1,718
2,314

2,352
△37

科　目 科　目科　目

Column

●初期費用や維持費を抑えることが可能です。
このソリューションで利用する人数カウントやプライバシー
保護画像の生成は、TRIFORAカメラに搭載されたAIを用い
て行います。専用のサーバー等の設備を別途設置する必要
がなく、初期費用や維持費を抑えることが可能です。

●防犯用途との兼用が可能です。
従来の技術では、人数をカウントするために施設を真上から
撮影するカメラが別途必要でした。しかし、TRIFORAカメ
ラは、ディープラーニング技術の採用により防犯カメラと同
等の画角でのセンシングが可能です。これにより、防犯用途
と兼用できるようになりました。

●館内のアナウンス放送設備と連動させることができます。
TRIFORAカメラで検知した人数や位置情報をもとに、混雑
状況に応じて空いているエリアへ利用者を誘導したり、ス
タッフの呼び出しを行うなど、放送設備と連携させて感染症
対策や顧客サービス向上にお役立ていただけます。

― これからも、新しい生活様式に対応した
　 　　　　　　　　ソリューションを提供 ―
今回ご紹介した混雑状況配信ソリューションは、密集を避ける
行動などの新しい生活様式から生まれた、混雑状況をリアルタ
イムで知りたい、知らせたいという社会のニーズに応えようと
いうTOAの使命感が形になったものです。これからもTOAは、
音や映像を通じて様々な社会のニーズに応えてまいります。

TOAは、2020年12月25日に、ネットワークカメラシステム
「TRIFORAシリーズ」に搭載している人工知能（AI）を活用し
た、混雑状況配信ソリューションの提供を開始しました。
このソリューションでは、カメラ※に搭載されたAIが撮影した
映像から、人を認識して人数をカウントするとともに、撮影し
た人を人型アイコンで表示する画像をカメラ内で生成します。

近日中には、生成した画像を
お客さまのHP等で活用いた
だき、運営する施設や店舗内
での混雑状況を、利用者のプ
ライバシーに配慮しつつ、リ
アルタイムで手軽に発信できるサービスもリリース予定です。
（※対象製品はN-C5シリーズ固定カメラ（N-C5150、N-C5150-3、N-C5120-3、N-C5250R3、

N-C5220-3、N-C5450R3、N-C5442R3、N-C5420-3、N-C5850R3、N-C5820-3）の10機種）

― 混雑状況配信ソリューションの特徴 ―
●プライバシーに配慮しつつ情報提供することが可能です。
TRIFORAカメラが検知した人の座標情報に基づき、あらか
じめ撮影しておいた背景画像（人物が映っていないもの）に
人型のアイコンを重ねた画像を生成します。そのため、利用
者のプライバシーを損なうおそれなく画像を利用いただけ
ます。

TOAの新しい研究開発拠点である「ナレッジスクエア」がグランドオープンしました。この宝塚事業場の再開発にあ
たっては、周辺の歩道の拡幅など、地域の安全や利便性向上にも配慮した整備が行われました。日頃からTOAを支えて
くださる地域の皆さまにも、「ナレッジスクエア」に親しんでいただけると嬉しいです。

編集後記
宮崎
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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
Tel：（078）303－5620（代）
https://www.toa.co.jp/ （日本語サイト）
https://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。




