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窓辺をかえる、明日がかわる。

この言葉には、私たちトーソーの思いが込められています。

「窓辺をかえる」には、世界のライフスタイルの変化を見つめ、アイデアと技術の躍進を図りながら、

つぎつぎと新しい製品を開発し、お客様の窓辺を演出していくことを表現しています。

また、「明日がかわる」には、トーソーが演出する窓辺を通じて、

お客様の毎日を、そして明日をより魅力的なものにしたいという願いが込められています。

そのために、私たち自らも明日にむかってかわり続けていきます。

窓辺をかえる、明日がかわる。

新しいトーソーがここから始まります。
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経営ビジョン「Vision2025」達成に向け
市場環境の変化に柔軟に対応し、持続的な企業成長に邁進

平素は格別のご支援ならびにご愛顧を賜り、誠にありがた
く厚くお礼申し上げます。

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイル
ス感染症の世界的な拡大により経済・社会活動が制限され、
景気は急速に悪化しました。2020年5月の緊急事態宣言の解
除後は段階的な経済活動の再開や各種政策の効果等により持
ち直しの動きも見られましたが、今年に入り再び大都市圏を中
心に緊急事態宣言が発令されるなど、依然として景気の先行
きは不透明な状況が続いております。

当社グループ事業に関連の深い建設市場におきましては、
新設住宅着工戸数、非住宅向けの建築着工床面積ともに減少
傾向が続くなど、取り巻く経営環境は依然として厳しい状況が
続きました。

このような環境の下で、当社グループは新型コロナウイルス
感染症拡大の対策を講じながら「Vision2025」第2フェーズ
を始動、引き続き主力の住宅分野の深耕とあわせて、非住宅
分野や海外事業、新規領域への営業活動を展開し、成長戦略
を推進しました。また、原価低減、総費用低減の徹底を図り、
高収益体質への転換に取り組んでまいりました。

これらの結果、当連結会計年度における売上高は21,421
百万円（前期比5.6％減少）、営業利益は1,097百万円（同
21.9％増加）、経常利益は1,140百万円（同29.0％増加）、親
会社株主に帰属する当期純利益は750百万円（同28.8％増加）
となりました。なお、配当につきましては、中間配当5円、期
末配当5円、合計10円と当初公表通りとなっております。

今後の見通しにつきましては、新型コロナウイルス感染症の
影響による世界的な経済活動の停滞に加え、国内の個人消費
や住宅投資の低迷、人手不足を背景とした物流費の上昇等もあ
り、経営環境は予断を許さない状況が続くものと予想されます。

当社グループといたしましては、経営ビジョン「Vision2025」
の実現に向け、引き続き新製品開発力や市場への対応力の強
化に取り組んでまいります。中長期の展望では、住宅分野の
深耕とあわせて需要の拡大が見込まれる宿泊施設をはじめと
した非住宅領域の取り込みを進め、アジアを中心とした海外
販売の強化や当社グループの保有技術を活用した用途開発、
介護関連用品等の新規分野でのビジネス領域拡大に取り組
み、持続的な企業成長を図ってまいります。株主の皆様の引
き続き変わらぬご支援を心よりお願い申し上げます。

トップメッセージ

代表取締役社長

■1株あたり配当金の推移

第80期
（2020年3月期）

第81期
（2021年3月期）

中間配当金 5円 5円
期末配当金 5円 5円
合計（年間） 10円 10円

詳細な決算説明を
動画で公開しています。

是非ご覧ください。
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●せっかくの大きな窓を楽しみたい！
●シンプルを追求したい！
…といった声に応えて開発した「シエロシリーズ」。
「天井に溶け込む」をコンセプトに、
無駄を削ぎ落としたノイズレスデザイン。

●夜、外から室内が見えないか心配…
●でも昼間は陽の光を取り入れたい！
…といった声に応えて開発した、
採光性と遮像性を兼ね備える安心のプライベートスクリーン。

従来のカーテンレールから一新したコンパクト性、メンテナンス性、静音
性に優れ、シンプルでノイズレスなデザインが受賞のポイントとなりました。
また、近年のサッシの大型化によるカーテンレール設置位置の変化や、ユー
ザーのシンプル志向など、時代の変化に対応した点も評価されました。

受賞理由

受賞理由
昼は明るく陽の光を取り入れら
れる採光性があり、夜は外部
へ透けることなく遮像性の高い
生地を開発していることが受賞
のポイントとなりました。また、
ユーザーが本当に欲しているも
のを開発し好評を得ている点も
評価されました。

昼間は程よく光を取り入れ、夜は視線を遮り
安心。 

夜
昼

従来のカーテンレールと異なり、
天井に設置。大開口な窓をより
一層引き立てます。

グッドデザイン賞は、デザインによって人々の
暮らしや社会をより良くしていくために、公益
財団法人日本デザイン振興会が毎年行っている

「日本で唯一の総合的なデザインの評価・顕彰
活動」です。

商品&サービス
お客様の声に寄り添う

シエロシリーズ
2019年受賞 カーテンレール

プライベート
スクリーン

2020年受賞

ロールスクリーン

グッド
デザイン賞
受賞！

特 集

光は濃い色の方が遮りますが、視線は濃い色の方が通しま
す。だから眺望の邪魔になる網戸は黒が多く、外からの視
線を遮ることが主目的のレースカーテンは白が多いのです。

濃い色の方が安心と思われがちですが、実は夜は
濃い色の方が外から見えてしまう！

知ってましたか？

夜間、外から室内を見た際のイメージをシミュレーション
できるコンテンツをHP上で公開しています。
https://www.toso.co.jp/t-simulation/rollscreen/

スクリーン透過度シミュレーター
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業績ハイライト

営業利益

1,097

900

売上高

2020/3 2021/3

22,687 21,421
21,700
（予想）

1,140

720
（予想）

2022/3 2020/3 2021/3 2022/3 2020/3 2021/3 2022/3 2020/3 2021/3 2022/3

730
（予想）

884

経常利益 親会社株主に帰属する
当期純利益

（単位：百万円）

583

750

470
（予想）

連結キャッシュ・フロー計算書

2021/3

現金及び
現金同等物の
期首残高
3,640

営業活動による
キャッシュ・
フロー
1,326

投資活動による
キャッシュ・
フロー
△472

財務活動による
キャッシュ・
フロー
△646

現金及び
現金同等物に
係る換算差額
△27

現金及び
現金同等物の
期末残高
3,819

連結貸借対照表

2020/3 2021/3 2020/3 2021/3

20,785 20,785

資産の部 負債・純資産の部

15,633

5,152

20,707

12,659

6,616

1,431

20,707

15,447

5,259

11,782

7,113

1,889流動資産

資産合計

固定資産

純資産

固定負債

流動負債

負債純資産合計

▪�経営ビジョン「Vision2025」第2フェーズを始動、飛沫対策需要等の獲得に努めるも、コロナ禍により減収
▪�原価低減・総費用低減の徹底を図り、高収益体質への転換と競争力強化に取り組み増益

POINT

業績の詳細につきましては
こちらから�➡
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セグメント別営業概況

当期の営業概況

室内装飾関連事業においては、ビニールカーテンやクリアロールスクリーン等を中
心に非住宅市場や飛沫対策の需要獲得に努めましたが、新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため展示会等のイベントの中止や従来の営業活動自粛等により、売上高
は21,109百万円（前期比5.5％減少）となりました。セグメント利益については、展
示会の中止による販売促進費の抑制や原価低減活動、生産性向上の推進に努めた
結果、1,089百万円（同22.3％増加）となりました。

国内シェアNo.1のカーテンレールを中心に、ブラインド、ロールスク
リーン等の窓装飾品や室内間仕切類などを開発・製造・販売しています。

当期の営業概況

その他の事業では、ステッキやシルバーカー等の
介護関連用品の販売活動や原価低減等を推進しまし
たが、小売店の休業や外出自粛による需要減の影響
を受けた結果、売上高は312百万円（前期比12.3％
減少）、セグメント利益は7百万円（同18.2％減少）
となりました。

ステッキを中心とした介護関連用品を開発、
販売しております。そのほか、グループの物流
事業請負業務をおこなっています。

2019/3 2020/3

22,275 22,332 21,109

675
891

1,089

2021/3 2019/3 2020/3

375 355
312

12
9 7

2021/3

（単位：百万円）

■ 売上高　■ セグメント利益■ 売上高　■ セグメント利益

室内装飾関連事業 その他の事業

■ カーテンレール類 43%

■ ブラインド類 46%

■ 間仕切類 1%

■ その他 10%
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TOSO Hiroba

●予防対策商品の発売（透明ビニールカーテン）
2020年6月に販売開始したビニールカーテンに、新たに透明ビニールカーテンを

追加発売しました。視界がクリアで圧迫感がないため、飛沫防止対策の間仕切りだ
けでなく、テラス、店舗入り口などにも
活用いただけます。防炎機能や抗菌機
能をもった商品もラインナップし、医療
施設はもちろん、商業施設にもおすす
めです。

●医療従事者への寄付
地域の新型コロナウイルス感染

症への対策に奔走されている医療
従事者の皆様にお役立ていただく
ため、「医療法人慶友会 守谷慶友
病院」様へ100万円を寄付いたし
ました。守谷慶友病院は当社主力
製品の生産拠点である茨城県南地
域において、協力医療機関として
新型コロナウイルス陽性患者を受
け入れ、地域医療を支えるために
尽力されており、また当社の産業医
として、従業員の健康管理に関す
るご支援をいただいております。

TOSOひろば

新型コロナウイルス感染症に対する取り組み

予防対策商品の発売／医療従事者への寄付
新型コロナウイルス感染症の予防・対策品として「透明ビニールカーテン」の追加発売、また医療従事者への寄付を行い

ました。

P.3の特集でノイズレスなカーテンレール「シエロ」を紹介しました。シンプルで
スリムなカーテンレールが人気の一方で、窓まわりをもっと飾りたい、自分らしく
演出したい、との声もありました。そこで、カーテンレール上のデッドスペースを活
用できる棚板付きカーテンレール「ヴィンクスシェルフ」を開発。収納スペースとし
ても、インテリアスペースとしてもご活用いただけます。TOSOではお客様のニーズ
や好みに合わせてお選びいただける豊富なラインナップを取りそろえています。

あなたの知らないカーテンレールの世界
表紙写真コーナー
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TOPICS

ラジオNIKKEI「この企業に注目！相場の福の神」に
当社代表取締役社長・前川がゲスト出演しました

テレビ東京系列　
金曜ドラマ「記憶捜査 2」へ美術協力

ラジオNIKKEIの番組コーナー「この企業に注目！相
場の福の神」3月19日（金）放送回に、当社代表取締役
社長・前川圭二がゲスト出演いたしました。
http://market.radionikkei.jp/fukunokami/20210319.html

（上記URLにアクセスし、アーカイブにて聴くことができます。）

2020年10月よりテレビ東京系列で放送された「記憶
捜査2」のドラマ内セットに、当社製品が使用されました。

新常態にも対応する、ビジネスユーザー様向け
商談サポートツールを公開

ビジネスユーザー様がエンドユーザーと窓まわり製品
の打ち合わせをする際に便利な「商談サポートツール」
をホームページ上に公開しました。窓まわり製品の種類
紹介や、ロールスクリーンの透け感が確認できるシミュ
レーターなど、たくさんのカタログを広げずに説明がで
き、イメージを写真や動画で共有できる便利な6つのコン
テンツを掲載しています。必要な情報にすぐにアクセスで
き、商談時間の効率化を
サポートします。
https://www.toso.
co.jp/business_
support/

グループ企業「フジホーム」がショップチャンネルに
「ウィリアム・モリス ステッキ」を出品

インテリアデザインで有名なウィリアム・モリスの壁紙
を施した「ウィリアム・モリス ステッキ」は、ステッキと
しての機能はもちろん、ファッションやインテリアとのコー
ディネートとしてもお楽しみいただける商品です。“お気に
入りのインテリアを屋外でも楽しもう” との思いを込めた
このステッキは、家具店やインテリアショップでの取り扱
いも増えています。

フジホームはインテリア製
品を扱うトーソーグループの
一員として、使いたくなる、
外に出たくなる、そんなス
テッキを発売しています。す
べての人が健康でよりよい
暮らしを送れるよう、今後
も提案を続けてまいります。

（左：代表取締役社長 前川、右：パーソナリティ 藤本氏）

【舞台になる警察署セット】
アルミブラインド スラット 25 TB−858 
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株主優待制度内容（割当基準日：3月末日）

保有株式数 継続保有期間※ 株主優待内容

100株以上
300株未満

1年未満 なし

1年以上3年未満  3年以上 　 図書カード1,000円贈呈

300株以上
500株未満

1年未満 なし

1年以上
3年未満

優待商品（1,500円相当）贈呈またはインドネシア共和国に
おける植林活動への寄付

3年以上 優待商品（2,000円相当）贈呈またはインドネシア共和国に
おける植林活動への寄付

500株以上
1,000株未満

1年未満 なし

1年以上
3年未満

優待商品（2,000円相当）贈呈またはインドネシア共和国に
おける植林活動への寄付

3年以上 優待商品（3,000円相当）贈呈またはインドネシア共和国に
おける植林活動への寄付

1,000株以上

1年未満 なし

1年以上
3年未満

優待商品（3,000円相当）贈呈またはインドネシア共和国に
おける植林活動への寄付

3年以上 優待商品（4,500円相当）贈呈またはインドネシア共和国に
おける植林活動への寄付

株主優待制度のご案内

当社は、株主の皆様からの日頃のご支援にお応えするとともに、当社株主への投資魅力を高めることなどを目的に株主優待制度
を導入しております。

※ 継続保有期間とは、同じ株主番号で株主名簿基準日（毎年3月31日及び9月30日）の株主名簿に、1単元（100株）以上の保有を下記のとおり、連続で記載されていることをいいます。
1年未満  直近株主名簿に記載が2回以下　　 1年以上3年未満  直近株主名簿に連続3回以上6回記載　　 3年以上  直近株主名簿に連続7回以上記載

第71期（2011年3月期）より、株主優待制度に当社子会社の所在地であるインドネシア

共和国における「植林活動への寄付」を設けております。ご協力いただきました皆様には、

厚くお礼申し上げます。株主優待制度にお申し込みいただかなかった方々の優待相当額と

合わせて当期は564,500円を寄付させていただき、植樹とメンテナンスを実施しました。今

後も株主の皆様とともに環境保全活動に努めてまいりますので、ご支援賜りますようお願い

申し上げます。

インドネシア共和国に
おける植林活動

優待品
（例）

図書
カード

1,000円

累計本数  12,100本
（2021年3月末日現在）
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発行可能株式総数 30,000,000株
発行済株式の総数 10,000,000株
株主数 11,130名

大株主（上位10名）

株主名 持株数（千株） 持株比率（％）
トーソー取引先持株会 419 4.19

十和運送株式会社 414 4.14

株式会社みずほ銀行 408 4.08

トーソー社員持株会 401 4.01

株式会社三菱UFJ銀行 338 3.38

第一生命保険株式会社 222 2.22

株式会社きらぼし銀行 216 2.16

株式会社常陽銀行 215 2.15

みずほ信託銀行株式会社 200 2.00

日金スチール株式会社 171 1.71

（注1） 持株数は千株未満を、持株比率は小数点第2位未満をそれぞれ切り捨てて表
示しております。

（注2） 当社は自己株式1,068千株を保有しております。
（注3） 今回より自己株式を含めた持株比率に記載内容を変更しております。

所有者別分布状況（株式数）

会 社 名 トーソー株式会社
英 文 社 名 TOSO CO.,LTD.
本社所在地 〒104-0033

東京都中央区新川一丁目4番9号
電 話 03（3552）1211（代）
設 立 1949年9月
資 本 金 11億7,000万円
主な事業内容 インテリア製品の開発、製造、販売

国土交通大臣許可内装仕上工事業（般-28）第16989号
ISO9001認証取得：JQA-QM5920製造本部／商品開発本部／品質保証部
ISO14001認証取得：JQA-EM2416つくば事業場／水海道事業場

従 業 員 数 連結932名　単体567名

【�役　　�員�】（2021年6月30日現在）
《 取締役・監査役 》
代表取締役社長 前　川　圭　二 （マエカワ　ケイジ）

専務取締役 結　束　　　正 （ケッソク　タダシ）

取締役 八重島　真　人 （ヤエシマ　マコト）

取締役（監査等委員） 堀　住　浩　一 （ホリズミ　ヒロイチ）

社外取締役（監査等委員） 久　保　英　幸 （クボ　ヒデユキ）

社外取締役（監査等委員） 江　角　英　樹 （エスミ　ヒデキ）

《 執行役員 》
上席執行役員 庄　中　基　秋 （ショウナカ　モトアキ）

上席執行役員 栗　山　忠　久 （クリヤマ　タダヒサ）

執行役員 本　多　敏　光 （ホンダ　トシミツ）

執行役員 森　木　圭　子 （モリキ　ケイコ）

執行役員 滝　澤　靖　久 （タキザワ　ヤスヒサ）

執行役員 伊　藤　健　一 （イトウ　ケンイチ）

【�事業拠点一覧�】

営業拠点　 札幌支店、仙台支店、さいたま支店、東京支店、横浜支店、
名古屋支店、大阪支店、広島支店、福岡支店　 営業所14カ所

国内工場 つくば工場（茨城県）、水海道工場（茨城県）、兵庫工場（兵庫県）

物流拠点 流通センター（茨城県）、流通センター（兵庫県）、
札幌配送センター、福岡配送センター

ショールーム トーソープラザ（東京ショールーム、大阪ショールーム）

連結子会社 サイレントグリス株式会社
トーソーサービス株式会社
フジホーム株式会社
トーソー流通サービス株式会社※

P.T.トーソー・インダストリー・インドネシア
東装窗飾（上海）有限公司

※2021年4月1日付でトーソー株式会社に吸収合併いたしました。

会社概要（2021年3月31日現在）� 株式情報（2021年3月31日現在）

自己名義株式
10.68％
1,068千株（1名）

外国法人など
2.01％
201千株（29名）

証券会社
0.68％
68千株（14名）

金融機関
16.46％
1,645千株（8名）

個人・その他
43.67%
4,367千株（10,957名） 

その他の法人
26.50％
2,649千株（121名）

10



 〒104-0033　東京都中央区新川一丁目4番9号
https://www.toso.co.jp 証券コード：5956

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォントを
採用しています。
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住所変更、単元未満株式の買取・買増等の
お申出先について
株主様の口座のある証券会社にお申出ください。
なお、証券会社に口座がないため特別口座を開設されました株主
様は、特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社
にお申出ください。

未払配当金の支払いについて
株主名簿管理人であるみずほ信託銀行株式会社にお申出ください。

IRサイトのご案内
当社グループでは、ホームページにて即時情報開示に努めており
ます。株主の皆様からのご意見・ご質問もお受けしておりますの
で、メール等にてお気軽にお寄せください。

インスタグラムのご案内

事 業 年 度 毎年4月1日から翌年3月末日まで

定時株主総会 毎年6月下旬

基 準 日 定時株主総会・期末配当 毎年3月31日
中間配当 毎年9月30日

単元株式数 100株

上場取引所 東京証券取引所市場第二部

公 告 方 法 電子公告

ただし、事故その他やむを得ない事由によって
電子公告による公告をすることができない場合
は、日本経済新聞に掲載する。

ホームページ
ア ド レ ス https://www.toso.co.jp

株 主 名 簿
管 理 人

みずほ信託銀行株式会社
東京都中央区八重洲一丁目2番1号

同 連 絡 先 〒168-8507　東京都杉並区和泉二丁目8番4号
みずほ信託銀行株式会社　証券代行部

0120－288－324（フリーダイヤル）
取次事務はみずほ信託銀行株式会社（トラストラウンジ
を除く）、株式会社みずほ銀行、みずほ証券株式会社（カ
スタマープラザを除く）の各本店でおこなっています。

特別口座の
口座管理機関

三井住友信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号

同 連 絡 先 〒168-0063　東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

0120－782－031（フリーダイヤル）

株主メモ

https://www.instagram.com/toso1949/

Instagram
公式アカウント

@toso1949

検�索TOSO�IR

https://www.toso.co.jp/ir/


