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１．経営理念と社名の由来

＜経営理念＞

喜んでもらう喜び 己も喜びたい（ＦＯＲ ＹＯＵ）

＜社名 ＴＢの由来＞

①トレンディビジネス（TB）を目指します。
時流の「環境」「健康」「観光」のグッド３K市場でニッチトップシェアをとる事業を行います。

②トータルワンストップビジネス（TB）を目指し
ます。
メーカーからソリューションビジネスまで、ワンストップで顧客満足の高いビジネスを行います。
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２．2018年度 経営スローガン

―２―

①「チェンジ（変化）」は、半旧倍新を更に進める前向きの攻めの戦略とします。
②「チャンス（好機）」は、新規事業が芽を出し始めました。ＬＥＤにおける高精細フルカラービジョン、ｉサイネージ、

ＳＡのレジ・ＰＯＳにおけるクラウド対応レジ、インバウンドにおける「ＩＰＴＶ活用スマテレ®」、病院・介護施設向
け「スマートヘルスケア」等を有力企業との「共創」と「協業」戦略で収益化を図ります。

③「コネクト（つながる）」は、ハードセールス主体の収益モデルから、ハード＋システム＋情報・保守サービスの
ソリューション型収益モデルの拡充を図ります。



３．会社概要（2018年4月30日現在）

会 社 名 株式会社ＴＢグループ

代 表 者 村田 三郎

設 立 1946年11月6日

本社所在地 東京都文京区本郷３－２６－６

資 本 金 ３９．５億円

上場取引所 東京証券取引所市場第2部（証券コード6775）

従 業 員 数 連結160名、単体62名

事 業 内 容 ①LEDサイネージ＆ソリューション事業
②レジスター・ＰＯＳ・フィンテック機器メーカー
③インバウンド・ホテル「スマテレ®」事業
④まゆ玉カプセルホテル事業
⑤スマートヘルスケア事業
⑥ドライブレコーダー、テレマティクス事業 ―３―



3.1 沿 革

年 月 沿 革

昭和21年11月 東京都港区に株式会社富士製作所を設立。高周波部品の製造を開始

昭和36年10月 東京証券取引所第二部に上場

昭和51年1月 電子式金銭登録機（ＥＣＲ）の製造を開始

昭和53年10月 東和レジスター工業株式会社と合併。商号を東和サン機電株式会社に変更

平成元年3月 LEDサイネージ販売開始

平成3年10月 商号を東和メックス株式会社に変更

平成19年4月 第三者割当増資により株式会社ビッグサンズが資本参加

平成20年7月 株式会社ニューロンを整理

平成21年11月 ＴＯＷＡ ＭＥＣＣＳ ＥＵＲＯＰＥ Ｓ.Ａ.を整理

平成23年6月 東和商用精密電子（中山）有限公司を整理

平成23年6月 株式会社ホスピタルネットを関連会社化

平成23年10月 商号を株式会社ＴＢグループに変更

平成27年3月 ＴＯＷＡ ＧＬＯＢＡＬ ＴＥＣＨ ＣＯＲＰ．ＬＴＤ．を整理

平成27年3月 株式会社ＴＯＷＡと株式会社光通信との資本業務提携開始

平成27年10月 インバウンド事業の総合メディアサプライ株式会社（現 ㈱Ｍビジュアル）を取得

平成28年2月 ドライブレコーダー事業会社 株式会社エムモビリティ本格稼働

―４―



創業~1970年代
・ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ発明
・ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ発明
・LED発明
・ﾏｲｺﾝ／PC誕生

1980年代
・家庭用VTR発売
・３D映像第2次ブーム

1990年代
・携帯電話誕生
・ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ元年
・Webﾌﾞﾗｳｻﾞ登場
・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ元年

2000年代
・ﾌﾟﾗｽﾞﾏTV登場
・ﾃﾞｼﾞｶﾒ登場
・iMac／iPod登場
・DVDﾚｺｰﾀﾞ登場

2010年以降
・iPhone／iPad登場
・掃除ﾛﾎﾞｯﾄ・ﾙﾝﾊﾞ登場
・ﾌﾞﾙｰﾚｲ登場
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レジスターヒット
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スマホ入力の表示機
入力革命

3.2 技術・商品開発力・・・普及率ゼロ・業界初（PAT保有）の歴史

ﾚｼﾞｽﾀｰ・POS開発の歴史

病院ICカード HosCa

コイルパック等
高周波部品＆製品

今後

多
言
語
対
応

デ
ジ
タ
ル
サ
イ
ネ
ー
ジ

事
業

タ
ブ
レ
ッ
ト
Ｐ
Ｏ
Ｓ

ト
ー
タ
ル
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン

事
業

ｺﾝﾃﾝﾂ事業

多言語
観光案内

LEDライト事業

病院コンシェルジュ端末
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新世代薄型面光源
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（住友化学と共同開発）

IoT
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技術と
の融合

タブレットレジ
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㈱TBグループ

㈱TOWA ㈱Mビジュアル トータル
テクノ㈱

㈱ホスピタル
ネット

（ 子会社グループ ） （ 関連会社グループ ）

「TOWA」ブランド
販売事業会社
資本金1億円

株主
TBグループ／光通信

インバウンド事業／
ﾎﾃﾙVOD事業会社
資本金6000万円

株主
ＴＢグループ

R&D会社
資本金1億円

株主
ＴＢグループ

病院ｼｽﾃﾑ事業会社
資本金5.49億円

株主
・TBグループ
・セントケア
・シダックスフード
・日本金銭機械 他

株式会社TBグループ
http://www.tb‐group.co.jp

3.3 グループ構成

㈱エム
モビリティ

ドライブレコーダー
関連事業会社
資本金2.98億円

株主
・TBｸﾞﾙｰﾌﾟ
・ＡＤＥ
・ＮＤＳ
・毎日新聞
・セーラー万年筆 他

―６―
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４．商品別売上構成

売上高 47.9億円 40.8億円 34.0億円 40.0億円
―７―



５．人 脈

中島 義雄（なかじま よしお） 氏

＜略歴＞

昭和17年3月30日生

平成5年 大蔵省（現財務省）主計局次長

平成12年 京セラミタ㈱代表取締役専務

平成17年 船井電機㈱取締役執行役員副社長

平成21年 セーラー万年筆㈱代表取締役社長

平成29年 ㈶日本価値協創機構特別顧問（現任）

㈱TBグループ 社外取締役

―８―

安藤国威（あんどう くにたけ） 氏

＜略歴＞

昭和17年1月1日生

昭和44年 ソニー株式会社入社

昭和54年 ソニー・プルデンシャル生命保険株式会社（現ソニー

生命保険株式会社）代表取締役常務

昭和60年 同副社長

平成 6年 ソニー株式会社取締役

平成12年 ソニー株式会社 代表取締役社長兼COO

平成17年 ソニーフィナンシャルホールディング株式会社

代表取締役会長

平成23年 ソニー生命保険株式会社 名誉会長

㈱TBグループ 特別顧問

㈱エムモビリティ 取締役会長

藤野 公孝（ふじのきみたか）氏

＜略歴＞
昭和２３年５月２９日広島県生
平成１１年 運輸省運輸政策局観光部長
平成１２年 大臣官房 総務審議官（退官）
平成１５年 参議院議員
平成１８年 国土交通大臣政務官
平成２７年 （一社）全日本社寺観光連盟会長
平成２９年 （一社）宿泊施設関連協会最高顧問

㈱Ｍビジュアル 顧問



―９―



６．ＬＥＤサイネージ（パブリシティ）

―１０―



７．ＳＡ事業（パブリシティ）

―１１―



７．ＳＡ事業（パブリシティ）

―１２―



８．まゆ玉事業（パブリシティ）

―１３―



９．㈱Mビジュアル（インバウンド事業会社）

＜市況動向＞

訪日外国人 ２９７７万人と急増する。
観光庁は１８日、２０１７年度に日本を訪れた外国人旅
行者数が前年度比１９・９％増の２９７７万人となり、過
去最高を更新したと発表した。過去最高を更新してお
り、年度では３０００万人突破が目前に迫った。
政府は東京五輪・パラリンピックが開かれる２０２０年

に訪日外国人旅行者を４０００万人とする目標を掲げて
いる。観光庁の記者会見で「我々の目標に向けて堅調
に推移している。重要な政策を加速していきたい」と述
べ、目標達成に全力を挙げる考えを示した。
政府は訪日外国人旅行者を増やすため、中国を中心

にビザ発給の条件を緩和したほか、出入国管理体制の
充実、空港や港湾の整備などに取り組んできた。急増
する外国人の受け皿として、一般の住宅に有料で旅行
者らを泊める「民泊」を６月から全国で解禁する。
問題は宿泊施設が少ないことだ。ニーズのある民泊を

広めるほか、古いオフィスビルを改装するなどしてホテ
ルの供給を増やすべきだ」と指摘している。

―１５―

１）設立 ・平成13年10月1日

２）資本金 ・6000万円

３）代表者 ・代表取締役社長：清水 洋一郎
元JTBコミュニケーションズ代表取締役

４）主要株主 ・TBグループ（100％）

５）事業内容 ①インバウンド事業／ホテルVODのIPTV
化による多言語放送及び多言語e-コ
マース事業

②音声ペン及びスマホによる有名観光
地多言語ガイド事業

③多言語LEDサイネージのレンタル＆
ソリューション事業



ホテル向けIPTV「スマテレ」

＜スマテレOTTBOXの特徴＞

①NETFLIXやHULUの映画配信サービスが見れます。
(アプリ機能)

②スマホやタブレットの画面をTVで見ることができます。
( ミラーリング機能)

③多言語ニュースが見れます。(ブラウジング機能)

従来のホテル向けVODの機能を大きく超えたホテル向けIインターネットテレビシステム（IPTV)

―１６―

④YOUTUBEなどネットコンテンツが見れます。 (閲覧機能)

⑤Eコマースができサンプルの注文のできます。
（Eコマース機能）

⑥デザリング機能が使えます。(WIFI機能）

⑦4K対応で高画質です。

⑧スマホ決済ができます。 （2バーコード利用）



多言語音声ガイドペン＆
ネットワークデジタルサイネージ

多言語
サイネージ防災対応

全国の有名観光地での多言語音声ガイドペン。
①有名観光地：比叡山/高野山/東本願寺/厳島神社

長崎グラバー園/j姫路城など全国各地
②東北復興： 岩手県 宮城県 福島県 5都市

会津若松市、登米市、一関市、奥州市、栗原市

iサイネージ：観光案内や防災案内機能を
備えたネットワーク対応デジタルサイネージ

出版社事業

―１７―

姫路城

比叡山延暦寺

沖縄‐那覇バス 宮島

本願寺 東本願寺

高野山

グラバー園

宇佐神宮

トヨタレンタカー

アドベンチャー
ワールド



１０．㈱エムモビリティ（ドライブレコーダー・テレマティクス事業会

社）
＜会社概要＞

＜市況動向＞ １）設立 平成10年10月1日

２）資本金 2.98億円

３）代表者 ・代表取締役社長：竹之内 常晴

４）主要株主 ・TBグループ
・NDS㈱（東証Ⅰ部）
・毎日新聞社
・セーラー万年筆㈱（東証Ⅱ部）

５）事業内容 ①クラウド対応ドライブレコーダー及び
デジタルタコグラフメーカー

②テレマティクス（移動体に携帯電話などの
移動体通信システムを利用してサービスを

提供する）事業

―１８―

2017年3月3日毎日新聞



③ドライブレコーダー運行管理システム
運行データは

ビッグデータへ

①ドライブレコーダー
②デジタルタコグラフ＜運行記録計＞
平成２９年４月以降は車両総重量７トンクラス

でも運行記録計の装備が義務化されました。

―１９―



１１．㈱ホスピタルネット

－２０－

＜会社概要＞

１）設立 平成10年10月1日

２）資本金 5.49億円

３）代表者 代表取締役社長：武田 利信

４）主要株主 ・㈱ＴＢグループ
・セントケア㈱
・シダックスフードサービス㈱
・日本金銭機械㈱

5）事業内容 病院をホテルのように快適に！を経営理念
として展開している。
＜TVカードシステム＞
・プリペイド方式テレビカードシステム
・FeliCa ICカードシステム（HosCa）

＜院内コンシェルジュシステム＞
・タブレット端末（HosPad）
・医療機関向け 外来呼び出しシステム
・癒しのサイネージ（HealingVision AQUA）
・スマートヘルスケア



＜HoｓPad導入事例 健診システム＞

―２１―

＜スマートヘルスケア概要図＞

病室テレビのスマート化（IPTV&AI対応）

①各種コンテンツ／人気動画配信サービス

② AIスピーカーによる病院のインフォメーション提供

③ AIスピーカーによるアラーム・タイマー設定、
ニュース・天気予報など各種情報の取得

④音声でのテレビ、照明やエアコンの制御

⑤ランドリーの使用状況をリアルタイムに通知

⑥見守り機能

⑦インフォームド・コンセント(*) のサポート

(*) 治療や手術などに際して、医師が病状や治療方針
を分かりやすく説明し、患者の同意を得ること



＜2018年度 コーポレートスローガン＞

「３Ｃ（ﾁｪﾝｼﾞ ﾁｬﾝｽ ｺﾈｸﾄ）で
ＮＥＸＴステージへ！」

お問い合わせ先

株式会社TBグループ IR担当
経営企画室長 谷口啓一

〒113‐0033 東京都文京区本郷3‐26‐6
Tel；03‐5684‐2321㈹ Fax；03‐5684‐2320  

E‐mail； k.taniguchi@tb‐group.co.jp

http//:www.tb‐group.co.jp

―２２―


