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タカラトミーの概要 

• 1924年創業、90年の長い歴史を持つ 

• 経営理念 

• 主な事業内容： 

玩具事業：玩具と乳幼児製品の企画、開
発および製造  

玩具周辺事業：カプセル玩具、玩具菓子、
鉄道模型などの製造および販売 

• 東京証券取引所1部上場、             
時価総額は1,275億円（2017年5月12日） 

• 連結従業員 1,951 名（2017年3月） 
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トピックス4 

トピックス1 タカラを吸収合併し、合併による多額の特別損失を計上するが売上高は大幅増加 

トピックス2 採算性の低い商品の削減に加え、男児向け商品「ベイブレード」、映画「トランスフォーマー」関
連商品のヒットと、グループ全体での事業構造改革が奏功 

トピックス3 アメリカの玩具メーカーＲＣ２を買収 

トピックス4 日本での玩具販売の苦戦と海外ビジネスの業績悪化に対し、希望退職の実施や事業構造
改革に着手 

トピックス5 

トピックス5 利益率の低いTVゲーム卸子会社売却（売上高の影響前年度比-307億円）や中国事業の一
部撤退 を決断し、業績は底打ち 

タカラトミーの概要 
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• 1970年に販売開始 

• 日本初の手のひらサイズのダイキャスト製国産車ミニカー 

• 累計880種超の車種、販売数は6億個以上 

プラレール 
• 実在する車両の鉄道玩具。 

   発売50年を超えるロングセラー 

• 累計1,300種超、1億5,500万個以
上を販売 

トミカ 

リカちゃん 
• 2017年に誕生から50周

年迎える着せ替え人形
（累計販売数は6,000万
体以上） 

• ＳＮＳを活用するなどし、
ブランド化を推進 

デュエル・マスターズ 
• 2002年に開始した人気コミック、

アニメシリーズのトレーディン

グ・カードゲーム 

OHaNAS(オハナス) 
• NTTドコモと共同開発  

• クラウド型おはなしロボット 

• 子供向けアーケードゲーム 

• プリパラ、ポケモンガオーレなどを展開 

アミューズメントマシン 

鉄道模型（TOMIX） 
• 日本でトップシェアを誇る 

• 車両からジオラマまで幅広く展開 

安定的な売上に寄与する定番玩具商品を多数有し、また新たなヒット商品も生み続けています 

主力商品ブランド （日本） 
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日本発の玩具、そしてTOMY Internationalの玩具とベビー商品を更に拡販します 

日本で生まれた世界的な玩具 

TOMY International 

• 130ヵ国以上の国と地域で展開の世界的ロボットシリーズ 

• 累計販売数５億個以上 

• グローバルトイライセンスを取得 

• ＴＶアニメは90ヶ国以上で放送 
• 2015年夏より第３世代 ベイブレードバーストの販売開始 

• 世界80以上の国と地域で、累計出荷数3億5,000万個以上 

• 世界的な農耕車両の玩具 

• プリスクール向け商品から精巧な
レプリカまで幅広いラインナップ 

• 哺乳瓶や食器類、
ベビーカーなど子
育てをサポートする
ベビー用品 

• 発育、月齢に合わせ
た乳幼児向け知育
玩具 

• 幼児発達の専門家
のアドバイスを得て
開発 

主力商品ブランド （海外） 
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確立した人気ブランドを活用して、さまざまな周辺分野において売上と収益を実現します 

アミューズメント 
マシン 

トミカショップ 書籍 

DVD アパレル 玩具菓子 カプセル玩具 

家庭用品、雑貨 

玩具周辺事業の商品と戦略 
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タカラトミーグループ 新中期経営方針 

商品改革 
ビジネスの 
構造改革 

意識改革 

当社はこれまで「時代の変化」とともに「常に変革」し成長してきました。 
創業90周年を迎え、第四創業期において三つの改革を進めております。 

「第四創業」に必要な三つの改革 改革の時間軸 

６ 



経験豊富な経営陣 

７ 

 富山 幹太郎 
 代表取締役会長  
  

• 2015年6月にタカラトミー代表取締役会長 
就任 

• 玩具業界で30年以上の経験 
• トミーとタカラの合併を牽引 
• 1986年の社長就任直後に困難なリストラ

を実施 
• 英国のUniversity of Hull            
   （Sociology）を卒業 
• トミー創設者（富山栄市郎）の孫であり、 

前トミー社長（富山允就）の息子 

• 2名の社外取締役と、3名の社外監査役とともに、コーポレート・ガバナンスの充実にコミットして
おります 

• 2014年3月にコカ・コーラジャパンよりＨ.Ｇ.メイを迎え、新たな経営体制がスタート 

• 代表取締役2名体制を導入し、迅速な経営を進めております。 

 H.G.メイ 
 代表取締役社長 
  

• 2015年6月にタカラトミー代表取締役社長
就任 

• 2006-2014年 コカ・コーラジャパン副社長 
• ニューヨーク大学院修了（ファイナンス） 
• 外資系企業、日本企業での豊かなビジネ

ス経験 
• 日本語による高いコミュニケーション能力 



タカラトミーでは一般的なCSR活動とは一線を画し、タカラトミーならではの取組みを推進しています。
これからも長期に渡り、継続的に実行できることを主眼に、着実に取り組んでまいります。 

CSR活動 

共遊玩具 

８ 

共遊玩具 ロゴマーク スイッチの「ON」に「凸」表示  

エコ曲線レール  
再生材料を50％以上配合している 
グリーンの曲線レール  

タカラトミーでは、障害をもつ人たちにも不自由なく扱い、遊ぶことが

できる商品を「共遊玩具」として、1980年から取り組みを開始、提唱し

ています。今では玩具業界全体のみならず、他の業界や国際的な活

動にまで拡大しています。  

エコトイ活動 
タカラトミーでは、地球環境に配慮したおもちゃづくりを行うと共に、

未来を担う子どもたちにおもちゃを通して環境への気づきのお手

伝いをしたいと考えています。 

業界他社に先駆けて、2011年から「エコトイ」活動をスタートし、

2012年7月、安全な再生プラスチック材料を使用したおもちゃが誕

生しました。プラレールの「エコ直線レール」「エコ曲線レール」は、

おもちゃではじめてのエコマーク認定商品です。 

安全品質 
商品のグローバル展開に合わせ、それぞれの地域ごとの法令、

規制等を遵守することで各国における安全品質の確保に努め

るほか、当社グループ独自の安全品質基準を設定し、より厳格

な基準の設定によって事故の未然防止に取り組んでいます。さ

らに、年1回全社員が一堂に会し、安全品質担当部門のリード

のもとで商品の安全品質と管理ついて議論する場を設け、その

重要性の認識と理解促進に努めています。 

社内検査設備における検査の実施 



本資料には、タカラトミーの現在の見通し、目標、計画、戦略など将来に関する記述が含まれておりますが、
これらは現在入手している情報に基づく判断および仮定に基づいており、将来における当社の実際の業績また
は事業展開を確約したり、保障するものではありません。 
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