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変化する
時代を生きる
子どもたちと
ともに成長する
企業でありたい
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昨年6月に社長に就任し、早1年が経ちました。私自身はその1年前
のタカラトミーが創業90周年を迎えた年に､タカラトミーに入社い
たしましたが、その間ずっと、このめまぐるしく変化を続ける事業環
境の中で、タカラトミー自らが大きく「改革」していく必要性を訴え続
けてまいりました。
　子どもたちを取り巻く世界に目を向ければ、スマートフォンやタブ
レットの普及、SNSの発達などによって、おもちゃのあり方や遊び
方にも大きな変化が生じています。その中で、90年を超える歴史の
中で培ってきたタカラトミーの商品やブランドも、時代の変化に即
応させて進化させていかなければなりません。そのために、「意識
改革」「商品改革」「ビジネスの構造改革」の3つの改革を柱とする新
中期経営方針に沿って様々な取り組みを行ってまいりました。また
私個人も、今後2、3年先の中期展望を見据えた戦術に没頭してい
た副社長時代から「意識改革」をし、社長として、もっと長期の10年
後、20年後、更には30年後を見据え、商品、ブランド、製造、物流か
ら人材確保やタカラトミーの次の世代を担う人材の育成など経営の
すべてに関する戦略を深く思考するようになりました。
　2016年3月期を振り返りますと、そうした改革の成果が、いろい
ろな部分に表れ始めてきております。連結売上高は８四半期連続
で前年同期を上回り*、2015年12月は単月で国内売上が過去最高、
「トミカ」「プラレール」も通期売上過去最高、「リカちゃん」は23年
ぶりに高い収益となったことがその一例です。
　タカラトミーは今、第四創業期に入りましたが、小さな作業場か
ら会社を興しブリキ玩具で世界の市場を席巻した第一創業期、素
材革命によりプラスチック玩具が主流の第二創業期、そしてマスメ
ディアの成長に呼応し情報付加価値の高い玩具を提供する第三創
業期から今に至るまで、玩具業界のリーディングカンパニーとして、
常に変わらず守り続けてきた強い想いがあります。それは、「日本を
はじめ世界中の子どもたちの笑顔がすべてにおいて優先されるべ
きであること」「安心・安全な品質と細部にまでこだわる職人魂を持
ち続けること」そして「柔軟な発想力が私たちのおもちゃづくりの原
点であり、時代を超えて受け継いでいくべきものであること」です。
この想いを胸に、社員一人ひとりの情熱を力に変えて、夢を紡ぎ、
時代を拓く挑戦者として、この第四創業期においても、まさに時代
を生きる子どもたちとともに成長していく企業でありたいと願って
います。

* トイズユニオン（株）及び（株）タツノコプロの株式譲渡による影響を除いた売上高

社長メッセージ

ごあいさつ
 代表取締役社長兼 CEO

H.G.メイ
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2016年3月期のサマリ

改革の
着実な進捗で
売上は8四半期
連続増加 *

国内事業は好調
海外事業を
再構築
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2016年3月期の業績概況

2016年3月期は、国内・海外ともに苦戦を強いられた前
期に比べ、様々な改革の成果が表れはじめた1年となり
ました。国内市場は、少子高齢化で玩具市場そのもの
が伸び悩む中、2015年4月の消費増税の影響で消費者
マインドが必ずしも上向きとは言えない状況の中で「ト
ミカ」「プラレール」「リカちゃん」などの定番商品や次世
代ベーゴマ「ベイブレードバースト」などの新商品が人
気を博すとともに、映画「スター・ウォーズ／フォースの
覚醒」関連商品も展開し、好調に推移しました。海外で
は、全世界での玩具を中心とした商品化権を取得して
いるディズニー／ピクサー作品の「インサイド・ヘッド（原
題：インサイド・アウト）」や「アーロと少年（原題：グッド・ダ
イナソー）」の2作品に加え、ディズニー映画「ズートピア
（原題）」、北米などで放送中のディズニー専門チャンネ
ル「ディズニージュニア」のアニメーション作品「マイルズ・
フロム・トゥモローランド（原題）」関連商品などが牽引し
ました。また、地域別ではアジア市場もPOA（Point of 
Availability:販売箇所）の拡大や商品戦略が奏功し売
上を伸ばしました。
　その結果、連結売上高は1,630億円（前期比8.8%増）
と、2015年3月期から8四半期連続で前年同期を上回り*

ました。利益面では、マーケティング及び新商品開発への
注力により人件費・広告宣伝費・研究開発費が増加したも
のの、売上増に伴う売上総利益増により、営業利益は前
期比9.4％増の26億円となりました。為替変動やヨーロッ
パの不調の影響もあり、当初の期待値には届かなかった
ものの、前期比で増益を確保しました。しかしながら、
TOMY International（TI）グループにおけるのれん及び
無形固定資産の一部減損で85億円の特別損失を計上し
たため、親会社株主に帰属する当期純損失は67億円と
なりました。

* トイズユニオン（株）及び（株）タツノコプロの株式譲渡による影響を除いた
　売上高

TOMY Internationalグループでの減損処理について

TIグループでは、昨年9月、厳しい業績が続く事業の立
て直しとタカラトミーグループの一体化経営の加速を目
的に、私自身がTOMY Holdings, Inc.のCEOを兼任して
グループ全体の経営指揮を執る体制に変更しました。同
時に、これまでTIグループが経営管理していた欧米豪地
域に関しても、本社主導で直接経営管理することとしま
した。この体制変更に伴って事業計画を見直していく中
で、改革の成果が国内を中心に表れてきた今、これから
の海外市場での成長を加速させるため、当期において減
損処理を行うことといたしました。タカラトミーの持続的
成長のためにも、グローバル市場は決して諦めてはなり
ません。私自身、強い意志でTIグループを再建し、しっか
りとした海外事業の基盤を構築していきます。

2016年3月期の実績と振り返り
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事業別概況

欧米豪に関してTIグループとして経営管理していたもの
を、本社主導によりアメリカズ（北米・中南米）、欧州、オ
セアニアを直接経営管理する体制に変更したことに伴
い、2016年3月期第3四半期より、報告セグメントの区分
を変更しています。以下の前期比較は、前期の数値を変
更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較してい
ます。

 日本

定番商品では、様々な道路パーツを組み合わせて遊ぶこ
とができる「トミカシステム」や実在する新幹線がロボッ
トに変形するキャラクターを玩具化した「プラレール『新
幹線変形ロボ シンカリオン』」、ラインストーンで髪をデ
コレーションして楽しめる「キラかみリカちゃん」などの
新商品ラインの販売が好調に推移しました。また、ボディ
やヘアスタイルなど細部にまでこだわりを追求した大人
向け新ブランド「LiccA Stylish Doll Collections」を
新たにスタートさせ、企業タイアップ企画を行ったほか、 
SNSを活用した情報発信なども積極的に行いました。
トレーディングカードゲーム「デュエル・マスターズ」は
商品とプロモーションを見直した結果、新規層が増加し
売上高も前期から大きく回復しました。更に、「スター・
ウォーズ／フォースの覚醒」関連商品を展開するととも
に、「モコもじオリーナ」「フェルティミシン」に代表される
女児向け玩具のクラフトトイなど、積極的に投入した新
商品が好評を得ました。昨年7月に販売開始した「ベイ
ブレードバースト」は、全国でのべ3,500回以上開催し
た店頭イベントなどが奏功し小学生男児を中心に人気
を集めました。アナログ玩具にデジタルの要素を加えた
「おもちゃ 4.0」の商品として、磁力浮上・磁力走行する世
界初の量産型ミニチュアリニアモーターカー「リニアラ
イナー」、（株）NTTドコモと共同開発したクラウド型おは
なしロボット「OHaNAS（オハナス）」も発売しました。外
国人観光客に高い知名度を持つ小売店を運営する（株）
キデイランドは、旺盛なインバウンド消費を背景に販売
が伸長しました。（株）タカラトミーアーツの展開するア
ミューズメントマシン「プリパラ」は、稼働開始からわず

か1年7カ月で会員登録者数が240万人超と市場規模を
拡大させました。国内における玩具販売は幅広く好調に
推移し、売上高は1,085億円（前期比5.6%増）、営業利
益は82億円（同29.5%増）と好調に推移しました。

 アメリカズ（北米・中南米）

農耕車両玩具やベビー商品の出荷が減少したものの、
ディズニー／ピクサー作品の「インサイド・ヘッド（原題：イ
ンサイド・アウト）」や「アーロと 少年（原題：グッド・ダイナ
ソー）」、ディズニー作品「ズートピア（原題）」、北米など
で放送中のディズニー専門チャンネル「ディズニージュ
ニア」のアニメーション作品「マイルズ・フロム・トゥモロー
ランド（原題）」関連商品の導入や、ポケモン関連商品な
どキャラクター関連商品の好調な販売で、売上高は 346
億円（前期比15.6%増）となりました。商品構成の変化
や仕入原価の上昇などにより、営業損失は15億円（前期
営業損失3億円）となりました。

 欧州

欧州地域でのプリスクール市場は引き続き厳しく、競合
他社との価格競争に起因したバストイなどのベビー商
品やお絵かきなどプリスクール玩具の販売不振が続き
ました。一方、ディズニー関連商品を展開し、欧州の売
上高は106億円（前期比9.7%増）となりました。商品構
成の変化や仕入原価の上昇、販売費及び一般管理費
の増加により、営業損失は24億円（前期営業損失10億
円）となりました。

 オセアニア

ベビー商品の販売が減少したものの、ディズニー関連商
品の展開により、オセアニアの売上高は25億円（前期比
8.8%増）となりました。商品構成の変化、仕入原価上昇
や、広告宣伝費の増加により営業損失1億円（前期営業
損失72百万円）となりました。

 アジア

アジア地域でも日本同様にコンビニエンスストアや書
店などの新たなPOA拡大に向けた取り組みを進めまし

WHY WE EVOLVE  |  「進化」の方向性
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た。また、人気の「トミカ」の販売に加え、積み上げて楽
しめるディズニーストアのぬいぐるみやスマートフォン
向けアプリゲーム「LINE：ディズニー ツムツム」などの
「TSUM TSUM」シリーズに登場する「ツム」をモチーフ
とした「ディズニーモータース ツムツム」を継続して展開
しています。更に、国や地域の購買水準に対応し、現地
の子どもたちの嗜好を反映した低価格「トミカ」として
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　アメリカズ（北米・中南米）
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　オセアニア
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営業利益又は営業損失 (△ )

　日本

　アメリカズ（北米・中南米）

　欧州

　オセアニア

　アジア

　消去又は全社

（百万円）

「TOMICA COOL DRIVE」の展開を中国及びタイで開
始しました。韓国では「プリパラ」の本格展開に向けた
体験型イベントを開催し、大きな話題を集めました。売
上高は572億円（前期比6.4%増）となりましたが、営業
利益は、販売費及び一般管理費の増加により8億円（同
35.9%減）となりました。

© 2016 The Pokémon Company International. 
© 1995–2016 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. TM, ®, and character names are trademarks of Nintendo.　© TOMY

増減率 %増減2015年3月期 2016年3月期
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ENDLESS
AGELESS
BORDERLESS
POA* 
進化するための4つのキーワード
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新中期経営方針2年目を振り返って

新中期経営方針も2年目を終え、業績面では、TIの不振
と減損等の影響から最終赤字となったものの、私自身
は、これまで進めてきた改革が着実に進捗し、その成果
についても手ごたえを感じています。
　新中期経営方針で「意識改革」「商品改革」「ビジネス
の構造改革」と、3つの「改革」を掲げました。その背景
には、4つの環境認識があります。1つ目は、玩具市場・環
境そのものが大きく「ENDLESS」に変化していることで
す。玩具も常に進化し続け、消費者に新しい選択肢や価
値、遊び方を提供し続けないといけない時代になってい
ます。2つ目が、商品ターゲットを「AGELESS」に広げ、
新しい年齢層も取り込める商品が必要となっていること
です。3つ目は、メディアが多様化し、SNSをはじめとす
る「BORDERLESS」な次世代マーケティングが欠かせ
なくなってきていることです。そして4つ目が、どれだけ商
品を充実しても、海外を含む売場にモノがなければ意味
がないということから、「POA*」を拡大しなければならな
いことです。

　このような環境の中、まずは社員の「意識改革」が非
常に重要となってきます。その一つが、グローバル化へ
の意識と必要性を、社員の意識の中に根付かせることで
す。世界の玩具市場の中で、日本市場はわずか6％しか
ありません。その6％の中だけで戦っていては、会社を飛
躍的に拡大させることにはつながらないのです。
　そして、「商品改革」については、定番商品のライン充
実、ブランド化、新商品開発など、商品が安定的に収益
を生み出すための改革です。商品は変わってもブランド
は永遠であるため、良いブランドイメージさえ確立でき
れば、おもちゃ以外の展開にも広がる可能性があります。
新商品の開発はもちろん必要ですが、そこに依存するだ
けではなく、定番商品のてこ入れも図った結果、「トミカ」
「プラレール」などは過去最高売上を更新するなど、成果
も見えてきています。また「おもちゃ 4.0」と称しています
が、まさに待ったなしで進化を続ける現代においてアナ
ログ玩具に最先端のデジタル要素を融合させた新しい
テクノロジー玩具への挑戦も進めています。
　そして3つ目の改革である「ビジネスの構造改革」で
は、先述した海外での経営体制の大幅な変更に加え、国
内では組織体制のスリム化を実施したほか、POA*の拡
大にも努めています。
　こうした改革を進める上では、アイデアや商品設計・デ
ザイン・製造など、自社内ですべてできない部分もありま
すから、必要に応じてパートナーと組んで様々な専門性
を取り込むことも進めています。

* POA （Point of Availability： 販売箇所）

WHY WE EVOLVE  |  「進化」の方向性
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82,954

2015

9兆円

80,418

海外 94%

日本 6%

重要戦略1： グローバル展開の推進

今後のタカラトミーの飛躍的な成長には、海外市場で
の展開がカギになります。少子化で市場が伸び悩む国
内とは異なり、世界の玩具市場は2015年の9兆円規模
から2020年には12兆円へと、年平均6.5％で成長する
との予測が出ています。私たちもこの波に乗らなけれ
ばなりません。今、タカラトミーの売上構成比は、その6
割が国内売上となっていますが、世界玩具市場におけ
る日本市場のシェアは6％、14歳以下の世界人口でも
日本は1％しかありません。この会社を3倍、4倍に成長
させるには、残り94％の海外市場を狙っていくことが
不可欠なのです。
　当社の海外事業にはまだたくさんの課題があり立て
直しが急務です。TIグループの不振の要因はすでに分
析しており、再建に向けた施策を講じたことはすでに申
し上げたとおりです。当社は、大型映画コンテンツのグ
ローバルライセンスなどを複数取得するという大きな
投資によって、グローバル化を推進しましたが、利益を
上げていくには、他社IP商品に偏りすぎずバランスよく
自社IP商品を育成していくことも重要だと認識してい
ます。2017年3月期からは再建策を講じたTIグループ
でどのような成果が見えてくるかを期待しながら、海外
事業の成長加速へとつなげていきたいと思います。
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重要戦略2： 商品からブランドへ、中核玩具事業の強化

商品改革を通じて、国内では「定番」「新規」「BIG BET
（最重点商品）」「おもちゃ 4.0」の各商品展開で手ごたえ
が見られはじめています。
　私は事業の育成には5つの方法があると考えています
が、まずは既存の事業を更に拡大すること。次に、カテ
ゴリーを増やすこと。これについてはすでに大人向け
の事業部を立ち上げたり、ウェブサイトやSNSを活用し
た次世代マーケティングの強化を図っています。3つ目
は、各年齢層にフィットしたメッセージを発信するなど、
顧客の心に届くマーケティングをすること。そして次は、
マーケットそのものを広げていくこと。当社でいえば、国
内だけで販売していた商品の海外展開や、POAの拡大
がこれに該当します。そして5つ目が、保有資産を使って
会社そのものの価値を向上させていくこと、すなわちブ
ランド化です。リカちゃんを例に挙げますと、当期に売
上を約5割伸ばしただけでなく、2015年12月28日の日経
MJヒット商品番付（ライフスタイル編）にもランクインす
るなど、評価されています。更にアメリカの女性人気シン
ガー、アリアナ・グランデのミュージック・ビデオに出演す
るなど改革に着手後わずか1年で大きくブランドを強化
できました。ブランドが強化されれば今後更に力を入れ
ようと取り組んでいるライセンスビジネスの展開も可能
となり、新しいステージに立つことができます。タカラト
ミーのブランドは必ず強化できるという大きな自信とと
もに、中核玩具事業の強化を推し進めていきます。

世界の
玩具市場

今後の成長戦略

（出所: Euromonitor International）

ビッグベット
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110,184
（百万米ドル）

12兆円

2019E

100,611

2018E

93,768

2017E

88,194

 6%超で
伸長する
海外市場で
成長を
目指す
海外玩具市場規模の推移
（Euromonitor International予測）



株式会社タカラトミー     アニュアルレポート 201618

 成長するための柱は「自
「ベストパートナー商品

2017年3月期の展望

2017年3月期は、まずカギとなるのが当社のBIG BET（最
重点商品）である、次世代ベーゴマ「ベイブレードバース
ト」です。アナログ玩具にデジタルの要素を付加した「お
もちゃ 4.0」のアイテムである「ベイブレードバースト」は、
すでに国内の小学生男児を中心に好評を得ていますが、
この「ベイブレードバースト」のTVアニメ放送が2016年4
月にスタートしました。そのほかにも2017年3月期には、
期待のコンテンツとして、当社が原作を手掛けたTVアニ
メ作品「カミワザ・ワンダ」、少年マンガ誌にて連載中でア
ニメ化され話題の「僕のヒーローアカデミア」などを導入
しています。
　国内事業は、こうした大型コンテンツの展開に加え、
「トミカ」「プラレール」「リカちゃん」などの定番商品も引
き続き既存商品ラインの充実を図ります。また「トミカシ
ステム」や 「プラレール『新幹線変形ロボ シンカリオン』」
などの新しい遊びを取り入れた新規商品や、「リカちゃ
ん」においてはSNSの更なる活用などを通じて、ブラン
ディングとターゲットの更なる拡大を図っていきます。
　海外事業では、何よりもまずは赤字を縮小すべくTIグ
ループの立て直しを進めます。また収益性改善のための
事業の集中と選択を推進します。そうした施策を通じて、
2017年3月期の連結業績見通しは、売上高1,680億円、
営業利益40億円、経常利益32億円、親会社株主に帰属
する当期純利益15億円と、前期比増収増益の最終損益
黒字化を目指します。

2017年以降に向けて

更にその先の2017年以降は、「ベイブレード」の海外展
開が本格化します。また、当初2018年の公開を予定して
いた映画「トランスフォーマー」は1年前倒しでの公開に
なることが決定されており、2017年から3年連続で公開
される予定です。また2018年に公開予定の大型映画コ
ンテンツの商品化権を取得したほか、未発表の新規大型
コンテンツが多々控えています。
　すでにTIグループは、欧米ともに新しいリーダーシッ
プの下で、タカラトミーグループ内での連携が加速しつ
つあり、良い方向に動いています。また様々な専門性を
持ったパートナーとの連携を深めていることで、新しい
話が次々に生まれつつあります。そして何よりも、タカラ
トミー社員のモチベーションが非常に高くなってきてい
ることを私は常に肌で感じています。タカラトミーの躍進
はこれからも続いていきます。私はこのことに強く自信を
持っていますので、引き続きご支援いただければと思い
ます。

WHY WE EVOLVE  |  「進化」の方向性

成長ドライバー

ビッグベット
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社商品・ブランド」と
」（ライセンス商品）

2015年3月期実績 2017年3月期目標

1,630

26.9

1.7%

116

1,499

24.6

1.6%

111

売上高

営業利益

営業利益率

EBITDA

売上高　+50億円
　国内「ベイブレード」、「カミワザワンダ」、
　「僕のヒーローアカデミア」など
　定番商品の安定成長
　海外ビジネスの利益改善への取り組み強化

営業利益　+13.1億円
　増収及び海外ビジネスの収益改善

売上高　+220億円
　海外「ベイブレード」の伸長
　「トランスフォーマー」映画公開による貢献
　その他　新規コンテンツ

営業利益　+ 40億円
　増収による増益

2016年3月期実績 2018年3月期目標

1,680

40

2.4%

133

1,900

80

4.2%

173

（億円）

2017年 3月期　達成目標と具体策 2018年3月期　達成目標と具体策



株主還元 

当社は株主に対する安定的な利益還元を経営の重要課
題の一つとして認識しています。経営基盤の強化と利益
率の向上に努めるとともに、安定的な配当の継続を基本
に業績などを勘案した上で配当金額を決定していくこと
を方針としています。内部留保については、有利子負債
の圧縮等財務体質の強化を図りつつ、グローバル展開な
ど中長期成長分野への事業投資等に活用していく考え
です。
　2016年3月期は、上記方針に基づき、1株当たり期末
配当金は5円とし、中間配当金５円と合わせて、年間で
10円とさせていただきました。また2017年3月期につい
ても、1株当たりの年間配当金は10円を予定しています。

企業の社会的責任を果たすために

タカラトミーグループでは、CSR（企業の社会的責任）
を企業価値向上の重要な価値創造プロセスの一つであ
ると認識し、事業活動を通じて社会に貢献するために、
長期的な視点に立って取り組んでいます。
　コンプライアンスの遵守はもちろんのこと、業界最高
レベルの安全で安心できる商品づくりや、資源の有効活
用・環境対応の一環として、環境に配慮した商品の拡充
と子どもたちへの啓発を行う「エコトイ」活動を業界他社
に先駆けて進めてきました。加えて、視覚や聴覚に障害
をもつ子どもたちに配慮した「共遊玩具」の企画・開発に
も積極的に取り組み続け、業界を先導してきた歴史は
36年にもなります。
　一方で、昨今子どもたちを取り巻く生活環境は大きく
変化し、更にはグローバル化やIT化、エネルギー・環境
問題など様々な社会的課題が複雑多様化しています。
　このような変化の中で、ステークホルダーから信頼さ
れる会社であり続けるためには、社会的課題と真 に向
き合い、私たちの事業の強みを活かしビジネスとして解
決することも重要です。
　その第一歩として、グループ横断組織である「CSR推
進プロジェクト」が発足しました。今後は、中・長期的に
取り組むべき社会課題を抽出し、社員一人ひとりが自ら
の業務を通じて丁寧に対応していくことで、CSRの実践
が実現するものと考えています。
　私たちはすべてのステークホルダーのために、“おも
ちゃ”を通じて社会的課題の解決に取り組み新たな価
値を創造することで、事業活動を通じて広く社会に貢献
するとともに持続的な成長を遂げてまいります。
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代表取締役社長  兼  CEO

H.G.メイ

ステークホルダーとともに 
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持続的成長のために

夢を紡ぎ、
時代を拓く
挑戦者で
あり続ける


