
証券コード：7867

2012年3月期（第61期）

2011年4月1日〜2012年3月31日
株主通信

■ 事業活動Review P1-P2
株主の皆様へ
2012年3月期の概況
経営トピックス
事業活動レポート
中期経営計画

■ タカラトミーHEAD LINE P3-P4
Power Push!!
Brand-New Line Up
Close Up

■ おもちゃかわらばん P5
■ 財務Report／会社概要 P6
■ 株主インフォメーション 裏表紙

©Ludorum Plc, TOMY International, Inc. 2012
Chuggington® is a registered trademark of Ludorum plc.



　株主の皆様におかれましては、平素より格別のご高配を
賜り、厚く御礼申し上げます。
　当グループ、第６１期（2011年４月1日から2012年3月
31日まで）の事業の概況をとりまとめましたので、ここに
ご報告申し上げます。
　今回発行いたしました株主通信は、当グループの事業内
容を、読みやすくわかりやすく皆様にお伝えしたいと考え、
サイズを大きくいたしました。
　経営トピックスや中期経営計画、話題の商品などについて
ご説明しておりますので、是非ご
一読いただけましたら幸いです。
　株主の皆様におかれましては、
今後ともさらなるご支援とご鞭撻
を賜りますよう、よろしくお願い
申し上げます。

株主の皆様へ
　当連結会計年度の売上高は、タイ洪水の影響によりトミカ、
プラレールの一部の商品供給の減少が続いているもの
の、メタルファイト　ベイブレードやトランスフォーマー
関 連 商 材の海 外 輸 出が 引き続き好 調に推 移し、また、
TOMY Internationalグループ（以下「TIグループとい
う」）の売上高が加わったことなどにより187,265百万円

（前期比 17.4%増）となりました。利益面では、TIグルー
プが加わりましたが、既存の欧州販売子会社の収益悪
化、TIグループ買収に伴うのれんおよび無形固定資産の
償 却 費2,276百 万 円 の 計 上 な ど に より、営 業 利 益
10,186百万円（同 1.4%減）、また経常利益は、為替差
損および支払利息などが増加したことから9,823百万円

（同 3.2%減）となりました。さらに、タイ洪水被害に係る
固定資産除却損・たな卸資産評価損およびTIグループ
子会社化に伴う海外拠点再編費用など特別損失2,658
百万円を計上したことに加え、個別業績での法人税法上
の繰越欠損金減少などにより法人税等調整額が増加した
ことから、当期純利益は3,679百万円(同 58.8%減）と
なりました。

2012年3月期の概況
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経営トピックス

®

　昨年４月に、米国の玩具・乳幼児製品メーカーRC2 
Corporation（現TIグループ）を買収・連結子会社化し、グ
ローバル経営体制の構築と統合の早期実現に向けた取組
みを進めております。

▶中国市場の開拓について
　中国市場開拓に向け、販路拡大、
商品ラインの充実を進めております。

　ベイブレードは現在、日本だけでなく
世界80以上の国と地域で展開し、日本
から世界へ、遊びの文化が広がっています。

▶  ベイブレードの
　世界展開

▶ＲＣ２統合について

2012年3月期の取組み
■ 香港事務所・検査事務所の統合
■ アジア統合事務所開設　
■ 北米　TOMY Internationalに統合完了
■ 欧州　統合新組織確立 

■ 2011年10月　中国オリジナルトミカの販売開始
■ 2012年 3月 上海にて初のタカラトミー単独商談会を 
  開催
■  ＴＯＭＹ International ベビー商品の販売開始

■ 2012年3月 カナダで世界大会開催
■  2012年４月 国内新シリーズ「ベイブレードＺＥＲＯＧ
 （ゼロジー）」シリーズスタート

代表取締役社長
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■売上高 ■営業利益

2011.3 2012.3 2011.3 2012.3

（単位：百万円） （単位：百万円）

144,989
12,522 12,795

145,870

　タイの洪水の影響によりトミカ、プラレールの一部
で商品供給が減少しましたが、リカちゃんやこえだ
ちゃん、デュエル・マスターズ、カーズ、トランスフォー
マー関連商品が好調に推移し、売上高は145,870
百万円（前期比0.6％増）、営業利益は12,795百万円

（同2.2％増）となりました。

日本
事業活動レポート

2013年3月期　予想

タカラトミーグループ
経営目標

売上高 1,900億円
EBITDA 171億円

営業利益 100億円
営業利益率 5.3％以上

■売上高 ■営業利益

2011.3 2012.3 2011.3 2012.3

（単位：百万円） （単位：百万円）

673

1

△134

23,381

　チャギントンの本格的な玩具展開を開始し、主要商品
ラインへの拡大に取組みました。売上高はTIグループの
ベビー事業が堅調に推移し、23,381百万円（前期比
3,371.4％増）となりましたが、中国からの仕入原価の
上昇やTIグループ買収に伴う無形固定資産の償却な
どの計上により、営業損失134百万円（前期営業利益
1百万円）となりました。

北米

■売上高 ■営業利益

2011.3 2012.3 2011.3 2012.3

（単位：百万円） （単位：百万円）

29,404
1,259

1,77637,027

　売上高は、生産子会社のTOMY(Hong Kong)Ltd.
でのメタルファイト　ベイブレード関連商品の出荷が好
調に推移するとともに、オーストラリア販売子会社の売
上が加わり、37,027百万円（前期比25.9％増）、営業
利益は1,776百万円（同41.0％増）となりました。

アジア・オセアニア

■売上高 ■営業利益

2011.3 2012.3 2011.3 2012.3

（単位：百万円） （単位：百万円）

8,710

△205
△133

11,665

　John Deereなどの乗り物玩具や恐竜をモチーフに
したDinosaur Train、ベビー事業ではLamazeおよび
JJ Cole Collections関連商品などの販売が好調に推
移し、売上高は11,665百万円（前期比33.9％増）とな
りました。利益面では、既存の現地販売子会社の売上減
少により利益が悪化したことから、営業損失133百万円

（前期営業損失205百万円）となりました。

欧州

真のグローバルプレーヤーとして
・売上高30億ドル
・営業利益3億ドル
・海外売上高比率50%以上

を目指す

「日本」「北米・欧州・オセアニア」
「アジア」の地域別に、商品、マー
ケティング、組織を見直し、最大
化を図る。

「ビークル」「ベビー・インファン
ト・プリスクール」「ボーイズ」を重
点カテゴリーとし、商品の拡充、
マーケティングの強化を進める。

中国依存型からベトナムを軸と
した周辺国への生産シフト。
計画購買・共同購買の推進に
よる原材料費の効率化。

TIグループ買収を踏まえ、新中期経営計画を策定

新中期経営計画の概要と目標

地域別
重点戦略の立案

2015年3月期目標（億円）

売上高 2,200

営業利益 150

営業利益率 6.8%

EBITDA 237

EPS 85.0

重点カテゴリーの
強化・拡大

生産拠点の見直しと
体制の強化
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Ⓒ TOMY/designed by Suzuka Yoshida.
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人生ゲームGO!GO!
シリーズ第50作目となる「人生ゲームGO!GO!」は、「グローバル」を
テーマに、日本と海外の文化の違いに触れながら世界中を飛び
まわり、世界で活躍する人生を疑似体験できる内容となっています。
また新ルールとして、ルーレットの運だけでなく自動車コマ型「チョロ
Q」のコントロール次第で人生を左右する「GO!GO!チョロQチャレ
ンジボード」を採用しました。人生ゲームはこれからも、“家族の
コミュニケーションツール”として子どもから大人まで幅広い層に
愛される盤ゲームとして進化し続けます。

プラレールアドバンス
新線開通！ あなたのためのプラレール、できました。
プラレールが誕生して半世紀以上。いつの時代でもみんなの鉄道に対する憧れ
や夢をのせてきたのはこの青いレール。
プラレールアドバンスは“レール片側走行”、“ぎりぎりのすれ違い”で、
プラレールの常識を変えました。
プラットフォームとしての青いレールはそのままに、新しい鉄道ワールドへ。
あなたに遊んでもらいたいプラレールアドバンス、ついに開通です。

トミカシティパーキング
トミカ（ミニカー）遊びの世界観を広げるトミカワール
ドアイテムに、“都市型高層パーキング”が登場。

「電動」と「手動」の切り替え操作ができるエレベーターをつかって、
エレベーター内でくるくる回転
するトミカを上手にパーキングに
駐車させよう。トミカは全部で
10台駐車可能。さらに付属の
パーツを使 用することにより

「スーパーオートトミカビル」と
も繋げて遊ぶことができます。

こえだちゃんのみかんの
にぎやかペットマンション
こえだちゃんの仲間にペットが新登
場。みかんモチーフのかわいいペット
マンションは葉っぱをひねるとワン
タッチでオープン。本体のハンドルを

まわすと４つのお部屋がくるくる観覧車のように回転します。それ
ぞれのお部屋でお食事、おしゃれなどテーマ別のシチュエーショ
ンになっているので、１つで様々なごっこ遊びが楽しめます。

「おばあちゃん」のおうち
リカちゃんハウス　グランドドリーム

グランドドリームは、家族3世代でゆったり過ごすことができるようにと、
リカちゃんのパパが母方のおばあちゃん（香山洋子さん）にプレゼントし
たお家です。高さ45cm・幅110cmのリカちゃん史上最大級の2階建て
ハウス。女の子憧れの洋館イメージの外観、すべり台になる階段、音の
仕掛けなど、“おうちごっこ”を盛り上げる工夫がいっぱいです。

イーダッシュ
「ＥＤＡＳＨ（イーダッシュ）」シリーズ
は、手回しするだけで発電・操縦が
できる赤外線リモートコントロー
ルカー。
乾電池不要でいつでもどこでも遊べるので、地震や台風などに備え
た「子ども向け非常時用品」の中に入れておく玩具としてもおすす
めです。誰も体感したことのないハンドルコントロールを楽しめます。

© TOMY

© TOMY
JR西日本商品化許諾済

© TOMY
© 1968,2012 Hasubro.All Rights Reserved.

© TOMY
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© TOMY

© TOMY

©Nintendo･Creatures･GAME FREAK･TV Tokyo･ShoPro･JR Kikaku   
©Pokémon   ©2012 ピカチュウプロジェクト

ケータイわんこ
犬のことばが日本語になる不思議
なスマホ（ケータイ）つきのぬいぐ
るみです。わんこが「ワンワン」と
鳴いたら、スマホで鼻にタッチする
と日本語に翻訳できます。300種
類以上のことばを話し、お世話遊
びが楽しめます。自由自在にポー
ジングさせて遊べます。

バトロボーグ20
自分の動きに合わせてロボットも動く、
新世代体感型ロボットバトルホビーが
登場。ヌンチャク型コントローラーで
ロボットを操作し、ボクシングバトルを
するのがメインの遊び。2.4ＧHｚ電波
によるタイムラグのない操作感と、ＬＥＤ・
サウンド機能も備えた高性能ロボットです。

ポケモンアクションフィギュア
ブラックキュレム オーバードライブ
ホワイトキュレム オーバードライブ
今夏公開の劇場版ポケットモンスター ベスト
ウイッシュ「キュレムVS（たい）聖剣士 ケル
ディオ」で活躍する“ブラックキュレム”と“ホワ
イトキュレム”をリアルに再現。全長約25センチの迫力のビッグ
サイズ！音＆光のギミックでバトル遊びが盛り上がります。

イギリス発ＣＧ鉄道アニメ「チャギントン」
　物語の舞台は「チャギントン」という様々な列車たち
が暮らす街。
　この街ではいろいろな列車たちが人々と一緒に様々
な仕事をこなしつつ生活しています。
　主人公は、元気いっぱいな「ウィルソン」、力持ちの
「ブルースター」、ちょっぴりおてんばな「ココ」という
見習い列車３人組。この３人が、チャギントンの街で
先輩の列車たちに導かれながら、様々な経験を積んで
ともに成長してゆく物語です。

タカラトミーではチャギントンの商品を
7月より展開していきます！

「チャギントン」の由来
街の名前の由来、それは英語で「チャグチャグ」という言葉が日本語で
言う「シュシュポポ」にあたり、「チャグチャグ」の「タウン（街）」
から「チャギントン」と名づけられました。

©Ludorum Plc, TOMY International, Inc. 2012
Chuggington® is a registered trademark of Ludorum plc. 4

フジテレビにて、毎週日曜日朝6:15～放送中！
関西テレビ、東海テレビ、北海道文化放送、
テレビ西日本、鹿児島テレビ、テレビ長崎でも放送中！
詳しい放送時間はＨＰでチェック！
http://www.chuggington.jp/



　今年注目のスポット「東京スカイツリータウン®」内の商業施設「東京
ソラマチ®」にトミカショップ、プラレールショップがオープンしました。
世界に1台だけのトミカが作れる「トミカおえかき工房」の常設や、東京
スカイツリータウンの情景がセットになったプラレール「東武スペー

シアで行こう！東京スカイ
ツリー®セット」の販売など、
東京スカイツリータウンを
訪れる数多くのお客様にト
ミカ・プラレールの魅力を
体感いただけるイベントや
商品を展開しています。

　1950年11月に同地で開店以来、常に新鮮で話題性
の高いトレンドを発信してきた「キデイランド原宿店」
が、2012年7月1日に新しく生まれ変わります。新生

「キデイランド原宿店」では、人気キャラクターの専門店
などを設置しこれまで以上に品揃えを充実させること
はもちろん、バリアフリー環境の整備や各フロアへのコン
シェルジュの配置、スタッフの外国語対応といった良質
なサービスも提供してまいります。原宿・表参道エリアの

“ランドマーク”として、これからも進化をし続ける新生
「キデイランド原宿店」にご期待ください。

　2010年7月から展 開しているア
ミューズメント筐体「プリティーリズム」
はおしゃれとダンスが好きなJS（女子
小学生）の間で大人気となり、大きな
ファッションムーブメントを巻き起こし
ています。
　2012年4月からはテレビアニメ第２
章「プリティーリズム・ディアマイフュー
チャー」が放映開始（テレビ東京系他）しました。
　アニメと現実をシンクロさせる「ライブフィット」により、
実在するアイドルユニット「Prizmmy☆」がアニメの
主人公になったり、アニメに出てくるブランド
ショップを現実にオープンさせたりと、JSの

“等身大”を捉えた展開が成功のカギになっ
ています。
　アニメ制作を竜の子プロダクション、
ゲーム・玩具・ぬいぐるみなどの商品開発・販売をタ

カラトミーアーツ、アパレル展開をティン
カーベルが担当しており、タカラトミー
グループの力を集結させたコンテンツに
なります。日本中を元気にするガール
ズパワーにご期待ください。

　タカラトミーグループでコンテンツ創造を担う、アニ
メ制作会社 竜の子プロダクションは、今年10月19日
に設立50周年を迎えます。
　「科学忍者隊ガッチャマン」「昆虫物語みなしごハッ
チ」「ハクション大魔王」など数多くのヒット作品を有し

「プリティーリズム」シリーズの制作も担当しています。
アニメ以外でも「こえだちゃん」「BlankeBlanke」など
タカラトミーのキャラクターデザインにも関わり、商品
化売上が好調な「アクビガール」
は、今年の株主優待品のデザイ
ンに使用されました。
　今年は各種周年事業を行うと
ともに、設立記念日にはオリジナ
ルDVD「一発必中!!デバンダー」
を発売予定です。
　今後も世界に通用するアニメ
制作により、タカラトミーグルー
プの業績に貢献してまいります
のでどうぞご期待ください。

© Ｔ-ARTS / syn Sophia / テレビ東京 / PRD製作委員会 
http://www.tatsunoko.co.jp/devander/

© タツノコプロ

© TOKYO-SKYTREETOWN ※イメージ図

© タツノコプロ・デバンダー製作委員会 2012
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■ 会社概要（2012年3月31日現在）

商号 株式会社タカラトミー
本社所在地 〒124-8511　東京都葛飾区立石7-9-10
設立	 1953年1月17日
資本金	 3,459百万円
主な事業内容	 玩具・雑貨・カードゲーム・乳幼児関連商品等 
 の企画、製造および販売
従業員数	 単体 642人　連結 2,294人
役員	 代表取締役社長 富山　幹太郎

（2012年6月27日現在） 専務取締役 眞下　修
 専務取締役 柳澤　茂樹
 常務取締役 三浦　俊樹
 常務取締役 髙橋　勇
 常務取締役 小島　一洋
 取締役 力石　稔
 取締役 カート・ストルティング
 取締役（社外） 石田　昭夫
 取締役（社外） 宮城　覚映
 取締役（社外） 矢坂　修
 取締役（社外） 伊藤　伸彦
 取締役（社外） 山本　崇史
 常勤監査役 野沢　武一
 監査役（社外） 梅田　常和
 監査役（社外） 野上　順
 監査役（社外） 水戸　重之
 監査役（社外） 吉成　外史

■	主要グループ会社（2012年6月27日現在）	

国
内

株式会社タカラトミーアーツ
株式会社トミーテック
株式会社ティンカーベル 
和興株式会社
株式会社竜の子プロダクション
株式会社タカラトミーエンタメディア
トミー興産株式会社

国
内

株式会社タカラトミー販売
株式会社ユーエース
トイズユニオン株式会社
株式会社キデイランド
株式会社タカラトミーエンジニアリング
株式会社タカラトミーロジスティクス
株式会社タカラトミービジネスサービス

海
外

北米

TOMY International
グループ

欧州

オセアニア

海
外 アジア

TOMY（Shanghai）Ltd.
TOMY（Hong Kong）Ltd.
TOMY（Shenzhen）Ltd.
TOMY（Thailand）Ltd.

連結損益内訳（単位：百万円）

連結貸借対照表の概要（単位：百万円） 連結キャッシュ・フローの概要（単位：百万円）

売上高
187,265

売上高
159,490

税金等調整前
当期純利益
7,976

営業利益
10,186

営業利益
10,327 経常利益

9,823

経常利益
10,143

当期純利益
3,679

当期純利益
8,929

売上原価 
126,127
販売費及び
一般管理費
50,951

法人税等
調整額
4,273

法人税、
住民税及び
事業税
859

少数株主
利益
36

営業外収益
889

営業外費用
1,253

特別利益
811 特別損失

2,658

法人税等
還付税額
△872

2011年3月期 2012年3月期

為替差損および支払利息
などが増加

法人税法上の繰越欠損金
減少などにより増加

タイ洪水被害による、
災害損失の増加など

現金及び
現金同等物の
期首残高
29,038

現金及び
現金同等物の
期末残高
36,522

営業活動による
キャッシュ・フロー

16,046

投資活動による
キャッシュ・フロー
△38,048

財務活動による
キャッシュ・フロー

29,718

現金及び
現金同等物に係る

換算差額
△232

流動資産
66,779

合計
94,597

合計
156,654

合計
156,654

合計
94,597

固定資産
27,729

繰延資産
88

流動資産
86,904

固定資産
69,689

繰延資産
60

流動負債
35,226

固定負債
69,623

純資産
51,805

流動負債
32,483

固定負債
13,369

純資産
48,744

資産の部 負債・純資産の部

2012年3月期2011年3月期 2011年3月期

当期の総資産は、前期と比較して、ＴＩグループの子会社化等により
62,057百万円増加し、156,654百万円となりました。また、これに伴い自己
資本比率は前期と比較して18.3%減少し31.6%となりました。

当期における現金同等物は、ＴＩグループの子会社化等に伴う長期借入れ
による資金調達、それに伴う支出により、前期と比較して7,484百万円増加
し、36,522百万円となりました。

さらに詳しい情報は、当社ＨＰに決算短信、有価証券報告書などを掲載しておりますので、ご活用ください。
タカラトミー投資家情報　http://www.takaratomy.co.jp/ir/index.html
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■ 株主メモ
事業年度 毎年4月1日から翌年3月31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

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号　三井住友信託銀行株式会社
特別口座の口座管理機関 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号　三井住友信託銀行株式会社

郵便物送付先 〒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

（電話照会先） 電話　0120-782-031（フリーダイヤル）
取次事務は三井住友信託銀行株式会社の本店および全国各支店で行っております。

●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が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三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。

●「配当金計算書」について
配当金支払いの際にご送付しております「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」
を兼ねております。確定申告を行う際は、その添付資料としてご使用いただくことができます。
ただし、株式数比例配分方式をご選択いただいている株主様につきましては、源泉徴収税額の計算は証券
会社等にて行われます。確定申告を行う際の添付資料につきましては、お取引の証券会社等にご確認をお願
いします。　＊確定申告をなされる株主様は、大切に保管ください。

■ 大株主
株主名 持株数（株） 持株比率（％）

丸の内キャピタル第一号投資事業有限責任組合 14,443,700 15.34
富山幹太郎 4,785,500 5.08
株式会社インデックス 4,707,996 5.00
有限会社トミーインシュアランス 4,619,952 4.91
ティーピージー　リッチモント　ワン　エル　ピー 4,450,100 4.73
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 3,546,100 3.77
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 3,545,900 3.77
富山章江 1,483,101 1.58
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９） 982,300 1.04
株式会社みずほ銀行 972,768 1.03
(注)当社は、自己株式を2,154,371株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。なお、持株比率は自己株式を控除して計算しております。

■ 株式の状況
発行可能株式総数…………………………………………………………………… 384,000,000株
発行済株式の総数 …………………………………………………………………… 96,290,850株
単元株式数 ……………………………………………………………………………………… 100株
株主数 ……………………………………………………………………………………… 76,455名

･･
･･

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。

（2012年3月31日現在）

2012年3月31日現在の当社株主名簿に基づき、100株
以上保有の株主様に株主優待品を贈呈いたします。対  象 2012年8月下旬を

予定しております。発送時期

当社は下記のとおり株主優待を実施いたします。株主優待

優待内容 ■ 当社株式を100株以上1,000株未満お持ちいただいている株主様
A  夏上映の映画「劇場版ポケットモンスター  ベストウイッシュ」をデザインしたトミカ
B    欧米で人気の列車を題材としたキャラクター「チャギントン」をデザインしたガチャレール
C  世界最大のファッションショーを成功させた大人気アミューズメントマシン「プリティーリズム」
 のプリズムストーン
■ 当社株式を1,000株以上お持ちいただいている株主様
上記、A B C  に加え
D  今年設立50周年を迎える竜の子プロダクションの人気キャラクター
 「アクビガール」になりきったリカちゃん
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■ 株主インフォメーション


