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　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。

　当第２四半期は長期化する債務危機による欧州景気の

低迷や中国における経済成長の鈍化など海外経済の減速

を受け、輸出や個人消費が減少しており、弱含みに推移い

たしました。このような環境のもと、当社グループでは昨年

度買収したTOMY Internationalグループ（以下「TI

グループ」という）との統合を踏まえたグローバル組織体制

を構築し、重点商品カテゴリーを強化・拡大するとともに、

生産基盤の拡充と効率化を進め、中核の玩具事業の強化

を図っております。

　上期の業績につきましては、定番商品トミカ、プラレール

の販売が堅調に推移するとともに、新世代バトルホビー

「バトロボーグ20」等の重点商品や新しいアミューズメント

マシン　ポケモントレッタが好評を博したことに加え、テレ

ビゲーム卸の取扱量が増加しました。一方、昨年度国内外

で好調に推移したメタルファイト　ベイブレードおよびトラ

ンスフォーマーの反動減や経済情勢が厳しい欧州地域を中

心に販売が苦戦したことから、売上高83,496百万円（前年

同期比6.5％減）となりました。利益面につきましては、売上

高の減少に伴う粗利益の減少、広告宣伝費などの増加

により、営業利益1,112百万円（同78.0％減）、営業外費

用における為替差損などが減少したことから経常利益

784百万円（同82.4％減）、四半期純損失184百万円（前

年同期四半期純利益2,327百万円）となりました。

　なお、中間配当につきましては1株につき７円の前期同額

とさせていただきました。

　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。
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 売上高（億円）  営業利益（億円）  1株あたり中間配当金（円） 四半期純損益（億円）

■■  通期実績　■■  第２四半期実績　　　通期予想

日本

アジア

　定番商品のトミカ、プラレールの販売が堅調に推移し、７
月より投入した新商品「バトロボーグ20」「ケータイわんこ」
などが好調にスタートいたしました。また、アミューズメント
マシン　ポケモントレッタやプリティーリズムも高い人気を
集めました。
　一方、デュエル・マスターズの販売の落ち込みや、トラン
スフォーマーおよびメタルファイト ベイブレードの反動減に
より、売上高は63,789百万円（前年同期比6.8％減）、
営業利益は2,847百万円（同47.8％減）となりました。

代表取締役社長

　中国では、玩具代理店との提携を進め、販売網の拡大を
図っております。また、同国内でアニメ放送がスタートした男児
向けキャラクター「騎刃王」の玩具販売、さらにTIグループのベ
ビー商品 The First Years を発売し、販売・商品両面から中
国事業の拡大を図りました。一方、前年度伸長した生産子会
社TOMY(Hong Kong)Ltd.におけるメタルファイト ベイブ
レードやトランスフォーマー関連商品の出荷反動減から売上
高は14,537百万円（前年同期比33.3％減）、営業利益は665
百万円（同38.1％減）となりました。

北米・欧州・オセアニア

　キャラクター玩具チャギントンの新商品「スタックトラッ
ク」が人気を博し、ベビー商品や農耕車両関連商品および
自動車玩具などの販売が堅調に推移したものの、TIグルー
プとのオペレーション統合後の最適な販売管理体制構築に
は時間を要しており、特に厳しい経済情勢の欧州地域を
中心に販売が減少したことから、売上高は17,777百万円
（前年同期比4.8％減）、利益面では仕入原価の悪化なども
あり営業損失273百万円（前年同期営業利益454百万円）
となりました。
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▶ポケットモンスターグローバルトイライセンス契約の締結
　ＴOMY International, Inc.は、9月に欧米における「ポケモン」のグローバルトイライセンス
契約を締結しました。これにより、現在タカラトミーが展開している中国を含むアジア地域に
加え、新たに欧州、北米、オセアニア等における横断的な展開が可能となり、世界各地域で、
玩具ならびに玩具周辺商品の企画・開発・販売をスタートいたします。

▶TIグループ商品とのクロスセリングが本格的に始動
　TIグループ商品のクロスセリングに向けた取り組みとして、9月より同グループが展開す
るベビー商品 The First Years の販売を中国にて開始しました。また、欧州をはじめ、豪州
やアジアなど世界で販売している、豊かな色彩やデザインが特徴の知育トイブランド
Lamazeの年初国内販売に向けたマーケティングを本格的に開始しました。
　Lamazeの商品情報は、7ページに掲載しております。
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▲バトロボーグ20
次世代体感型
ロボットバトルホビー 

▲騎刃王
中国でアニメ制作、タカラトミーで商品企画を行い、7
月末から中国全土で販売開始、8月よりアニメスタート

▲ケータイわんこ
犬語が翻訳できるお世話
ペットぬいぐるみ
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▲チャギントン スタックトラック
ぐるぐる駆け下りながら
いろんなアクションが
次々と起こる迫力のある
レールセット 

▲ジョン・ディア 
米国の老舗農機メー
カー、ジョン・ディアの
農耕車両玩具 
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　当第2四半期の業績につきましては、すでに公表のとお
り、期初（2012年5月10日発表）の予想と大きく乖離した
結果となりました。
　この要因としては、欧州での経済危機や中国経済成長
の鈍化など、海外経済の減速が、予想を上回る形で消費
者意識に変化を与えたことにあります。
　売上の面では、夏休み商戦において大きく盛り上がりに
欠け、好調だったトレーディングカードゲーム分野が急速
に縮小するなど厳しい状況になるとともに、これまで国内
外で大ヒットしていたトランスフォーマーやメタルファイト 
ベイブレードの売上が落ち着きを見せてしまったことなど
から国内売上が伸び悩みました。
　さらに、昨年度買収したTIグループとのオペレーション
統合中の海外事業につきましても、最適な販売管理体制
構築に時間を要する中、欧州の経済危機が重なり、販売が
苦戦しました。
　結果、国内、海外とも厳しい販売状況となりました。ま
た、利益面では、売上高の減少に伴い粗利益が大幅に減
少するなか、販売費及び一般管理費の削減等の企業努力
をしておりますが、今後の成長に向けた先行投資を継続す

る必要もあり、粗利益の減少をカバーするにいたりません
でした。

　このような状況においても、トミカ、プラレールなど当社グ
ループの定番商品の販売は堅調に推移いたしました。
　また、プリティーリズムやポケモントレッタなどのアミュー
ズメントマシンに加え、当第2四半期に市場に投入した
「バトロボーグ20」や「ケータイわんこ」等の新商品が好評
を博しました。

　非常に厳しい業績とはなりましたが、定番商品の力強い
安定感や、新商品の成長に向けた兆しが見えた点は、今後
の可能性を感じさせる明るい要因として捉えております。

　このような結果を踏まえ、当社では「商品を生み出す力」
と「商品を最大限に売り切る力」の両輪を強化し、国内、
海外ともに売上拡大を目的とする、大幅な組織変更を行い
ました。
　「商品を生み出す力の強化」については、ボーイズ商品
や、トミカ、プラレールなどのビークル商品など、商品カテ

予想以上に厳しい市場環境となりました

定番商品は堅調に推移し、新商品は
順調な販売となりました 「商品を生み出す力」を強化する

業績予想の修正に伴う、当社の対策について

代表取締役社長

　当第２四半期の業績につきましては、予想を超えた厳しい市場環境となり、
大変遺憾ながら当初の計画を大きく下回りました。
　今回の結果を踏まえ、現状を打破するための下期に向けた対策について
ご説明申し上げます。

●トミカ、プラレール等の定番商品は堅調
●「バトロボーグ２0」「ケータイわんこ」などの新商　
　品は順調に推移
●「プリティーリズム」「ポケモントレッタ」など　
　のアミューズメントマシンが好調

●トランスフォーマー、メタルファイト ベイブレード　
　のブームの低迷
●トレーディングカードゲーム市場の冷え込みに
　よりデュエル・マスターズの販売が減少

プラス
（＋）

マイナス
（－）

当第2四半期の実績と期初予想

（単位：百万円） 実績 期初予想 差異

売上高 83,496 87,000 △3,504

営業利益 1,112 3,000 △1,888

経常利益 784 2,600 △1,816

四半期純利益 △184 1,200 △1,384
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掲載いたしますので、ぜひご覧いただければと思います。
　また、「徹底的な経費削減」に取り組み、継続的なローコス
トオペレーションの構築を図ってまいります。

　配当につきましては、株主の皆様への安定配当を第一
優先に考え、当初の予定通り、中間配当７円、期末配当７円
（通期配当14円）の予定に変更ございません。

　株主の皆様には、今回の業績修正について、多大なご心配
をおかけいたしましたが、全社一丸となって各種施策に取
り組んでまいりますので、変わらぬご支援をいただきます
よう、よろしくお願い申し上げます。

ゴリー毎の事業部制とし、専門性を活かした商品開発が
行える体制を整えるとともに、新規第1企画部から新規
第3企画部まで新設することで、カテゴリーにとらわれない
新発想の商品や、これまでと異なるお客様、販売チャネルを
ターゲットとした商品開発にも注力してまいります。
　また、海外事業につきましても、既存の中国戦略本部
に加え、欧米戦略本部、アジア戦略本部を新設し、地域
市場に合わせた商品投入ができる体制を整えてまいります。

　「商品を最大限に売り切る力」については、当社の国内
営業機能と、国内販売会社である（株）ユーエースを統合
し、新たに（株）タカラトミーマーケティングを設立し営業
機能の再編を行いました。

　この再編により、当社グループと各販売店様の関係を強
固なものとし、製販一体となって販売力を強化するととも
に、営業機能の効率化を進め収益性を高めてまいります。

　通期業績予想につきましては、上期修正時の厳しい経営
環境が続くとの見通しから、修正をせざるを得ない状況と
なりました。

　この状況を踏まえ、下期の対策として「年初、春商戦に向
けた追加新商品の導入」や「徹底した経費削減」を実施する
ことといたしました。
　新商品の導入については、玩具の枠を超えた、新たな切り口
の商品を１月以降ご提案できるよう準備を進めております。
新商品については、当社ホームページにも随時新しい情報を

「商品を最大限に売り切る力」を強化する

株主還元について

通期予想修正と下期の対策について

通期予想（2012年11月13日修正）

（単位：百万円） 修正予想 期初予想 差異

売上高 170,000 190,000 △20,000

営業利益 5,100 10,000 △4,900

経常利益 4,300 9,300 △5,000

当期純利益 600 5,000 △4,400

販売体制の一本化による物流費の見直し・削減

低効率の広告費・流通販促費の見直し

その他経費（一般費ほか）の徹底削減

人件費削減

本社役員報酬の一部削減

本社管理職以上の給与削減

業績連動賞与の削減

経
費
削
減
施
策（
固
定
費
含
む
）

 商品を最大限に売り切る力の強化

 「商品を生み出す力」の強化

事業統括本部 事業推進室

マーケティング室

ボーイズ事業部

ビークル事業部

ドール・ガールズ事業部

ポケモン事業グループ

キャラクター事業部

ベビー事業部

新規第1企画部

新規第2企画部

新規第3企画部

欧米戦略本部

中国戦略本部

アジア戦略本部

新設・再編

国内営業機能

株式会社ユーエース
（国内販売会社）

株式会社
タカラトミー
マーケティング

統合
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ファービーは、なでたり話しかけたり遊んであげると、いろいろな反応を
かえしてくれる楽しいペットのようなコミュニケーション・トイです。
初代のファービー(1999年発売)は、日本で約330万個、世界では約4,000万個も販売された、
アメリカからやってきた大ヒット商品。
そんなファービーが進化を遂げて、たくさんの機能や遊び方を追加して帰ってきました！

今回のファービーのコンセプトは、「a mind of its own ～いつもいっしょ。ゆかいなともだち。～」
彩り豊かな10色のカラーバリエーション、飼い主のコミュニケーションの仕方によって性格が
変わったり、さまざまな性格に合わせて多数の言葉（ファービー語、英語）をおしゃべりし、
歌や音楽に合わせてダンスをしたりと、とっても賑やか。
また、スマートフォンなどのアプリケーションと連動して遊ぶこともできるようになりました。
ぜひ、あなただけのファービーを育ててください。

© 2012 Hasbro.All Rights Reserved.

ファービーが新しくなって帰ってきました！ファービーが新しくなって帰ってきました！

僕たちの性格は
遊び方で変わるよ！

スマートフォンで
遊べるよ！

いろんな表情を
するよ！

どんどん
おしゃべりする言葉が

増えるよ！

アプリ連動イメージ
（食事を与える遊び）

音楽に合わせて
踊って歌うよ！

♪
♬

バトロボーグ20
エキサイティングVSセット

トランスフォーマー
アームズマスターオプティマス

6歳～

5歳～

¥7,875
税抜価格¥7,500　税5％

¥8,400
税抜価格¥8,000　税5％

◀
▼

© TOMY

© TOMY

付替えの
強くなるパンチが付属！

タカラトミー

タカラトミー

8本（別売）アルカリ単3

2個（付属）LR44
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トミカ ハイパーシリーズ
Xランナー

エスカレーターでおかいもの
おでかけショッピングセンター

こえだちゃんの木のおうち

おかしなつけチョコ
LET’S DIP PARTY 夜空におえかき

LINE CHARACTER/
ぬいぐるみ（M）

ケータイわんこ（全4種）

トミカ シティパーキング

プリズムストーンメーカー
DXデコもり

チャギントンプラレール
ウィルソンの石切り場つみおろしセット

3歳～

3歳～

3歳～

3歳～

15歳～ 6歳～

3歳～

6歳～

3歳～ 3歳～

¥6,825
税抜価格¥6,500　税5％

¥6,090
税抜価格¥5,800　税5％

¥6,090 税抜価格¥5,800　税5％

¥2,940
税抜価格
¥2,800
税5％

¥3,780
税抜価格¥3,600　税5％

¥2,100税抜価格¥2,000　税5％ ¥2,520税抜価格¥2,400　税5％

¥6,090
税抜価格¥5,800　税5％

¥6,825
税抜価格¥6,500　税5％

¥5,985
税抜価格¥5,700　税5％

※人形別売

※人形、家具別売

※トミカ（ミニカー）、プラキッズ別売

※トミカ（ミニカー）、プラキッズ別売

▼

▼

商品に関するお問合せ先 電話受付時間：月～金曜日（祝日・祭日を除く） 10～17時

© TOMY

© TOMY
© TOMY

© TOMY

© TOMY

© Ｔ-ARTS / syn Sophia / テレビ東京 / PRD製作委員会 

Ⓒ TOMY/designed by Suzuka Yoshida.

Ⓒ NHN Japan Corporation

この時期にお問合せの多い当社商品（グループ会社含む）についてご案内いたします。
全国の玩具専門店、百貨店、量販店の玩具売り場等でご購入いただけます。※表示価格はメーカー希望小売価格です。

まめしば

チワワ

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

タカラトミー

タカラトミー タカラトミー

タカラトミー

タカラトミー

タカラトミータカラトミーアーツ

タカラトミーアーツ タカラトミーアーツ

タカラトミーアーツ

タカラトミーお客様相談室　ＴＥＬ.03-5650-1031　タカラトミーアーツお客様相談室　ＴＥＬ.03-5650-0033

3本（別売）アルカリ単4

2本（別売）アルカリ単4

3本（別売）アルカリ単3

3本（別売）アルカリ単3

1本（別売）アルカリ単3

2本（別売）アルカリ単2

電池不要

電池不要

電池不要

電池不要
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「触りたい」が、想像力をのばす。
赤ちゃんにとって、触りたくなるものとそうでないものは、実はほんのちょっとの工夫のちがい。
それは、赤ちゃんの想像力がひろがりやすいかどうかです。ラマーズの製品は、あざやかな色合い、
くりっと大きなおめめのデザイン、細かく使い分けた、感触の異なる布地…想像力をつぎつぎと働
かせるための刺激がもりだくさん。遊び心の内容や種類も、発育や月齢に合わせた工夫がこらさ
れています。想像力をはぐくむ最初の一歩、えらんであげられるのはおとなだけです。

Lamaze® for happy, healthy moms and babies.
Your purchase supports the Lamaze International mission to help moms and babies have the safest, healthiest birth possible. www.lamaze.org
Lamaze® is a registered trademark of Lamaze International, Inc. Infant Development System® is a registered trademark of TOMY International, Inc. 

Coming Soon

めくってすくすく

はじめてにピッタリおもちゃ

五感で楽しむおもちゃ

布の絵本 こんにちはパンダ

虫さんのあんよでラトル

ホタルの手ざわりいっぱい つんでリングボール タコのゆびさきあそび

ペンギンフリフリピッピ パンダのパリパリラトル カタツムリのビーズガラガラ

布の絵本 森でいないないばあ布の絵本 さわって発見！

0ヶ月～

0ヶ月～ 0ヶ月～ 0ヶ月～ 0ヶ月～

6ヶ月～6ヶ月～

6ヶ月～ 6ヶ月～ 6ヶ月～

2013年1月下旬発売予定

びっくりヘンケイビークール！ びっくりヘンケイビークール！ 
のりものからロボットへとびっくりヘンケイ
するおもちゃが新登場です。トランス
フォーマーのキャラクターたちがかわいら
しい姿になって勢ぞろい。たくさん集める
と遊びの幅が広がります。

© TOMY

パシャッ
！！

パシャッ
！！

車と車をぶつけて
ヘンケイ！

のりものとロボットで
ごっこ遊び！

スロープを使って
ヘンケイ！

もうすぐ発売予定の新商品情報です。
詳細は当社のホームページからもご覧いただけます。

白と黒の大きな絵で、
まだ目の発達してい
ない赤ちゃんでも認識
しやすく楽しめる！

五感でたのしむ
仕掛けがいっぱい！

パリパリリングをはめこ
んだら大きなガラガラ
ボール遊びもできる！

それぞれの足で違う
遊びができて楽しい！

ふってもにぎっても
音が出る！パリパリ
やモコモコで触って
楽しい！

あんよにとまった虫
さんを追いかけて、
体を動かそう！

赤ちゃんの手に
ジャストフィット。
耳でも目でも
楽しめる！

赤ちゃんが思わず
触りたくなる、
タグや結び目が
いっぱい！

すべてのページで
パリパリをめくって
いないいないばあ
遊びが楽しめる！

赤ちゃんの興味を
そそるパリパリが
いっぱい！
手触りいろいろ！

のりものがロボットに
びっくりヘンケイ！

全12種12月下旬発売予定！
その後も続々いろいろな
のりものが登場！！
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　1959年から発売されている鉄道玩具「プラレール」において、再生材料を使用した
「エコ直線レール」「エコ曲線レール」が新たに誕生しました。おもちゃの分野では第１号
となる「エコマーク」認定を取得。通常は破棄される食品などの包装用フィルムの端材
を再生プラスチックとして原材料の50％以上に使用し、資源の有効活用をしています。
　今回の製品開発では、安全性や品質の確保に加え、おもちゃらしい発色をクリアする

ことが課題となりました。約３年に亘る研究を行った結果、再生プラスチックの割合を高めつつ
品質等のレベルを維持した「エコ直線レール」「エコ曲線レール」の商品化に成功しました。試算
では、再生材料を使用することで、製品の原料採取から製造、廃棄にいたるまでのライフサイクル
を通じたCO2排出量が従来の商品に比べ約１割削減される結果を得ました（協力：みずほ情報総
研株式会社）。このように広く親しまれているおもちゃを通じた「エコ」の発信によって、子どもを
はじめとした多くの方々のエコへの興味や理解を深めるきっかけになればと期待しています。　

　8月から始まった「モッチャ！」はおもちゃを楽しむ人たち
に向けたＷＥＢマガジンです。大人になってもおもちゃが
楽しい！子どもだからもっとおもちゃを楽しみたい！おも
ちゃの「なに？」に答えたり、おもちゃの楽しみ方やおも
ちゃ的発想から生まれた不思議を自ら体験して記事にし
てみたり、タカラトミーのおもちゃがさらに楽しくなる
ような記事をお送りしています。月2回のペースでおも
ちゃ・遊び心・夢をテーマに配信しています。 

　2012年夏、ポケモンをテーマにした
新しいキッズアミューズメントマシン
「ポケモントレッタ」が稼動し、大人気と
なっています。
　これまでのキッズアミューズメントマシ
ンと違い、「ポケモントレッタ」ではゲーム
画面上でつかまえたポケモンを本当に手に
入れることができる演出のあるポケモン
ならではの遊びが楽しめます。
©2012 Pokémon. ©1995-2012 Nintendo/Creatures Inc./
GAME FREAK inc.
Developed by T-ARTS and MAQL
ポケモン・Pokémon は任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

おもちゃづくりがエコ ▼こちらのURLへアクセスください。
http://www.takaratomy.co.jp/mocha/

透明フィルム包材
（食品用等）の
製造過程で発生
した端材

再生材料を半分以上
使っているよ！ 新しい材料と、色をまぜて、

かたちを作る

とかす ペレット
（再生材料）

完成！

再生材料　　　  配合再生材料　　　  配合再生材料　　　  配合

従来の青いレール エコ直線レール エコ曲線レール

（タカラトミーの安全基準を満たしています）

エコロジーをイメージして明るいグリーンにしました。
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　2012年6月より実施しました株主アンケートにご協力いただき、誠にありがとうございました。
回答数は727件に達し、大変多くの株主様からご意見を頂戴できましたことを厚く感謝申し上げます。
　ご回答いただきましたアンケート結果の一部をご報告させていただきます。

29歳以下
4％

30～39歳
34％

40～49歳
31％50～59歳

16％

60～69歳
13％

70歳以上
2％

男性 81％

女性 19％

買い増し 7％
長期保有 73％

売却 3％

未定 17％

ご回答いただいた
株主様の年齢

ご回答いただいた
株主様の性別

ご回答いただいた株主様の保有意向

株主優待について

株主様の声

投資家情報ページを
リニューアルいたしました

個人投資家の皆様へのページに新たに
「IRメール配信」「IR資料請求」を設けました。

必要事項を記入の上ご登録よろしくお願いします

従来通り、タカラトミー製品の
優待オリジナル品が良い

（トミカ、チョロQ、リカちゃんなど） 56％
優待券として、自由にタカラトミー
製品を選べるものが良い 21％

配当を重視し、
株主優待は特に

必要だと思わない 3％

商品券等タカラトミー製品に限定
されない優待が良い 8％

オリジナルでなくても良いので、
さまざまなタカラトミー製品を

設定して欲しい 12％

これからも、子供たちが笑顔になれる夢のあるタカラ
トミーであってほしいです。大人や子供たちの親が
童心に返って子供と一緒に楽しめる商品をこれからも
開発してほしいです。

ありがとうございます。今後ともご支援を
賜りますようどうぞよろしくお願い申し上
げます。

IR担当
より

財務Reportグラフが斬新で非常に分かりやすく
感じました。
今後もこのような形式での記載をお願いします。

前回から財務Reportについて、より分か
りやすくお伝えするために、グラフ化いた
しました。好評価をいただきましたので、今
後とも引き続き継続していきたいと思いま
す。詳細情報については、弊社ＨＰに掲載し
ておりますので、そちらもご確認ください。

IR担当
より

子供のために優待を楽しみにしています。今回は男の
子だけでなく女の子も喜びそうなものが入っていて
息子と娘、両方喜んでくれそうです。

株主優待に関するご意見やご要望を多く
いただきましたので、今回アンケートを実
施させていただきました。

IR担当
より

IRメール配信をご希望の方はこちら

IR資料をご請求の方はこちら

当社ホームページ
「投資家情報」

「個人投資家の皆様へ」
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■ 会社概要（2012年10月16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 643人　連結 2,324人（2012年9月30日現在）
役員 代表取締役社長 富山　幹太郎
（2012年10月16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） 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10月1日現在） 連結子会社 42社

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
株式会社タカラトミーマーケティング
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
83,496

売上高
89,294

税金等調整前
四半期純利益

796

営業利益
1,112

営業利益
5,060

経常利益
784

経常利益
4,460

四半期純損失
△184

四半期
純利益
2,327

売上原価 
56,297
販売費及び
一般管理費
26,086

少数株主
損益調整前
四半期純損失
△139

法人税等
936

少数株主
利益
44

営業外収益
344

営業外費用
673

特別利益
430

特別損失
417

2012年3月期中間 2013年3月期中間

支払利息などが増加

連結子会社
自社株式取得に係る
負ののれん発生益

現金及び
現金同等物の
期首残高
36,522

現金及び
現金同等物の
四半期末残高
29,651

営業活動による
キャッシュ・フロー

△127

投資活動による
キャッシュ・フロー

△1,345

財務活動による
キャッシュ・フロー

△4,899

現金及び
現金同等物に係る

換算差額
△498

流動資産
86,904

合計
156,654

合計
152,263

合計
152,263

合計
156,654

固定資産
69,689

繰延資産
60

流動資産
85,439

固定資産
66,775

繰延資産
49

流動負債
39,854

固定負債
65,169

純資産
47,239

流動負債
35,226

固定負債
69,623

純資産
51,805

資産の部 負債・純資産の部

2013年3月期中間2012年3月期 2012年3月期

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
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
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 3,527,800 3.75
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 3,175,000 3.37
司不動産株式会社 2,945,360 3.13
富山幹太郎 2,785,739 2.96
富山章江 1,483,101 1.58
ザ　チェース　マンハッタン　バンク　エヌエイ　ロンドン　エス　エル　オムニバス　アカウント 1,058,300 1.12
（注）当社は自己株式を2,154,907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 ……………………………………………………………………………………… 75,364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。

株式に関する諸手続きのご案内 ！
平成21年１月５日施行の株券電子化実施に伴い、お手続きに関するお問合せ先は以下のとおりとなっております。

②特別口座に記録されている株式
お手続き、ご照会等の内容 お問合せ先

●特別口座から一般口座への振替請求
●単元未満株式の買増および買取請求
●住所・氏名等のご変更
●特別口座の残高照会
●配当金の受領方法の指定（*）

特別口座の
口座管理機関 三井住友信託銀行株式会社

証券代行部
〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
TEL 0120-782-031（フリーダイヤル）●郵送物等の発送と返戻に関するご照会

●配当金に関するご照会
●株式事務に関する一般的なお問合せ

株主名簿
管理人

（*）特別口座に記録された株式をご所有の株主様は、配当金の受領方法として株式数比例配分方式はお選びいただけません。

必ずお読みください

①証券会社等の口座に記録された株式
お手続き、ご照会等の内容 お問合せ先

全般 株主様が口座を開設されている証券会社

ただし、以下3点は右記へご連絡ください。
●郵送物等の発送と返戻に関するご照会
●配当金に関するご照会
●株式事務に関する一般的なお問合せ

株主名簿
管理人

三井住友信託銀行株式会社
証券代行部
〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
TEL 0120-782-031（フリーダイヤル）

▶

▶

● 配当金のお受け取り方法について
配当金のお受け取り方法は、配当金領収証でのお受け取りと口座振込があります。
口座振込ですと支払開始日に入金されるため、迅速、安全、配当金を受け取りに行く手間が省けるなど、大変便利な制度です。
また、配当金は支払開始日から満３年を経過しますと当社は支払義務を免れ、支払に応じかねますので、確実に配当金をお受け取りいただける口座振込をおすすめいた
します。

● 単元未満株式 (１株～９９株)は買増および買取請求ができます
単元未満株式につきましては、買増請求および買取請求を受け付けております。

● 特別口座に関するご注意
①特別口座に記録されている株式とは
平成21年1月5日の株券電子化移行日までに、株券を証券保管振替機構に預託されなかった株式（例：タンス株券、単元未満登録株式 等）が特別口座に記録されており
ます。なお、特別口座には株券電子化移行日までご保有の株券の名義に基づき記録されておりますので、名義書換をお忘れになられていた場合は、株主としての権利を
失う恐れがあります。ご不明な点がありましたら上記 三井住友信託銀行株式会社にお問合せください。

②市場で売買するためには
特別口座では市場で株式の売買はできません。
株式を市場で売買するためには、証券会社にご自身の名義で口座を開設し、特別口座に記録された株式を証券会社の口座に振り替える手続きが必要になりますのでご
注意ください。

■株式に関する諸手続きのご案内は当社のインターネットホームページでもご覧いただくことができます。内容は順次更新する予定です。
（インターネット）http://www.takaratomy.co.jp/ir/stock/procedures.html

（2012年9月30日現在）■■ 株主インフォメーション株主インフォメーション


