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企業価値向上を支える経営体制

タカラトミーグループは、おもちゃを生業とすることの誇りと責務を忘れずに企業活動に取り組み、
すべてのステークホルダーのために新しい遊びの価値を創造し続けています。「世界中の子どもたち
をおもちゃで笑顔にしたい」という基本理念は私たちの社会や環境への取り組みや責任ある行動の
原点となっています。
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事業を通じた社会への貢献

商品の安全品質

当社グループでは、「安全で安心できる商品づくりを環境
に配慮して行い、世界のお客様に魅力のある良質なおも
ちゃを提供します。」を品質の基本方針として掲げ、安全
品質の向上に取り組んでいます。

独自基準や社内外検査の徹底
具体的には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。
　さらにヒトへの有害性が懸念される「重金属・フタル酸
エステル類」の管理については、外部検査機関での検査の
実施に加え、社内の検査装置で鉛などの重金属の含有有
無の確認や可塑剤（フタル酸エステル類）の分析を行って
います。万一、商品に重金属・フタル酸エステル類が混入し
た場合は、混入原因を調査・改善後、新たに生産・検査を実
施し、問題が無いことを確認したうえで出荷することによっ
て当該商品の市場への流出を防止します。
　なお、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について議論する場
を設け、その重要性の認識と理解促進に努めています。

各種の検査装置を使用した社内検査

商品の強度検査（トミカでは 500
を超える項目を確認）

当社グループは、環境に配慮したおもちゃづくりを推進する
とともに、子どもたちにとって身近な“おもちゃ”を通じて環
境への気づきを育むことで持続可能な社会を形成していくこ
とを目指し、『100 ねんあそぼ。』をコンセプトに３つのアプ
ローチから環境への取り組みを推進しています。

 アプローチ 1  　環境にやさしいおもちゃづくり
私たちは資源の有効活用と、地球環境に配慮したものづ
くりに取り組んでいます。その一環として業界他社に先駆
けて環境ラベルタイプⅡを導入しています。環境配慮のタ
カラトミー基準を満たしたおもちゃを「エコトイ」と認定し、
マークとわかりやすい環境配慮情報を表示しています。基
準は、社内横断組織である「エコトイ」委員会と、第三者機
関であるグリーン購入ネットワーク（GPN）、エコマーク事
務局の助言を得ながら、玩具をつくるとき、遊ぶときなど
玩具のライフサイクルに応じて設定しています。2015年3
月期も「トミカメカアクション自動車工場」など、メカアク
ションを駆使して電池を不要にした楽しいエコトイが生ま
れています。

環境

あそびがエコ

トミカメカアクション自動車工場
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事業を通じた社会への貢献

日本環境協会の「エコマーク
アワード2012金賞」を受賞

環境省連携　エコライフフェア 経済産業省資源エネルギー庁
グリーンパワーフェスティバル
への協力

小学校への出張授業 夏休み親子エコ講座

 アプローチ2　おもちゃを通じた環境コミュニケーション
私たちは子どもたちに地球環境を考えるきっかけを提供
し、その想像力の育成を支援しています。具体的には店頭
や各種イベントにおいて、遊びを通じた環境に対する啓発
活動を行うほか、出張授業や、小・中・高校生を対象とした
社会見学の受け入れを実施し、タカラトミー社員が自ら、お
もちゃづくりや環境配慮の工夫を子どもたちに伝えていま
す。このような『教育CSR』の取り組みは子どもたちの環境
配慮の意識や職業観を育む機会となっています。

 アプローチ3　 おもちゃ会社らしい環境活動
本社のある東京都葛飾区では、区が主催する社会貢献、
地域活性化を目的とするイベントにも積極的に参加・協力
しています。地場産業である“おもちゃ”やものづくりをア
ピールする一環として、1992年から区内の小学生を対象
に葛飾区が主催する「おもちゃアイデアコンクール」に協力
し、ユニークな発想でつくられたおもちゃの中から「エコ
トイ賞」を設定し表彰しています。また異業種他社様との
協力や他団体・国との連携を通じて環境活動の幅を広げ、
より多くの方々への啓発に取り組んでいます。

PLA-PLUS(プラプラ)プロジェクト（環境省）
遊び終わったおもちゃの回収・リサイクル実証実験
「PLA-PLUS(プラプラ)プロジェクト」に参加していま
す。おもちゃは遊ばなくなった後も、思い出の詰まった
ものとして家庭で保存されることが多く、思い出があり
なかなか手放せないという声がある一方で、「有効に
再利用してもらえるなら」というリサイクルへの要望も
多くありました。
　玩具業界で唯一参加し
ている当社グループはキデ
イランド原宿店を回収拠
点とし、第１回目から参加
しています。第3回目となる
2014年に店頭回収したプ
ラスチック製品の総量は約
3,200kgにもなり、新しいリ
サイクル技術のための実験
にも使用されます。

「低炭素杯2015」で今年も子どもたちのエコ活動を応援！
当社グループでは、子どもたちが学校や家庭などの
様々な場所で取り組むエコ活動を応援し、エコの輪を
拡げるために「低炭素杯」（主催：低炭素杯実行委員会）
に協賛しています。今年は出場団体の中でもっとも次
世代を笑顔にする活動
を行い、楽しく発表した
点で優れていた「川崎
市大師保育園～自然と
ふれあう、環境保育～」
を最優秀次世代賞とし
て表彰しました。

玩具業界の先駆けとして、
プラチック製品のリサイクル
実験「PLA-PLUS(プラプラ)
プロジェクト」に参加

 2015年9月、(一社)
日本印刷産業連合会
「GP環境大賞」大賞を受賞
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当社グループでは、「世の中のためになる企業経営」を形
にすべく、世界中の子どもたちが障害の有無を超えて、と
もにおもちゃで楽しめる未来を目指し、「共遊玩具」の創
出・開発に取り組んでいます。

障害の有無に関係なく楽しめる「共遊玩具」25年の歴史
当社グループでは、1980年に障害者専用の玩具の開発を
開始し、現在では障害の有無に関係なく楽しめる「共遊玩
具」として、1990年に一般向けおもちゃへと発展し、その
活動は玩具業界全体までに広がっています。
　共遊玩具には視覚障害に対しては、スィッチのＯＮ側に
凸印をつける、動きや状態を音でも知らせるなどの工夫、
聴覚障害に対しては音に代わり、光・振動や字幕などの要
素で、遊びを盛り上げる工夫が施されています。

　また、共遊玩具は一般の玩具売場で販売されるので、
識別しやすいように、可能な限りそのパッケージに、目の
不自由な子どももいっしょに楽しめるおもちゃには「盲導
犬マーク」、耳の不自由な子どももいっしょに楽しめるおも
ちゃには「うさぎマーク」を表示することになっています。
　これらのマークを取得するには、 （一社）日本玩具協会
の「共遊玩具推進部会」によるモニター審査を受ける必要
があります。

タカラトミーグループの共遊玩具
2015年８月現在、タカラトミーグループでは約100種類の
商品が「共遊玩具」の認定を受けています。
　保育園や幼稚園、学校などで障害のある子どもとない
子どもがともに学ぶ機会が増えてきた今、ともに楽しめる
ように工夫された「共遊玩具」へのニーズはこれまで以上
に高まっていくと思われます。

３年連続で「日本おもちゃ大賞」共遊玩具部門の大賞を受賞
タカラトミーでは日本玩具協会の主催する「日本おもちゃ
大賞」におきまして、３年連続で共遊玩具部門の大賞を受
賞しています。2015年度は「JOUJOU みつけてみよう!い
ろキャッチペン」が大賞を受賞しました。この商品は身の
周りにある「色」を24色の中からセンサーで判別し、光と
音声で教えてくれる商品です。視覚障害者にとっても色に
対しての興味をより身近に感じられるようになりました。
さらにタブレットへ無料アプリをダウンロードしていただ
くと、ペンから流れる音声内容が字幕表示されるので、聴
覚障害者にとっても遊び易い工夫をしています。
　タカラトミーでは今後も共遊玩具を推進していきます。

コミュニティーとの関わり

スィッチのＯＮ側に凸　視覚障害者に対してスィッチのＯＮ／ＯＦＦを
認識し易くした共遊玩具。ＯＮ側に小さな凸印がついている。

JOUJOU みつけてみよう ! いろキャッチペン

共遊玩具のマーク
視覚障害や、聴覚障害のある人でもいっしょに楽しく遊べると認められ
たおもちゃについている「盲導犬マーク」と「うさぎマーク」
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4. 監査機能
1_ 当社は「監査役会設置会社」にあたり、4名の監査役
(内、3名が独立社外監査役)が法令に従い、監査業務を
実行するとともに、各種の会議等を通じて経営の状態、
事業遂行の状況、財務の状況、内部監査の実施状況、リ
スク管理およびコンプライアンスの状況等の報告を受け
ています。
2_監査役は、重要な意思決定および業務の執行状況を
把握するために、取締役会など重要な会議に出席すると
ともに、議事録、稟議書その他重要な業務執行に関する
文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその
説明を求めることができる体制をとっております。
3_ 監査役および監査役会は、会計監査人、内部統制・監
査部ならびにグループ会社の管理部門と監査上の重要
課題等について意見・情報交換をし、互いに連携してグ
ループ内部統制状況を監視しております。

1. 執行役員制
当社は「執行役員制」を導入し、権限委譲と執行責任を明
確化することにより、取締役会の方針・戦略・監督のもと、
各担当部門における業務執行の迅速化・効率化を図って
います。現在、7名の執行役員が業務執行にあたっており
ます。

2. 内部統制
1 _コンプライアンス体制

「タカラトミーグループ行動基準」を制定し、全役職員が
法令遵守はもとより、誠実かつ公正な企業行動を通じて
社会的な責任を果たしていくことを明確にするとともに、
コンプライアンス研修等を通じて役職員に周知徹底を
図っております。コンプライアンス体制ならびにリスク管
理体制の充実、徹底を図るため代表取締役を委員長と
し、社外取締役/社外監査役などを構成員とする「リスク
/コンプライアンス委員会」を設置して、リスクおよびコン
プライアンス上の重要な問題を審議し、その結果を取締
役会に報告する体制をとっています。経営直轄組織であ

コーポレートガバナンスの実践

コーポレートガバナンス

当社グループは、ステークホルダーの皆様の信頼に応え
るため、持続的な企業価値の向上と透明性の高い健全な
経営の実践を重要な経営目標としております。そのために
は、経営効率化を図りつつ、経営チェック機能の充実、リ
スク管理/コンプライアンス体制を強化することが大切と
考え、コーポレートガバナンスの充実に向けた取り組みを
推進しております。

1. 取締役・監査役等の選任方法
取締役会の諮問機関として、社外取締役・社外監査役な
どで構成される「取締役指名委員会」を設置し、各取締
役の評価・選任について提言・助言を求めることとしてお
ります。

2. 社外取締役
独立社外取締役として2名、全取締役（6名）の3分の1以
上を選任しております。

3. 取締役の職務執行の体制
1_ 毎月1回の定例「取締役会」および適宜臨時「取締役
会」を開催し、グループ全体の基本方針・戦略の策定、重
要業務の執行に関する決定および業務執行の監督等を
行っています。
 2_ グループの業務運営管理を円滑かつ効率的に行うた
め、各統括本部ごとに「統括本部会議」を原則毎月1回以
上開催し、経営の全般的執行に関する意思決定を機動的
に行っています。各「統括本部会議」の重要決定事項は、

「取締役会」に必要に応じて報告されます。
 3_ 代表取締役の諮問機関として、社外取締役・監査役な
どで構成される「アドバイザリー・コミッティー」を設け、業
務執行の有効性、財務の信頼性等に関する幅広い助言
を求めています。
 4_ 代表取締役の諮問機関として、社外取締役・社外監査
役などで構成される「報酬委員会」を設置して、報酬額等
の内容に係る方針につき提言・助言を求めています。

基本的な考え方

経営監視の仕組み
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る「内部統制・監査部」は、コンプライアンスの状況を監査
し、随時代表取締役および監査役会に報告しています。
2_リスク管理

「リスク/コンプライアンス委員会」ならびに「内部統制・
監査部」により、内部統制と一体化した全社的なリスク
管理体制を構築、整備しております。不測の事態が発生
した場合には、速やかに「危機管理対策本部」を設置し、
迅速かつ適正な対応を行い、損失・被害を最小限にとど
めるとともに、再発防止対策を講じるものとします。環
境ならびに製品の安全性に関しては、専担組織として設
置された「連結管理本部連結総務人事室総務部環境
課」ならびに「安全品質統括部」を中心に、環境問題な
らびに安心できる優良な商品を提供するプロセスの強化
に取り組んでいます。
3_グループ経営管理
グループ会社の非常勤取締役または非常勤監査役に、原
則として当社役員または使用人が1名以上就任し、各社の
業務執行の適正性を監視・監督しつつ、グループ全体で
のリスク管理ならびにコンプライアンス体制強化を図る
ものとしています。グループ管理体制については、グルー
プ会社管理の担当部署を置き、社内規程に基づき、各グ
ループ会社特性、状況に応じて必要な管理・指導を行っ
ています。

3. 取締役の報酬
役員報酬については、株主総会の決議により、取締役報
酬額(定額報酬)は年額400百万円以内、監査役報酬額
(定額報酬)は年額70百万円以内と決定されております。
　また、株主総会の決議によるストックオプションとして
の新株予約権に関する報酬等の額の上限は、各事業年
度に係る定時株主総会の日から1年において、取締役は
年額200百万円以内と決定されております。なお、各
取締 役および 各監 査役の報 酬 額等は、社 外 取 締 役
および社外監査役からなる報酬委員会の審議・答申に基
づき、取締役については取締役会決議により、監査役に
ついては監査役会の協議により決定しております。

4. 買収防衛策の導入
当社は、平成25年6月26日開催の当社第62回定時株主
総会において株主の皆様の承認(賛成比率:79.13%)を受
け、当社株式の大規模買付行為等への対応方針を継続し
ました。本対応方針は、有事の際に新株予約権の無償割
当て(以下「対抗措置」といいます)を行うことができる「事
前警告型ライツプラン」です。

〈導入の目的〉
当社グループでは、今後も新しい遊びの価値の創造や製
品品質の向上を図り、将来を担う子どもたちのために「健
全な子ども文化の育成」を当社の使命として真摯に受け
止め、その実現により「タカラトミー」ブランド価値のさら
なる向上を目指しております。そのため、当社株式を大量
に買い付ける提案を受けた場合には、その買付者が、当
社の創業理念や企業理念を尊重し、当社および当社グ
ループの企業価値ひいては株主の皆様共同の利益に資
するような経営を支援するか否か、を慎重に吟味し、また
当該買付者の提案する事業計画等の中身とその実現可
能性・適法性、当社のステークホルダーに与える影響、当
社および当社グループの企業価値におよぼす影響、およ
び当社の将来計画への関与等を十分に把握して、買付の
合理性等を判断することが必要と考えます。

5. コーポレートガバナンス・コードへの対応
コーポレートガバナンス・コードにつきましては、その趣旨・
目的に鑑み、当社のステークホルダーの皆様に対して説
明責任を果たすべく、真摯に対応してまいります。東証の
定めたコーポレートガバナンス報告書の形式で、決定事
項、実施状況等を開示してまいりますので、詳しくは当社
のホームページまたは東京証券取引所の上場会社情報を
ご参照ください。


