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新たな価値創造をめざして
タカラトミーは創業から90年を超える歴史の中で、
玩具業界の
リーディングカンパニーとして、常に「新しい遊びの価値」を提供
してきました。それは経営における発想の転換とその迅速な実
行、また、時代を先取りするための施策の数々によるものです。
私たちは現在大きな時代の波にさらされています。スマート
フォンなどデジタルデバイスや SNS の普及によって、おもちゃの
あり方や遊び方が大きく変化する中で、タカラトミーグループは

2014 年から経営改革をスタートさせました。そして昨年のレポー
トでは、その改革の方向性と取り組み、成果を「進化」というキー
ワードでご紹介しました。

2017年のアニュアルレポートでは、進化の先にある「新たな価
（その先へ）
」をテーマとして、4 つのエ
値の創出－GO BEYOND
ピソードとともにその取り組みをご紹介します。
エピソード1では価値創出のベースとなる理念・歴史と事業活
動、エピソード2 では新たな価値を成長に結びつける戦略、エピ
ソード3 では新たな価値を創出する具体的な取り組み、そしてエ
ピソード4では、ステークホルダーとの価値共創についてご説明
しています。当社グループの今後の展開についてご理解いただけ
ればと願っています。
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トップメッセージ

創業 90 年を迎えた 2014 年に 新中期経営方針を発表し、成長に向けた「意識改革」
「商品改革」
「ビ
ジネスの構造改革」の3つの改革をスタートさせてから3 年が経ちました。私たちはこの経営方針の
下、社員に対しても失敗をおそれずにチャレンジする精神やグローバル化の必要性を説き、それらを
根付かせました。また、定番商品ラインの充実、ブランド化及び新商品開発の拡大を進めるとともに、
国内外での経営体制を抜本的に見直し、改革を推し進めてまいりました。さらに、これからの玩具市
「 AGELESS：新し
場に必要な 4つの要素として「 ENDLESS：時代とともに新しい遊びで発展していく」
「 POA：新しい売場と商品展開」をキー
い年齢層を取り込む」
「 BORDERLESS：新しいマーケティング」
ワードに、当社グループがこれまでに育成した商品、
ブランド及びそれらの開発過程で蓄積した経験・ノウ
ハウと融合させ、次なる成長に向けた進化の途を辿っております。
こうした私たちの改革の積み重ねは、すでに大きな変化を生み出しております。一つは私たち自身
が、2017年 3月期において、業績を大きく好転させたことです。売上高、営業利益はともに 2 期連続
で増加し、営業利益においては前期から大幅に伸長いたしました。もう一つは、こうした改革を通じ
てこれまでとは異なる新たな価値を創出することで、消費者にとっての玩具の役割や定義そのものへ
も、新しい提案ができるようになった点です。玩具に使われる新たな技術の広がりや玩具に付加され
た新しい価値によって、玩具が様々な役割を果たしうるようになり、玩具のターゲット層が、これまで
の子どもだけではなく、学生や大人層、そしてシニア層へと広がってきております。玩具の役割・定義
が変化している流れは、既存の玩具市場を拡大させる重要な要素になると考えます。
タカラトミーは、時代を拓く挑戦者として、グローバル市場において引き続き新しい価値の創出に
努めてまいります。

代表取締役社長

代表取締役会長

H .G.メイ

富山 幹太郎
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ビジネスモデルと企業価値創造

タカラトミーグループのおもちゃづくりは、企画・開発から製造、販売・プロモーション、アフターサー
ビスに至る事業活動を通じて実現されています。そしてその一つ一つのプロセスは、お客様のニーズ、
それを実現する多様な人材やパートナー、社会・地球環境と関わりながら付加価値を生み、企業価値
を創造しています。

財務
資本

形にして
欲しい

株主 /
金融機関

パートナー

アイデア
夢
お客様

夢

INPUT
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ビジネスモデルと企業価値創造

パートナー
・報酬

企画〜販売・

・ノウハウ、知見の増加

プロモーションでの協業

・協業する喜び

財務
成果

当社の活 動
企画開発

株主 /
金融機関

・販売

製造

・プロモーション
品質管理

・アフターサービス
CSR

ものづくりへのこだわり / 健全な経営の実行 /
社会・地球環境との共存

商品

当社
ノウハウ
ブランド
信用

社員

製造・販売に必要な
原材料、エネルギー、

お客様

社会活動

インフラ

喜び、
楽しさ、
実現した夢

社会・地球環境
PROCESS

OUTPUT
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タカラトミーグループの
理念・歴史・事業活動
「われらの優良な商品で世界の市場をにぎわせよう」という創業の
想いは脈々と受け継がれ、数々のヒット商品を創出してきました。
なかでも楽しさはそのままに、時代の変化に合わせて進化してき
た定番商品は、今や当社グループの成長を担う大切なブランドとし
てさらに新しい価値を提供しています。

「リカちゃん」発売
25 年前のお約束、
50 周年記念パーティー
今 から25年 前の1992年、2,500 体 限 定
で発売した
「2017 プレミアムリカちゃん」
をご購入いただいた方々に「25年後のパー
ティー」をお約束しました。それが2017年
7月に開 催した「リカちゃん 50周 年 記 念
パーティー」です。当日は、50周年の感謝を
お伝えするセレモニーや、リカちゃんの展示
なども行いました。ご参加の皆様からは「本
当に開催されるとは！」
「当時赤ちゃんだっ
た娘と来ました」などのお声をいただき、た
くさんの思い出やエピソードを語っていた
だく良い機会となりました。

EPISODE 1

タカラトミーグループの理念・歴史・事業活動
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創業理念と歴史

創業理念
われらの優良な商品で
世界の市場をにぎわせよう
誠意と努力は他を益し
自己の幸福の基となる

企業理念
すべての「夢」の実現のために
こどもたちの「夢」の実現のために
わたしたちの「夢」の実現のために
株主の「夢」の実現のために
パートナーの「夢」の実現のために
社会の「夢」の実現のために

わたしたちは、
新しい遊びの価値を創造します。

EPISODE 1
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タカラトミーグループの理念・歴史・事業活動

変革の歴史
私たちはこれからも時代の要請に合わせて変革していきます。

1 2 3 4
第一創業

第二創業

第三創業

第四創業

1924 〜

1954 〜

1984 〜

2014 〜

職人魂

大量開発・生産

マーケティング

戦中・戦後

経済成長

マスメディア成長

New テクノロジー
アナログ玩具 +

金属・動力

素材革命

大衆情報革命

「 ブリキ」の玩 具を 数 多く

戦後の経済成長とともに玩

電 子 ゲーム 機 など 情 報 付

玩具業界はアナログ玩具

製作し、特に飛行機玩具で

具業界にも素材・技術革新

加 価 値 商 品 が 登 場し、TV

にデジタル要素が融合す

は 高い 評 価 を 集 め「 飛 行

の波が押し寄せ、金属から

や雑誌を中心としたマスメ

る「 New テ クノロ ジ ー」

機の富山」の名声を確 立。

プラスチックへ、フリクショ

ディアによるマーケティン

の時代へ。商品も遊び方
も「個」の時代に突入し、

デジタル要素
パーソナル革命

戦 後、フリ ク シ ョン 玩 具

ン玩 具から電 動 玩 具 へと

グが 玩 具 の売 上を左 右 す

「 B -29」が国内外で大ヒッ

大きな転換期を迎え、多品

る時代へ。プラザ合意によ 「個々の商品」の訴求から

トし、大型玩具輸出の先鞭

種 開 発・大 量 生 産の 時 代

る急激な円高により、国内 「ブランド価値」の向上へ

をつけた。

へ突入。

生 産 工 場の閉 鎖など 国 内
事 業の 抜 本 的な改 革を実
行。2006 年には業界大手

2 社の「タカラ」と「トミー」
の 経 営 統 合で事 業 規 模を
拡 大。ま た、2011 年 に お
いては 米 国 玩 具 メーカー
の買 収により海 外 展 開 を
加 速。

と舵を切る。
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私たちの事業と玩具市場
国内の玩具市場が少子化で伸び悩む一方、世界の玩具市場は2016年の800 億ドル規模から2020
年には1,000 億ドル規模へと、年平均5.7％で成長すると予測されています。グローバル玩具市場に
おける日本のシェアは 6％、14歳以下の世界人口で見た場合のシェアはわずか１％です。タカラトミー
グループにとって、現在の海外売上構成比36.8％をさらに高めることが、今後の収益拡大の鍵となり
ます。

世界の玩具市場規模の推移

日本 6%

96,964

（百万米ドル）

91,934

82,008

世界の
玩具市場

86,881

（Euromonitor International 予測）

102,302

海外 94%

（出所 : Euromonitor International ）

10

（集計期間は1月1日～ 12月31日）

2016

2017 予測

2018 予測

2019 予測

2020 予測
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日本の玩具市場

2%

2%

8,005

1%
1%

3%

8,031

6%

（億円）

21%

8,000

1,677

7,000

7%

1,698

8,031

7%

6,000

億円

1,325

1,414

17%

5,000

1,005

960

1,045

548

152

536

113

3,000

1,000

2015 年度

（出所 : 一般社団法人日本玩具協会）

226

586

161

539
494

0

59

13%

726
2,000

519

112

12%

950

710

195

9%

4,000

2016 年度

（各年度の集計期間は4月1日～ 3月31日）

123

知育・教育

女児玩具

その他

106

ホビー

季節商品

ジグソーパズル

47

カードゲーム、トレーディングカード

男児玩具

ハイテク系トレンドトイ

雑貨

ぬいぐるみ

男児キャラクター

ゲーム

世界の玩具市場
（億ドル）

4%

1,000

804

900

820

5%
6%

800

700

243

2%

820

9%

254

600

31%

億ドル

500

203

201
400

19%

300

25%

155

153
200

73

78

14

47
38
27

2015

100

0

（出所 : Euromonitor International ）

51
38
29

13

2016

（各年の集計期間は1月1日～ 12月31日）

北米

中南米

中東・アフリカ

西欧

日本

豪州・ニュージーランド

アジア

東欧
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私たちの資産：引き継ぎ、進化させていくもの
タカラトミーの成長を支える定番商品、
「トミカ」
「プラレール」
「リカちゃん」――。
多くの子どもたちに受け入れられる遊び本来の楽しさはそのままに、時代に合わせ
て進化させてきたことで、常に新鮮さが伴ったロングセラー商品として時代を超え
て愛され続けています。

160,000

リカビジュー
シリーズ

人

1967年の誕生から2017年に50周年を迎えた「リカちゃん」は、常
に時代や流行を反映しながら、少女たちの憧れや夢を形にした商品
。近年では「リカ
を発売してきました（累計販売数 6,000万体以上）
ちゃん」とともに時代を歩んできた大人にも愛されるブランドを目指
し、子どもから大人まで楽しめる「リカビジューシリーズ」や、大人向
（リカ）」などを展開しています。
「LiccA 」
では人形
けブランド「LiccA
のほかにも、雑貨、服飾などのライセンス展開を強化し、ターゲット
を拡大した新たな商品群を発売しています。また、リカちゃんが話題
のスポットを訪れたり、たくさんの人との交流を楽しんでいる自身の
ツイッターやインスタグラムも大きな話題となっています（2017 年3
月31日時点のフォロワー数：合計約16万人）。その抜群の発信力から
「2017年度フランス観光親善大使」に任命されたり、企業の PRタレン
トに起用されるなど、活躍の場を広げています。

4代
2 代 1972 年～
目

初代

1967 年～

目

3代
目

1982 年～

1987 年～

EPISODE 1
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625,000,000

台

外国製のミニカーが全盛で国産車ミニカーを求めるお客様の声が
高まっていた当時、
「日本の子どもたちに、もっと身近な国産車のミ
ニカーで遊んでもらいたい」という熱い想いのもと、
1970年に日本
初の手のひらサイズの国産車ダイキャスト製ミニカーシリーズとして
発売しました。現在までに累計 930 種以上の車種が発売され、累計
販 売台 数は6 億2,500万台を超え、3世代にわたり愛されています
（2017年 6月現在）。
また、2016年 4月から大人向けブランド「tomica 」のライセンス
展開を本格始動させました。従来のトミカユーザー（3 ～ 5 歳男児）
だけでなく、年齢・性別にかかわらず幅広い方に興味を持ってもらえ
るようアパレル、服飾雑貨のほか、文房具、日用品などへのライセン
ス展開を実施し、さらなるブランドの強化を目指していきます。

1,370

種類

1959年に「プラレール」の原型である「プラスチック汽車・レールセッ
ト」が発売されてから半世紀超にわたって、身近な“鉄道”をテーマに、
子どもたちが社会を学び想像力を育む玩具として愛され続けている
「プラレール」。発売当初から現在まで一貫して規格統一された青い
レールは、自由につなげて線路をレイアウトすることができ、そこに3
両編成の列車を走らせる遊びは親子三世代にわたって親しまれてきま
した。現在までに日本国内で累計約1,370種類、1億6,000万個以上
を販売しており、国内レールトイ市場では9割を超えるシェアを確保し
ています。

© TOMY
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私たちの商品
タカラトミーグループが保有するブランドは、子ども向けから大人向けまで60以上にのぼります。
また、玩具15カテゴリー中14カテゴリーを網羅する幅広いラインナップを展開しています。

プリスク
ール

ア
ク
フ
ィ ショ
ギ ン
ュ
ア
ト
ラフ
・ク
ツ
ー
ア

科学
・知
育

そ
玩

的
統
伝 ム
ー
他 ゲ
の ・
具

ー・
ベビ
ト
ファン
イン

幅広い

リモコン玩 具

人形・
アクセサリー

年齢層向けに
あらゆるカテゴリー

乗用

アパ
レル
・ま
まご
と

の玩具を展開
玩具

ズ
ル

ぬ
い
ぐ
る
み
アウ
トドア
・
スポ
ーツ

パ
・
ム
ー
ゲ
ー
ミニカ
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タカラトミー

ベイブレードバースト
世界80以上の国と地域で、累計出荷数3 億5,000万個以上を記録する、対戦型の次世代
ベーゴマです。2015 年夏より、第3世代「ベイブレードバースト」の販売を開始しました。

スナックワールド

デュエル・マスターズ

2017年夏、レベルファイブより発売のニンテンドー 3DS
ソフト「スナックワールド トレジャラーズ」と完全連動する
グッズの展開を始めました。

本格的でありながら遊びやすい子ども向けトレーディング
カードゲームとして、2002 年に発売しました。出荷 数は
60 億枚を超え、毎年各地でイベントが数多く開催されて
いる人気シリーズです。

トランスフォーマー

こえだちゃん

1984 年にアメリカで、翌1985年に日本でも玩具とアニメ
がスタートし、大ヒットしました。2014 年には30周年を迎
え、世界130以上の国と地域で親子2 世代にわたり愛され

オリジナル女児キャラクターのミニドールつきハウス玩具シ
リーズで、今年2017年に誕生40周年を迎えました。木の
形をした「こえだちゃんと木のおうち」をシンボル商品とし
て、
「自然」をテーマに様々な遊びの世界を展開しています。

ているグローバルな変形合体ロボットシリーズです。

©Hiro Morita,BBB Project, TV TOKYO © TOMY © LEVEL-5 / スナックワールドプロジェク卜・テレビ東京 © TOMY TM & ©Wizards of the Coast/Shogakukan/
Mitsui-Kids ©2017 TOMY. © 2016 Paramount Pictures Corporation. All Rights Reserved. TM & ® denote Japan Trademarks © TOMY / designed by
s
Suzuka Yoshida. © TOMY ©DeAGOSTINI Lamaze ® is a registered trademark of Lamaze International, Inc. ©2017 De ere & Company. John Deere’
green and yellow color scheme, the leaping deer symbol, and JOHN DEERE are trademarks of Deere & Company. All rights reserved. © TOMY
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グループ（国内）

タカラトミーアーツ
アミューズメント筐体、カプセルトイ、雑貨、ぬいぐるみな
どを幅広く展開しています。

トミーテック
「鉄道模型」国内シェア NO.１を誇る、商品の企画開発、
生産、販売、サービスまで担う総合ホビーメーカーです。

キデイランド
玩具、ファンシーグッズ、キャラクターグッズ、書籍の専門
店です。総合カルチャー産業のリーダーとして、時代を敏
感にキャッチし、常に新しい情報やトレンドを発信し続け
ています。

© Nintendo/HAL Laboratory, Inc.
© T-ARTS/syn Sophia/ テレビ東京 /IPP 製作委員会
© T-ARTS
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グループ（海外）

ザ・ファースト・イヤーズ

ジョンディア

哺 乳 瓶や食 器 類、ベビーカーなど子育てをサポートする
ベビー用品です。

世界的な農耕車両を玩具化しました。プリスクール向け商
品から精巧なレプリカまで幅広くラインナップしています。

ラマーズ

ポケットモンスター

発育、月齢に合わせた乳幼児向け知育玩具です。幼児発達
の専門家のアドバイスを得て開発しています。

「ポケットモンスター」は1996 年に発売されたゲームソフ
トから誕生し、テレビアニメはこれまでに90以上の国と地
域で放送された実績を持つ大ヒットコンテンツです。

©2017 Deere & Company. John Deere s green and yellow color scheme, the leaping deer symbol, and JOHN DEERE are trademarks of Deere & Company. All

rights reserved. Lamaze ® is a registered trademark of Lamaze International, Inc. ©2017 The Pokémon Company International. ©1995-2017Nintendo /
Creatures Inc. / GAME FREAK inc. TM, ®, and character names are trademarks of Nintendo.
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新たな価値を成長に
結びつける戦略
「商品改革」
「ビジネスの構造改革」が着実に
2014年からスタートした3つの経営改革 —「意識改革」
実を結び、2017年3月期は、売上高・営業利益ともに 2 期連続で増加しました。リスクテイクやグロー
バル化など時代の変化に即応できる体制も整備されつつある中、業容拡大に向けた具体的なオペレー
ションが始動しています。

NORTH AMERICA
THE CARIBBEAN
CENTRAL AMERICA
80 以上の国と地域で熱い「対戦」が展開されてきた
「ベイブレード」

1998年の発売以来、世界中の子供たちが夢中になる現
代版ベーゴマ「ベイブレード」。世界的な広がりを見せた
秘密は、世界共通の規格・ルールにありました。2002年
に日本で開催された最初の世界大会は5 つの国・地域、

2012年のカナダ大会には、25の国・地域から代表選手
が参加し、熱い戦いが繰り広げられました。日本発の「ベ
イブレード」は玩具の領域を飛び出し、国境も、言葉の
壁も越え、年齢、性別にかかわらず世界中の子どもたち
の夢と希望を叶え、平和、友情の架け橋となっています。

SOUTH AMERICA

AFRICA

EPISODE 2
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ビジネスハイライト

売上高は、2.8%増と2期連続の増収となりました。欧米豪地域において映画コンテン
売上高

ツの商品展開が一巡したものの、国内及びアジア市場での玩具販売が好調に推移し
たことによるものです。

利

営業利益は、大幅に増加しました。利益率の高い国内玩具の販売が好調に推移した

益

ことや仕入原価の減少などによる売上総利益の大幅な増加によるものです。

2017 年 3 月期連結業績
売上高 :

77

億円

営業利益 (

)

海外売上高比率 ( – )

営業利益率 ( – )

（百万円）

（%）
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（%）
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30
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EBITDA
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%
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売上高 (

EBITDA :
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1,676

営業利益 :
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2017年 3月期のレビュー
玩具市場

日本

2017年3月期の国内における玩具市場規模は前期比

国内市場では、個人消費支出が低迷する中、増収増益

100.3％の8,031億円と3年連続で8,000億円を超え

と好調に推移しました。定番商品においては、既存商

ました。

品ラインの充実に加え、各商品ラインの拡大を図りま

定番商品が大きく売上を伸ばした2016年3月期に対

した。
「トミカ」では、
「トミカ」の走行遊びの世界 観を

し、当期は定番商品、定番キャラクターが引き続き好調

広げる「トミカワールド スリリングマウンテン」が人気

だったことに加え、ヒット商品、話題商品が市場活性化

を集めるとともに、フォルムをリアルに再 現し大 人の

に寄与しました。

嗜好にも応えたハイディテールコレクションモデル「ト
ミカプレミアム」をはじめとする単品シリーズが、コン

当期の業績概況

（Point of
ビニエンスストアや 書店などの 新たな POA

売 上 高は、前 期 比 2.8 ％増 の167,661百万円と2期

Availability：販売箇所）の拡大もあって販売が伸長し

連続の増収となりました。
アメリカズ（北米、
中南米）
・欧

ました。
「プラレール」では、車両に搭載した2台のカメ

州・オセアニア地域における映画コンテンツの商品展

ラの映像をスマートフォンで見ながら運転操作ができる

開が一巡したものの、国内及びアジア市場での玩具販

「スマホで運転！ダブルカメラドクターイエロー」が、
「日

売が好調に推移しました。国内では「トミカ」
「プラレー

本おもちゃ大賞2016」イノベイティブ・トイ部門で大賞

ル」
「リカちゃん」といった定番商品において、既存 商

を受賞するなど話題を集めました。
「リカちゃん」では、

品ラインの充実と各商品ラインの拡大を進めるととも

赤外線で反応するリアルなセルフレジを使ったお買い

に、2016年 4月からテレビアニメがスタートした次世代

物遊びができる
「セルフレジでピッ！おおきなショッピ

ベーゴマ「ベイブレードバースト」、トレーディングカード

ングモール」が好評を得たほか、新たな商品ラインとし

ゲーム「デュエル・マスターズ」の販売も大幅に増加しま

て、2016年6月に少し大人っぽいリアルクローズの「リ

（以下「TI 」）
グループが手が
した。TOMY International

カビジューシリーズ」の販売を開始し、人気を博しまし

ける海外では「ポケットモンスター」
（ 以下「ポケモン」）関

た。
「リカちゃん」はさらなるブランド価値向上に向けて、

連商品が好調に推移しました。

ツイッターやインスタグラムなどのSNSを活用した情報

利 益 率 の高い 国 内 玩 具 の 好 調 な 販 売と仕 入 原価

発信や企業タイアップなども積極的に展開しました。

の減少で売 上 総利益が大幅に増加し、営業 利益は同

BIG BET（ 最重点商品）と位置づけた「ベイブレード

187.0％増の7,744百万円に伸長しました。TI グループ

バースト」は、テレビアニメ放送の開始や全国で開催し

では、アメリカズ、欧州、オセアニアを本社主導で直接

ている店頭イベントなどのプロモーション効果もあり、

経営管理する体制に変更し、事業の集中と選択など、海

販売が好調に推移しました。トレーディングカードゲー

外事業の立て直しを図ったことが奏功し、大幅に営業

ム「デュエル・マスターズ」は前期に商品とプロモーショ

利益が改善しました。その結果、全体の営業利益率も

ンの見直しを図った結果、新規ユーザー層を獲得し販

4.6％と前期から大きく上昇しました。営業利益の増加

売を伸ばしました。年末商戦においては、タマゴを孵化

に、営業外収益として為替差益を計上したことで、経常

させる感動体験がメディアでも大きく取り上げられるな

利益は同435.9％増の7,823百万円となりました。

ど、話題となった新感覚ペット「うまれて！ウーモ」が人

TI グループでは事業の集中と選択の一環として、当
第2 四半期に、オセアニアにおける一部ベビー用品等の

気となりました。
さらに、当社原作のテレビアニメ作品など、新規キャ

無形固定資産の減損損失を計上しましたが、親会社株

ラクターの商品展開にも取り組

主に帰属する当期純利益は、前期の親会社株主に帰属

みました。

する当期純損失 6,703百万円から大幅に改善し5,372
百万円となりました。

JR 東日本商品化許諾済

22

株式会社タカラトミー

アニュアルレポート 2017

株式会社タカラトミーアーツにおいては、成田国際空
港などに設置した「ガチャ」がユニークなPOAとして外

た。加えて、導入に際して投資を抑えられる日本の商品
を投入し、安定した事業基盤の構築を図りました。

国人観光客を中心に人気を集めたほか、2016年7月よ

「ポケモン」は、従来商品に加え、ぬいぐるみやフィギュ

り稼働した、ゲーム上で捕まえたポケモンがその場で印

アなどの20周年記念商品やゲームと連動する腕輪型ア

刷され手に入れられるアミューズメントマシン「ポケモン

「ポケモン
イテム「ポケモン Zリング」を発売しました。

ガオーレ」が好評を博しました。

GO」の人気などもあり、シリーズ全体の販売が好調に

これらの結果、当期より商流変更に伴うアメリカズ向
けの出荷が含まれたこともあり、売上高は131,810百万
と前期より大幅に伸長し、これに
円（前期比21.5％増）

推移しました。
一方で、映画コンテンツの商品展開が一巡したこと、
農耕車両玩具やベビー、プリスクール関連商品の販売

伴い売上総利益も大きく拡大したことで、営業利益は

が低調に推移したことで、売上高は28,512百万円と前

10,030百万円（同20.9％増）となりました。

期比17.6％減となりましたが、販売費及び一般管理費

アメリカズ（北米・中南米）

失1,586百万円から良化しました。

の削減により、
営業利益は197 百万円と、前期の営業損

TI グループにおいてはアメリカズ・欧州・オセアニアの3つ
の地域に区分し、本社主導で直接経営管理をしていま

欧州

す。アメリカズでは、引き続き事業の立て直しに取り組

欧州地域においても事業の立て直しに取り組みました。

み、再建策の一環として一部ベビー商品における不採算

イギリス・フランス・ドイツの3か国に事業を集中させ、ロ

商品からの撤退を行うとともに、ベビー用品「 The First

シアやポーランドなどにおいては代理店販売に切り替え

、JJCole 」や農 耕 車 両 玩 具「John Deere」など
Years 」「

るなど、ビジネスリスクを抑えた経営を進め、主力とな

主力の6つのブランドへ集中的に経営資源を投入しまし

る8つのブランドに経営資源を集中投下しました。
（百万円）

2016 年 3 月期

2017年3 月期

増減

増減率 %

売上高

163,067

167,661

4,594

2.8

日本

108,519

131,810

23,291

21.5

アメリカズ（北米・中南米）

34,622

28,512

△ 6,110

△ 17.6

欧州

10,641

8,573

△ 2,068

△ 19.4

2,509

2,509

0

0.0

57,288

47,771

△ 9,516

△ 16.6

△ 50,513

△ 51,515

△ 1,002

––

2,698

7,744

5,046

187.0

8,293

10,030

1,736

20.9

アメリカズ（北米・中南米）

△ 1,586

197

1,783

––

欧州

△ 2,418

△ 581

1,837

––

△ 104

57

161

––

878

725

△ 153

△ 17.4

△ 2,364

△ 2,685

△ 320

––

オセアニア
アジア
消去又は全社
営業利益又は営業損失（△）
日本

オセアニア
アジア
消去又は全社
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成長戦略

「ポケモン」は20周年 記 念 商品が人 気を博し、
「ポ

中期経営方針の概略と進捗

ケモン Zリング」をはじめとしたシリーズ全体の販売が
伸長しました。売上高は、映画コンテンツの商品展開

タカラトミーグループは、創業以来、約 30 年ごとに 3

が一巡した影響に加えて、ベビー、プリスクール関連や

回、大きな変貌を遂げてきました。1924 年の創業時は

農耕車両玩具の販売が低調に推移したことで、前期比

ブリキのおもちゃを職人が手作りをしていました。プラ

19.4％減の8,573百万円となりましたが、事業の立て

スチックで大量生産するようになったのが 第 2 の創業

直しにかかる販売コストの減少などにより、営業損失は

です。第 3 の創業でアニメをはじめとしたマスメディアと

581百万円と、前期の営業損失2,418百万円から大幅

連動するようになりました。そして今、第 4 の創業がデ

に改善しました。

ジタルとグローバル化で、今後 30 年の道を描きながら
前進しています。

オセアニア

「意識
2014 年 5 月の新中期経営方針においては、

オセアニアにおいては、前期に人気を博した映画コン

改革」
「商品改革」
「ビジネスの構造改革」の 3 つの改

テンツの商品展開が一巡したものの、
「ポケモン」関連

革を発表しました。
「意識改革」ではリスクを取る精神、

商品の販売が好調に推移しました。また、強い営業力

グローバル化の必要性を説き、社員の意識変革を推し

を活かして日本商品の展開も積極的に進め、トイメー

進めてきました。また、
「商品改革」では、開発人員を

カーシェアで初のトップ10入りを果たしました。売上

「ビジ
2 倍にするなど、商品力強化に努めてきました。

高は前期から横ばいの2,509百万円となりましたが、

ネスの構造改革」は、グローバル化を推進す

販売費及び一般管理費の削減により、営業利益は57

るために国内外の

百万円と、前期の営業損失104百万円から黒字

オペレーション

化しました。

を、より迅速な
意 思決 定を

アジア

可能とする体

アジア地域においては、シンガポールに TOMY

制へと大き

SOUTHEAST ASIA PTE. LTD. を 開 設し、2016

く変 更しまし

年11月より、東南アジアでの販売及びマーケティ

た。変化の激し

ング活 動を開 始しました。人気の高い「トミカ」

いおもちゃ業界で

は、玩具代理店と連携した売場づくりと、コンビニ

は、海 外を含める

エンスストアや書店など POAの拡 大に取り組み、

と毎日のように市 場

販売が好調に推移しました。また、国や地域の購買

動向は変化しており、そ

水準と現地の子どもたちの嗜好を反映した「 TOMICA

COOL DRIVE 」を中国やインドネシアなど5か国で販
売したほか、韓国、香港、台湾ではテレビアニメ放送が

れに対応して素早く動けるよう
に社内のレイヤーを約 2 割削減しました。
新中期経営方針では、改革を強力に推し進めてきま

始まった「ベイブレードバースト」が好評を博しました。

した。2017 年 3 月期の業績を見れば、数字面からも

（Hong Kong）Ltd.で の欧米
一方で、生 産子会社TOMY

これら改革が着実に進捗したことが表れていますが、こ

向け出荷の減少などにより、売上高は前期比16.6％減

うした改革が全部まとまった成功例は「リカちゃん」の

の47,771百万円、営業利益は同17.4％減の725百万円

進化にも表れています。

となりました。

2017年に50周年を迎える「リカちゃん」は、改革を
開始した2014年当初、知名度は高いものの、売上は厳
しい状況となっていました。そこで、SNSを活用し大人

24

の女性にも支持されるブランド化に着手しました。
「リ
カちゃん」のツイッターアカウントを作り、各地を旅した
様子や、行列ができるカフェや流行りのファッションの

年 4 月からテレビアニメがスタートし、国内累計販売数

ことなどを大人の女性に向けて発信し、ブランド価値

が1,000万個を突破する大ヒットとなっています。また、

向上に努めました。このことにより、化粧品の広告に起

国内と同時期から台湾・香港での発売を開始するなど、

用されたり、コラボレーションキャラクターに任命され

アジア地域では、テレビアニメ放送と商品発売が順次、

るなど、タレント的に活動する場が広がりました。商品

始まっています。また、2016年秋には、カナダでアニメ

としては、2016年6月、少し大人っぽいリアルクローズ

放送と商品発売をスタートさせ、年末にはアメリカでも

の「リカビジューシリーズ」を発売し好評を得ました。こ

アニメ放送を開始しています。さらには、2017年夏に

うした取り組みの結果 「
、リカちゃん」の売 上は、改革

欧州での展開が始まり、
「ベイブレードバースト」の世界

着手前から大きく伸びました。また、2017年 3月には、

展開が本格化しています。

「リカちゃん」のパパの出身地であるフランス公邸から、
「2017年度 フランス観光親善大使」に任命され活動を
続けています。
このように単に商品を販売するのではなく、
「リカちゃ

「スナックワールド」
（株 式 会社レベルファイブ）は、

2016年12月に「月刊コロコロコミック」での漫画連載
が 開 始され たのを皮 切りに、2017年4月からはテレ
ビアニメ放 送が開 始、映画化もすでに決 定しており、

ん」のように、
ブランドとしての展開を図ることを推進し

2017年8月には、ニンテンドー 3DSソフト「スナック

ていきます。

ワールド トレジャラーズ」も発売されました。この大規
模なクロスメディア展開の中で、タカラトミーは、ゲーム

将来成長を担う事業

と完全連動する玩具ならびにアミューズメントマシンの
展開をグループ一丸となって推進していきます。玩具展

スマートフォンやタブレットの普及、SNS やソーシャル

開においては、アニメの主人公が使用するもののデザ

ゲーム等の拡大などによって、おもちゃのあり方や遊び

インを完全再現しながらも、株式会社村田製作所の小

方が大きく変化している今、タカラトミーでは、本格的な

型 NFCチップを内蔵することでゲームとの直感的な連

グローバル化に対応できる経営基盤を整えながら、長

動を実現するなど、これまでにないコレクション玩具と

い歴史の中で育成した商品やブランドを時代とともに

なっています。

進化する遊びに対応させるなど、常に「新しい遊びの価

このほかにも、3年連続で映画が公開される「トラン

値」の提供に努めています。ここでは、将来の成長を担

スフォーマー」や、玩具メーカーとして初めて家電・IT見

うこうした事業として、2017年に大きな一歩を踏み出す

ジャパン2016」に出展し
本 市「CEATEC（シーテック）

「ベイブレードバースト」のグローバル展開と「スナック

て大いに注目を集めた
「JOY! VR 宇宙の旅人」に続く、

ワールド」の玩具展開の2 つの事例を紹介します。

2015年 7月より展開を開始したBIG BET（最重点商
品）、次世代ベーゴマ「ベイブレードバースト」は、2016

アナログ玩具にデジタル要素を加えた
「おもちゃ 4.0」
など、今後の成長に貢献できる商品ラインナップを整え
ています。

EPISODE 2

新たな価値を成長に結びつける戦略
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今後の展望

2018年3月期は、引き続き収益基盤である主力ブラン
ドに経営資源を集中投下するとともに、国内商品の海
外市 場への導入などを推 進していきます。国内では、

ステークホルダーの皆様へ

ドライブ遊びが楽しめる「ぐるぐるシュート!!DXトミカ

株主の皆様への安定的な利益還元は、当社経

パーキング」や、2017年が50周年にあたる「リカちゃ

営の重要課題の一つであり、経営基盤の強化と

ん」など、引き続き定番商品である「トミカ」
「プラレー

利益率の向上に努め、安定的な配当の継続を

ル」
「リカちゃん」の商品ラインの充実と拡大に努めま

基本に、業績などを勘案した上で配当金額を決

す。また、当社が原作を手がけた「トミカ」
発のテレビア

定していく方針です。内部留保については、有利

ニメーション作品『トミカハイパーレスキュー ドライブ

子負債の圧縮等財務体質の強化を図りつつ、グ

ヘッド 機動救急警察』、さらには女の子向け特撮テレビ

ローバル展開など中長期成長分野への事業投

シリーズ『アイドル×戦 士 ミラクルちゅーんず！』など

資等に活用してまいります。2017 年 3 月期は、

多数のキャラクター商品を展開していきます。さらに、

中間配当金、期末配当金とも 1 株当たり 5 円と

「スナックワールド」の玩具及びアミューズメントマシン

し、年間配当金は１株当たり 10 円となりました

の展開を図るほか、トレーディングカードゲーム「デュ

が、2018 年 3 月期についても同水準を予定し

エル・マスターズ」については新規層の獲得を目的とし

ています。

た商品とプロモーションの強化を継続していきます。海

1924 年の創業以来 、すべてのステークホル

外においては、事業の立て直しを引き続き推し進め、さ

ダー（こどもたち / わたしたち / 株主 / パート

らなる収益性の改善を図ります。商品展開に関しては、

ナー / 社会）の「夢」の実現を企業理念として取

「ベイブレードバースト」の欧州での展開が始まるほか、

り組んでまいりました。これからも、新たな時代

2017年から3年連続での公開が予定されている映画

のおもちゃづくりの中で、継続的に新しい付加

『トランスフォーマー』の関連商品を全世界でビジネス

価値及びブランド創出を図ることで、変化する

展開していきます。
こうした 取り組み を 通じて、2018 年3月期 の 通 期
連 結 業 績は 2017年 5 月10 日 公 表 のとおり、売 上 高
、
営 業 利 益8,000
170,000百 万 円（前 期 比1.4 ％ 増）
百万円（同3.3％増）
、経常利益8,000百万円（同2.3％
増）、親会社株主に帰属する当期純利益 5,500百万円
（同2.4％増）と、増収増益を予想しています。
このような今後注力するテレビまたは映画キャラク
ターなど新規コンテンツ（オリジナルコンテンツ含む）
の取得出資やスマホアプリ事業の強化、さらには新規
コンテンツ関連も含めた玩具製造に必要となる資金を、

2017年3月期第4四半期に自己株式の処分及び株式の
売出しを通じて調達しています。

時代を生きる子どもたちとともに成長してまいり
たいと思いますので、引き続きご支援を賜りま
すようお願い申し上げます。
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新たな価値を創出する取り組み
タカラトミーグループは、どのような形で、これまでとは異なる新たな価値を創出するのか。2017年に
リリースした当社オリジナルのテレビ連動コンテンツ、国内市場において新たなビジネスチャンスとし
（Point of
て投入したスマートフォン向けのゲームアプリ、さらには国内外で着実に成果をあげる POA
「コンテンツ創出」
「デジタル」
「POA 」の3つの視
Availability：販売箇所）の拡大に向けた諸施策を、
点から、具体的な商品や事例を通じて紹介します。

EPISODE 3

新たな価値を創出する取り組み
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毎日新たな驚きを！年間360 の新製品を創出する「ガチャ」
タカラトミーアーツから発売するカプセル玩具「ガチャ」の新製品
は年間360アイテム超 。毎日1 個、新しいアイテムを世に送り出して
いる計算です。カプセルには、
「ポケットトミカ」
「カプセルプラレー
ル」をはじめとしたオリジナルコンテンツから、お菓子を模したキー
チェーン、企業コラボで実現した「信号機」
「郵便ポスト」、実用的な
「腕時計」まであらゆるジャンルのミニチュア玩具と大きな驚きが
詰まっています。ネットでガチャの販売箇所や人気アイテムを検索
できるシステムやスマホアプリ「ガチャナビ」もリリースしています。

28
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コンテンツ創出

アニメの表現を超える「実写版」テレビシリーズとの連動
2017年4月、タカラトミー原作で当社初となる女の子向

と同じものを入手することができ、よりリアル感をもっ

け特撮テレビシリーズ『アイドル×戦士 ミラクルちゅー

て、変身遊びや攻撃遊びを楽しむことができます。また、

んず！』が放送開始となり、あわせて関連玩具の発売も

それぞれの商品には、リアル感を追求するため、劇中に

開始しました。
『アイドル×戦士 ミラクルちゅーんず！』

おける主人公たちの変身動作や攻撃動作と同じセリフ、

は、女の子たちの「なりたい職業」として人気の高い「ア

光、効果音を楽しめる機能を搭載し、さらにドラマのキー

イドル」がテーマです。主人公たちが歌やダンスの力で

アイテムである「サウンドジュエル」には、他の「ミラクル

悪を倒し、世界の平和を守るストーリーで、習い事やス

ちゅーんず！」商品の遊びを拡張する機能も仕掛けられ

ポーツとして子どもたちから人気の高い「ダンス」の要素

ています。

を取り入れ、女の子たちがマネをしたくなるような“かっ

本作品は、従来のテレビ商品化企画と異なり、各業界

こいい×かわいい”を体現できるミュージックバトルを

のスペシャリストとタッグを組むことで実現しました。

具現化しています。アニメとしての表現ではなく実写で

ジャンルを問わず80 を超える作品を発表し、幅広い層

あることから、テレビを見ている女の子たちは、変身アイ

からの支持を得ている三池崇史氏が本作品の監督及び

テム「ミラクルポッド」や攻撃アイテム「ミラクルタクト」

総監督を務めるほか 、
「アイドル×戦士」には欠かせな

などといった主人公たちが劇中で使用しているアイテム

い歌とダンスについては、本格的なダンス＆ボーカルス

© TOMY・OLM / ミラクルちゅーんず！製作委員会・テレビ東京
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トミカ史上初のテレビアニメコンテンツ
クールである株 式会社expgが監修しています。また、

コンテンツ展開においてはさらに、タカラトミー原作の

テレビドラマのほか、玩具及び玩具周辺商品の展開は

テレビアニメシリーズ『トミカハイパーレスキュー ドライ

もちろんのこと、漫画の連載、さらには劇中に登場する

ブヘッド 機動救急警察』も2017年4月よりテレビ放送

主人公たちが現実世界で実際にアイドル活動を行うな

を開始しています。この作品は、
「トミカが大型ビークル

ど、作品の世界 観と現実世界が深く連動するメディア

と合体し、さらに変形する！」というコンセプトのトミカ

ミックス展開をボーダーレスに行っています。

ハイパーシリーズ10周年記念シリーズがお客様からの
好評を博したことを踏まえ、トミカ47年の歴史で初め
て、玩具と完全連動するテレビアニメでのコンテンツ展
開を実現しました。本作品は、勧善懲悪をメインとする
のではなく、トミカハイパーシリーズで受け継がれてき
た超災害事件や重大犯罪から人々を「救う」ことをテー
マにしており、トミカらしさを大切にしながらテーマや
ビークルを描写することで、多くのファンの方に楽しんで
いただけるような作品づくりを心がけました。

© TOMY / ドライブヘッド・TBS

30

株式会社タカラトミー

アニュアルレポート 2017

デジタル（アプリ）

アクション玩具×スマホゲームによるチームバトル
2017年4 月、メカ生体がモチーフのアクション玩具シ

のアプリ市場ではまだ参入タイトルが少ないゲームジャ

リーズ「ゾイド」の新プロジェクトとして、スマートフォン

ンルですが、競合他社に先駆けてチャレンジし、
「ゾイ

向けゲームアプリ「ZOIDS FIELD OF REBELLION 」がリ

ド」の世界観を舞台にしたチームバトルを実現しました。

リースされました。事前登録者数は50万人超とリリース

ユーザーの声に耳を傾けながら、アプリのさらなる改善

前から高い期待を集め、リリース翌日にはApp Store

や、継続して楽しんでいただける運営に努め、さらに、ア

収益ランキングの50 位以内にランクインするなど、発売

ジアや北米などの海外展開も視野に入れていきます。ま

当初から多くのユーザーに楽しんでいただいています。

た、日本国内でも拡大が予想される
「e-sports」市場を

本アプリの大きな特徴の一つが、オンラインで接続され

見据え、スマートフォンの枠にとどまらず、パソコン向け

た複数のプレイヤーが二つのチームに分かれてバトルす

オンラインゲームへの二次展開についても検討していき

（ Multiplayer Online Battle Arena）とい
るMOBA

ます。

うゲームシステムを採 用していることです。日本国内

© TOMY ZOIDS is a trademark of TOMY Company,Ltd and used under license.
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スマホ向け本格デジタルカードゲームの配信開始
デジタルについてはもう一つ最近の取り組みがありま

ディングカードゲームと同じような考え方で、そのアウト

（ウィクロス）」
す。
「デュエル・マスターズ」や「WIXOSS

プットの場をアプリというデジタルにした本作品では、

などに代表される大人から子どもまで楽しめるトレー

例えば希少性の高いカードが場に出た時にバックで流

ディングカードゲームが、2016年12月にデジタルと

れるBGM が変化したり、カードプレイ時の声に人気声

なって、スマートフォン向け本格デジタルカードゲームア

優を起用するなど、従来の紙ベースでの遊びでは再現

プリ「 WAR OF BRAINS 」として配信を開始しました。

できない効果や演出にこだわることで、デジタルならで

カードゲームで実績のある株式会社ホビージャパンと

はのカードゲームをユーザーに楽しんでいただけるよう

の強力タッグで開発されたこの戦略型カードバトルア

工夫しています。2017年8月には大幅なアップデートも

プリでは、国ごとに特性の異なる300 種類以上のデジ

実施しており、さらなるユーザー層の獲得と、海外展開

を構築し、電子世
タルカードの中から、40 枚で“デッキ”

も視野に入れていきます。

界のライバルと国を背 負って戦います。従 来のトレー

2017 年 8 月からタイトルを「WAR OF BRAINS Re: Boot」に
刷新し、大型アップデートを実施

© TOMY
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POA
流通チャネルの拡大とチャネル向け商品開発・価格戦略の展開
2015 年 以 来、国 内 玩 具 の POA（ Poi n t of Avail -

売上の拡大につながりました 。さらには、テレビ通販や

ability：販売箇所）の拡大を推進してきました。2015

ベビー専門店チェーンにおいても、子どもだけでなく、

年にはまず、中学生未満の子どもの行く場所を詳細に

親・祖父母に向けて一般玩具の導入・販売を実施してい

調査し、その結果、上位に入った業 態に向けてのアプ

ます。

ローチを開始しました。そして、翌 2016 年には、POA
の拡大に成功した業態に対し、さらなる深耕開拓に軸
足を置いた営業活動を推進しました。コンビニエンス
ストアや書店では流 通の環 境や消費者属性に合った
オリジナル商品の開発を進めたことで、POA 、売上と
もに大きな成 果を残すことができました。また、外食
チェーンやドラッグストアに向けては、低 価 格商品や
店頭販促・売場づくりの提案を実施することで、POA・

韓国

パーキングエリアでの展開

シンガポール

国内書店での展開

ガソリンスタンドでの展開

EPISODE 3

新たな価値を創出する取り組み
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低価格玩具「ガチャ」の空港及びグローバルな展開
POAの拡大は、一般玩具にとどまりません。カプセル

の導入促進に取り組んでいます。POAを拡大すると同

「ガ
玩具である「ガチャ」もPOA 拡 大を進めています。

時に、一度獲得した売場の継続にも注力し、成功パター

チャ」の既存販売先はスーパーなどのGMS・家電量販

ンについては水平展開を推し進めることで、さらなる成

店・レンタルショップ・外食チェーン等になりますが、よ

長へとつなげていきます。

り不特定多数の人に向けて「ガチャ」との接点を増やし
たいという目的で新たに設置を始めたのが鉄道駅の構
内です。設置するだけでなく、定期的なイベントを開催
することで同時にファン創出も図っています。また、大い
に話題になっているのが空港での展開です。成田国際
空港や関西国際空港などでは、外国人観光客に向け日
本のカルチャーが詰まったお土産として100 台以上の
ガチャマシンを展開し好評を得ています。この成功を
受け、POA が全国の空港に広がりを見せています。
一方、アジアを中心とした海外展開においても POA
の拡大は大きなテーマです。国によって異なる商習慣
を見極めながら、顧客層、流通網に合わせた商品展開
を進め、POAの拡大に努めています。なかでもコンビ
ニエンスストアを中心にインドネシア、タイ、韓国、中国、
シンガポールなど、30,000 店を超える店舗への商品

成田国際空港で展開しているガチャマシン
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E PISO D E 4
ステークホルダーとの価値共創
タカラトミーグループのおもちゃづくりは企画・開発から、製造、販売、アフターサービスまで一連の
事業活動を通じて実現されています。その一つ一つのプロセスは、様々なニーズを抱えたお客様、そ
れに応える従業員やパートナー、そして社会・環境と関わりながら、付加価値を生み出しています。こ
のような価値共創プロセスにおいて、ステークホルダーと課題を共有し、ともにその解決を目指すこ
とが企業の持続的な成長にとって極めて重要であると認識し、長期的な視点に立って取り組みを推
進しています。

グッドデザイン・
ロングライフデザイン賞

教育応援
グランプリ

受賞

銀賞

「トランスフォーマー
マスターピースシリーズ」

小学校への出張授業
プログラム

第 59 回
日本雑誌広告賞
銀賞
「リカちゃん」大人向け
ブランド「LiccA」

青少年の
体験活動
推進企業表彰
審査委員会奨励賞
小学校への出張授業
プログラム

GP

（グリーン
プリンティング）

環境大賞
大賞
リカちゃんの
カタログ

EPISODE 4

LACP
2015/16
Vision Awards
世界ランキング 7 位
コンシューマー部門
プラチナ賞（1位）

ステークホルダーとの価値共創
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International
ARC Awards
サマリー・アニュアル
レポート部門大賞
玩具部門金賞

日本
おもちゃ大賞
日本
おもちゃ大賞

2016

共遊玩具部門

2016

大賞

イノベイティブ・トイ部門

大賞
日本
おもちゃ大賞

2016

ボーイズ・トイ部門

大賞

2016 年度の外部評価：10 個の受賞実績
タカラトミーグループでは、ステークホルダーの皆様との価値共
創に向けた取り組みを進めています。そして、ものづくりをはじ
め、環境活動、次世代教育支援活動、バリアフリー活動（共遊玩
具）、株主・投資家へのコミュニケーション活動など、幅広い分野
においてその取り組みをご評価いただきました。
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「未来」に繋ぐべきもの

私 たちは 昨 年 度、グル ープ 横 断となるCSR 推 進プロ
ジェクトを起ち上げ、企 業 市民としてこれまでの事 業

「永遠に栄えんと願うものは自他共に栄えされば能
はざる事を悟るべきなり」

活動において“当たり前”に取り組んできた様々な事

先人たちは生業であるおもちゃを通して、先々の世

案について、改めて精 査し、現 状をまとめ上げ、随 時

の中の発展に力を尽くそうと誓い合ったのです。
「企業

情報開示に努めてまいりました。私たちを取り巻く多

の社会的責任」
「持 続可能な社会」といった言 葉が世

くの課題に対し、これまで真摯に向き合ってきたこと

の中に存在していなかった時のことでした。

に嘘偽りはありませんが、一方で、それでもいまだ力

おもちゃはいつの時代も、子どもたちの健やかな成

及ばぬ課題、時代の変化に伴って新たに対処すべき課

長の一助となるものであると私は考えます。だからこそ

題、また、私たちおもちゃ屋だからこそできる課題、そ

私たちおもちゃを生業とする者は、本業が担うべき役

うした様々な課題が見えてきたことも事実です。

割使命に誇りと責務を持ち続けなければなりません。

昭 和 5 年、創 業 者ら先 人 たちは 玩 具 製 造 業 者によ

「世界中の子どもたちがもっと楽しく、もっと笑 顔

る同志会を設立いたしました。その後発 表された「東

に。」―「過去」から「現在」、そして「未来」へと繋いで

京玩具工 業同志会産業 指導 精神」と題した起草文の

いくべきものはとてもシンプルなものなのだと思って

中には、玩 具 産 業に携わる者の戒 めとして経 営 者座

います。

右の銘が記されています。

代表取締役会長

CSR 推進プロジェクトオーナー

富山 幹太郎
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CSR 方針

“

”

私たちは、生業である おもちゃ を通じて広く社会に貢献してまいります。
私たちタカラトミーグループの創 業理 念である「われ

当社グループでは、ISO26000 を、当社グループが

らの優良な商品で世界の市 場をにぎわせよう」
「誠 意

社 会 的 責任を果 たす上での重 要なガイドラインと捉

と努力は他を益し自己の幸福の基となる」は、時代を

え、そこに定義された 7つの中核主題を網羅するかた

超 えて脈々と受け継 がれ、この 信 条 が 私 たちの CSR

ちで取り組むべき3つの「重要主題」を制定し、グルー

方針の土台となっています。

プ横断組織である「 CSR 推進プロジェクト」を通じて、
中・長期的な取り組みを推進しています。

重要主題

1

ものづくりへのこだわり

消費者課 題

ステークホルダー

子どもたち、お客様

組 織 統治

環境

働

参
画
展

慣行

創業理念

2

公正

ステークホルダー

従業員、株主、投資家、パートナー

社会・地球環境との共存
ステークホルダー

労

発

健全な経営の実行
重要主題

の
へ
ティ の
コミュニ ティ
ニ
コミュ

重要主題

3

権
人

C S R 方針

地域、社会、地球環境

な事 業 慣 行
（図：取り組むべき3つの主題と、社会的責任の国際規格 ISO26000 中核主題）
重要主題1：ものづくりへのこだわり 重要主題2：健全な経営の実行
重要主題3：社会・地球環境との共存

プロジェクト体制図
タカラトミーの各部署と国内外グループ会社から選出された計 25 名のメンバーによるプロジェクト
取締役会

CSR推進プロジェクト
プロジェクトオーナー ：

タカラトミー

タカラトミーマーケティング

タカラトミーアーツ

キデイランド

トミーテック

タカラトミーアイビス

タカラトミーフィールドテック

トミーインターナショナル

代表取締役会長
オブザーバー ：

執行役員

事務局
計

25名

（2017 年 3 月31 日現在）
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ものづくりへのこだわり

した場合でも、当該商品の市場への流出を防止できる

おもちゃの安全品質

体制を整え、商品の継続的な安全品質の確保、管理の
子どもたちが楽しく遊ぶおもちゃだからこそ、ケガや事

徹底に取り組んでいます。

故は絶対に起こしてはなりません。タカラトミーグルー

おもちゃの安全配慮は、時代に沿った新たな遊びの

プでは
「安全で安心できる商品づくりを環境に配慮して

登場やテクノロジーの進化とともに変化するため、こう

行い、世界のお客様に魅力のある良質なおもちゃを提

した規定や安全基準、検査内容は随時更新し、常に徹

供します」を品質の基本方針として掲げています。おも

底した安全品質管理に努めています。また、国内外グ

ちゃの高い品質と安全性を確保することを、企画・開発

ループすべての従業員の教育と啓発を目的とし、全従業

から販売、アフターサービスまでのすべての過程におい

員が一堂に会して安全品質の大切さを考える「安全の

て重視することで、競争力のあるおもちゃづくりにつな

日」を定めています。本会合を年1 回は必ず開催するこ

げています。

とを
「商品安全品質管理規程」にも定めており、全社的

商品のグローバル展開に合わせ、STマークに代表さ
れるような玩具業界での安全基準や、各国の安全基準
より厳格な独自の安全基準に照らした検査を実施する

な認識と理解促進、商品への反映に努めています。

500!

ほか、
「商品安全品質管理規程」を策定し、企画から生
産まで一連の流れを仕組み化することで、安全の確保と
問題の未然防止に取り組んでいます。また、
重金属・フタ
ル酸エステル類の混入を防ぐための検査を、外部検査
機関に加え社内でも実施しています。万一、商品に混入

トミカの安全品質に関わるチェッ
クポイントは、約 500 項 目にも
及びます

タカラトミー品質規程書

おもちゃの安全品質検査の例

CHECK

輸送船やトラックの中
など、輸送コンテナ内
の環境を再現した
検査機の中に
商品を入れて、
検査を行っています。

1

CHECK

子どもたちが
飲みこまないように、
スモールパーツシリンダー
という子どもの口の大きさの
筒を使って、部品の大きさを
検査しています。

イト
↓ラ

光ってないから
安全！

3

CHECK

CHECK

2

尖った箇所で子どもたちが
ケガをしないように、シャープ
ポイントテスターという機材で
検査をします。尖った
箇所は、ライトが
光ります。

5

落とした時に危ない
壊れ方はしないか、
落下テストを
行います。

CHECK

4

テンションゲージ
という機材を使って、
引っ張っても壊れないか
を検査します。
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おもちゃづくりにおいては、安全性と楽しさのバラン

安全への取り組みは、おもちゃがお客様の手に届い

スを保つことが大切です。わくわくするような楽しさの

てからも続きます。お客様相談室で受けるおもちゃのご

なかでも安全に遊んでいただけるよう、お客様に守って

相談やご意見、お問い合わせなどは、年間約24万件に

いただきたい事項はパッケージや取扱説明書、ウェブサ

もなります。その内容を正しく記録して分析し、有益で

イトに表示しているほか、対象年齢の表示や、使用対象

大切な情報としてすべて社内に適切にフィードバックを

となる子どもの行動を予測した上での警告・注意喚起、

しています。
なかでも特に注意が必要なのが、ケガや事

子どもでもわかりやすいピクトグラムの使用など、子ど

故のおそれがある場合です。
「子どもが思いがけない使

もたち目線での安全対策にも注力しています。

い方をしてしまった」といったヒヤリハット事例は、お客
様相談室で詳しく検証した後、社内で対策を共有して
対応するとともに、次のものづくりにも活かしています。

「安全配慮」にこだわる
お客様対応
ピクトグラムの例

社内に掲示されている
「お客様からの手紙」

当社公式サイトでの注意喚起

各種の検査装置を使用した社内検査
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おもちゃで広げる、心のバリアフリー

「共遊玩具」は、視覚障害に対しては、スイッチの 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

当社グループでは、創業者が遺した言葉「世の中のため

工夫を、聴覚障害に対しては音に加え、光、振動、文字、

になる企業経営」を形にすべく、障害の有無にかかわら

動き、絵などの要素でも遊びを盛り上げる工夫がなされ

ず
「誰もが楽しめるおもちゃ」を目指して取り組みを続

ています。

けています。

当社グループが「誰もが楽しめるおもちゃ」の企画・開

当社グループでは1980年に障害者専用の玩具の開

発に積極的に取り組み続け、業界を先導してきた歴史

発を開始し、その後、目や耳が不自由な子どもたちも一

は37年になり、現在では毎年100種以上が「共遊玩具」

緒に遊べるおもちゃ
「共遊玩具」として一般向けおもちゃ

の認定を受けています。

へと発展しました。現在その活動は、玩具業界全体の取

こうした普及への功績から、2009年には「バリアフ

り組みへと広がり、
（一社）日本玩具協会の「共遊玩具推

リー・ユニバーサルデザイン推進功労者表彰 内閣府特

進部会」によるモニター審査を受け認定された商品パッ

命担当大臣表彰優良賞」を受賞し、さらに2013年から

ケージに「盲導犬マーク」
「うさぎマーク」を表示し、一般

4年連続で「日本おもちゃ大賞」の共遊玩具部門におい
て大賞を受賞、2010年から 8 年連続で入賞を果たすな

の玩具売場でも識別しやすくしています。

ど、外部からも高い評価を得ています。

共遊玩具のマーク
視 覚 障 害や聴 覚 障 害のある人も楽し
く遊べると認められたおもちゃについ
てます

スイッチの凸印

耳の不自由な子どもたちも一緒に

“見て楽しめる”工夫をした
Hello!Woonyan

（ハロー！ウ～ニャン）

“聞いて楽しめる”工夫をした
ムニュムニュ
ドレミファキャットシリーズ

目の不自由な子どもたちも一緒に

“触って楽しめる”
工夫をしたアニアシリーズ

© TOMY © T- ARTS

シニアの方も一緒に
楽しめる工夫をした
おはなししようね 夢の子ユメル 夢の子ネルル
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一方で、
「共 遊玩 具」が 配 慮している目や耳が 不自
由な子どもたちに加え、よりたくさんの人たちに楽しん
でいただける配慮も必要だと考えています。そのため、
障害のある子どもたちのみならずご高齢の方へのモニ
ター調査を継続的に実施し、開発に活かしています。ま

専門の社員による講演

た、
「共遊玩具」などの配慮点や専門家から見たおすす
めポイントを掲載した
「やさしさを育むおもちゃカタロ
グ」を発刊するともに、当社グループの活動をよりたくさ
んの人に知っていただくために、国際福祉機器展等のイ
ベントでの周知活動のほか、大学等での講義活動や子
どもたちへの出張授業にも取り組むことで、障害への
理解（心のバリアフリー）を促進しています。
国際福祉機器展

発達障害のある子どもたちも一緒に

福島バリアフリー
おもちゃ博への協力

楽しめる工夫をした
小学館の図鑑 N EOPad
© TOMY

© 小学館

大学での講義協力の様子

様々なおもちゃの配慮を１冊のカタログにまとめました。
専門家からのオススメポイントもご紹介しています。
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「ブランド」の成長を支える知的財産戦略

複合的な知的財産権の取得

当社グループでは、独創性に富んだものづくりを続け、

当社グループでは、企画・開発の初期段階から、知的財

新しい遊びの価値創造に取り組んできました。
「商品」

産部門と事業部門・研究開発 部門とが緊密に連携し、

から「ブランド」へと成長戦略を推し進める中で、中核

新規性・進歩性のある技術について、積極的に特許権を

となる玩具事業を強化する施 策の一つとして、
“攻め”

取得し、事業優位性の確保に努めています。また、特許

の知的財産戦略を実行しています。

権のみならず、独創的な商品デザインについては意匠

具体的には、商品の企画・開発の成果及び当社独自の
ブランドについて知的財産権を積極的に取得し、その
活用と保護を推進することで、ブランド価値の創造とブ
ランドの持続的な成長を支えています。

権、当社独自のブランド・商品名については商標権を取
得しています。
例えば「ベイブレードバースト」は、相手を破壊して勝
つバーストギミックで新しい遊びの価値を加えました
が、このバーストギミックや、スマートフォン用アプリに
バトルの記録を残すための「ベイロガー」などの独創的
な発明に関して特許権を取得しています。また、コマ本
体、ランチャーやワインダーなど付属品のデザインに関
しては意匠権、ブランド名や各商品の名称については商

商標権

特許権

著作権
相手を破壊して勝つバーストギミック

EPISODE 4
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標権を取得し、また、パッケージデザインなどは著作権

知的財産権侵害への対策

により保護されています。このように、ひとつのブランド
や商材に対して様々な知的財産権を複合的に取得し保

当社グループの知的財産権を侵害する行為は、当社グ

有することで、技術や遊びも含めたブランド価値の確立

ループに損失をもたらし、ブランドを傷付けるものです。

とそのブランドの持続的な成長につなげています。

具体的には、知的財産権を侵害する模倣品を製造、販

「ベイブレードバースト」に限らず、
「トミカ」
「プラレー

売する行為や、SNSに当社の著作物を無断掲載する行

ル」
「リカちゃん」をはじめとする他のブランドについても

為などが挙げられますが、当社グループはブランドを保

同様の戦略を実行しており、特許出願件数は玩具メー

護し、ひいてはお客様を模倣品被害等から守るために

カーとしてはトップクラスです。また、2016年の国内意

知的財産権を行使し、適切な措置を講じています。

匠登録件数及び商標登録件数は、いずれも出願人全体

一例として、模倣品の流通を防ぐため、中国のE C サイ

の上位20社にランクインし、玩具メーカーとしてはトップ

トを定期的に監視し、知的財産権侵害品を発見した場

の件数を誇っています（意匠登録件数16位、商標登録

合、速やかにサイト運営者に対して削除申し立てを実施

。
件数12位 ／「特許行政年次報告書2017年版」より）

しています。また、国内のE C サイト運営者とも緊密に連

さらに近年は、特許権の質の向上と早期権利化、及び

携して模倣品対策を実施しています。

欧米、アジア等の海外事業展開に応じた諸外国での知
的財産権の取得を積極的に推進しています。

他者の知的財産権の尊重
他者の知的財産権を侵害しながら事業を推進するこ
とは許されません。当社グループでは、商品開発の過程
で、他者の特許権、商標権等の知的財産権を徹底的に
調査することで、知的財産権の侵害を予防しています。
また、社員に対して、e-ラーニング等による知的財産教
育を実施し、他者の知的財産権を尊重するよう周知・徹
底しています。

侵害の予防

他者の特許権、商標権
等の侵害有無の調査
商品公表前に、特許、
意匠、商標出願

意匠権

知的財産権の取得

侵害への対策

・質の高い権利の取得
・早期権利化
・欧米、アジアへの出願
模倣品、権利侵害 行為
の監視、対策の実施

ブランドの確立・成長
©Hiro Morita,BBB Project, TV TOKYO
© TOMY
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社会・地球環境との共存

環境活動

きレールセット」は随所にエコの工夫をしたセットです。
省電力の工夫を施し車両の走行時間は4倍になるなど、

当社グループは、環境に配慮したおもちゃづくりを推進

遊ぶ時の環境配慮はもちろん、おもちゃづくりの過程

するとともに、子どもたちにとって身近な“おもちゃ”

でも資源の有効活用に取り組み、レールや橋脚には、

を通じて環境への気づきを育むことで、持続可能な社

「エコ直 線
原材料に再生材料が50 ％以 上配合された

会を形成していくことを目指し、
「100ねんあそぼ。」を

レール」
「エコ曲線レール」
「エコブロック橋脚」を使用し

コンセプトに、環境活動の柱である「エコトイ」活動に

ています。また、パッケージでも、印刷用インクには植

取り組んでいます。

物油インクを使用し、パッケージ断裁時に余った部分
の紙を使用してペーパークラフトの情景部品とするな

環境にやさしいおもちゃづくり

ど、環境に配慮しています。

私たちは資源の有効活用と、環境に配慮したおもちゃ

また、事業活動における環境負荷の低減に向けては、

「エコトイ」の開発に取り組んでいます。
「エコトイ」は、

事業活動に伴って発生した排出物を、法令を守って適切

グループ横断組織「エコトイ委員会」が第三者機関から

に処理することはもちろん、可能な限り資源として活用

の助言を得て定めた8つの環 境 配慮基 準「エコトイ基

されるよう努めています。例えば国内に工場を所有する

準」を1 つ以上クリアした商品です。パッケージに「エコ

（株）
トミーテックでは、プラスチック成形時に排出され

トイ」
マークを表示してお客様に環境配慮の工夫をわか

る廃材を粉砕しリサイクルしています。また、物流にお

りやすく伝えるとともに、おもちゃ市場にグリーン購入

いても、段ボールや緩衝材の使用量削減や、緩衝材へ

の取り組みが広がっていくよう努めています。

の100％古紙利用や繰り返し使える折りたたみコンテ

2017年 4月に新たに発 売した鉄 道玩 具プラレール
の「にぎやかアナウンス！サウンドＥ７系新幹線かがや

ナの利用、異業種間共同輸送の実施などを通じて、環
境負荷の低減に努めています。

にぎやかアナウンス！サウンドＥ７系新幹線かがやきレールセット

省 電 力で 走行

時 間は4倍！

レールと橋脚は原材料に再生材料が50％以上配 合！

※

JR 東日本商品化許諾済

パッケージは 植物 油イ
ンク
を使 用し、環境に配 慮！

※

〈対象〉エコ直線レール、エコ曲線
レール、エコブロック橋脚
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子どもたちとの環境コミュニケーション
当社グループではおもちゃを通じて子どもたちに地球環
境を考えるきっかけを提供しています。店頭でのイベン
トや環境・エネルギーの総合展示会エコプロのほか、小・
中・高校生を対象とした社会見学の受け入れ、
「プラレー
ル」を題材に、長く遊べるおもちゃづくりやリサイクル、
グリーン購入などを学べる小学生向け出張授業の実施
など、次世代教育支援活動に取り組んでおり、学習を終
えた子どもたちへは「認定証」またはお子さま向け環境

遊びながら学べるお子さま向け環境報告書「エコかるた」
目の不自由なお子さまも「読み手」でご参加いただけるように、点字
シールもご用意しました。

報告書「エコかるた」を修了証としてお渡ししています。
なかでも出張授業プログラムは、子どもたちの環境

2016 年度は、環境活動において 3 つの外部表彰を受賞しました

配慮の意識や職業観を育む機会として高く評価され、
文部科学省主催の「青少年の体験活動推進企業表彰」
において 2015 年度から 2 年連続で審査委員会奨励賞
を受賞しました。

エコプロ 2016 の様子

出張授業の様子
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地域活動

国内では、おもちゃ、ファンシーグッズ等の専門店を
運営しているキデイランド原宿店が、地元のハロウィン

当社グループでは国内外の各拠点で地域活動に参加し

パレードなどのイベントに協賛しています。また
「人道」

ています。

の大切さを考え赤十字活動への理 解を広めるキャン
ペーン「レッドライトアップキャンペーン」にも参加して
います。
さらに栃木県壬生町にある（株）
トミーテックでは、
英国
World Smile Day に賛 同し、 お もちゃ

やメッセージカードを持って病院を訪問・
障害のある子どもたちの支援を目的とし
たファンドレイジングイベントに参加

地元の夏祭りイベントの一環として、工場見学の受け入
れも実施しています。また、おもちゃ団地主催のごみゼ
ロ運動に参加し、2017年には2トントラック1台分のご
みを集めるなど、地域貢献活動を行いました。

英国 障害のある子どもたちの
支援を目的とした
ファンドレイジングイベント

タイ 工場見学の様子

英国 World Smile Day に賛同し病院を
訪問した際のメッセージカード

（株）トミーテック
ごみゼロ運動の様子

（株）
トミーテック 工場見学の様子

タイ
日本の工場文化を現地の大学生に伝える取り
組み・地域の小学生対象の工場見学

EPISODE 4
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本社のある東京都葛飾区では、区が主催する社会貢

ているほか、おもちゃ会社で作るチャリティ団体を通じ

献、地域活性化を目的とするイベントにも参加・協力をし

て障害のある子どもたちの支援を目的としたファンドレ

ています。地場産業である“おもちゃ”やものづくりをア

イジングイベントに参加しています。米国では、コミュニ

ピールする一環で
「おもちゃアイデアコンクール」に協力

が
ティサービス／社会的責任委員会（CSSR）を結成し、

し、小学生のユニークな発想で作られたおもちゃの中か

ん患者やその家族を支援する活動や、
養子縁組のサポー

ら
「エコトイ賞」を設定し表彰しています。また、
毎年9月

ト、住まいから格差解消を図る組織の支援など、
さまざま

に行われる、
地域をあげての商店街のお祭り
「立石フェス

な社会活動を行っています。またタイでは、日本の工場

タ」では、
地域貢献の一環として、本社前桜通りで打ち水

文化を現地の大学生に伝える取り組みのほか、従業員の

大作戦を開催しています。

子どもたちや地域の小学生を対象に、工場見学も実施し

海外では、
TI グループが英国でWorld Smile Dayに賛

ています。

同し、おもちゃやメッセージカードを持って病院を訪問し
日本
原宿：地元のハロウィンパレードなどのイベント
に協賛・
「レッドライトアップキャンペーン」参加
栃木県壬生町：ごみゼロ運動に参加・工場見
学の受け入れ

米国
がん患者やその家族を支援する活動・
養子縁組のサポート・住まいから格差
解消を図る組織の支援など

葛飾区：
「おもちゃアイデアコンクール」に協力
し「エコトイ賞」を設定し表彰・
「立石フェスタ」
で打ち水大作戦を開催

レッドライトアップ
キャンペーン

「おもちゃアイデアコンクール」
「エコトイ賞」受賞作品

立石フェスタ
立石本社前での打ち水
子どもたち100人以上が参加
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健全な経営の実行

働きやすい風土、働きやすい制度

家族を職場に招くファミリーデーを実施しています。こ
うしたイベントでの交流を通じて、社内のコミュニケー

当社グループでは、世界中の子どもたちを笑顔にする
“優良なおもちゃ”を届けるため「アイデア創出を促す職
場活性策」と「経営戦略としてのワークライフバランス」

ションの円滑化を図り、自然に助け合える雰囲気が社
内風土として醸成されています。
また、
「経営戦略としてのワークライフバランス」の実

の2 つの方 針を掲げ、企 業 価 値 創 造を担う人 財の 確

現のために、働きやすい制度も整備し、従業員が働き

保・育成に取り組んでいます。仕事とプライベートを切

やすい環境を構築しています。特に、子育てをしやすい

り離すことではなく、ともに充実させることで相乗効果

働き方の制度整備を進めており、2010年にトライアル

を目指しています。

「在宅勤務制度」で
を開始し2014 年から正式導入した

2016年度は職場活性化策として、社長主導のプロ

は、時間に制約のある育児・介護を行う従業員に週1回

ジェクトチームの企画により、七夕やハロウィンなどの

自宅での勤務を可能としています。また、過去に失効し

季節行事を中心に、従業員が楽しんで働くための様々

た有給休暇を産休前の妊婦検診や通院に利用できる

な社内イベントを開催しました。また、毎年子どもたち

ほか、復職後も急な子どもの看病等に備えて通常の有

の夏休みの時期には、お互いの家庭状況を理解し、必

給休暇の日数を残せるなど、従業員が安心して職場復

要なときに助け合える雰囲気をつくることを目的に、

帰できるよう、産休取得前ならびに育休復職時には充

ハロウィン
イベント

七夕
イベント
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実したサポート体制を敷いています。さらに、育児従事

よりよい会社にするために

者向けには経験者を含む社内カウンセラー 2名による
相談体制も充実させています。こうした取り組みの結

タカラトミーグループでは 2014 年から定期的に日本

果、タカラトミーにおいては女性の育休取得率、復帰率

語、英語、中国語で回答できる従業員満足度調査を実施

ともにほぼ100％となっています。

しています。従業員の考えや社内の実態を把握し、課

女性の活躍推進については、働く環境の整備が、従

題の抽出及びその改善に努めると同時に、アンケートに

業員のモチベーション向上はもちろん、女性のキャリア

基づく分析結果や改善点は、社長自らが従業員に対し

アップや女性管理職の増加にもつながると考え、さら

て報告しています。

なる取り組みの強化を推進しています。そして、働きや
すい制度・風土に向けた取り組みが、企業価値創造に欠
かせない人財の確保と育成につながり、子どもたちが
遊ぶおもちゃづくりに活かされていくと考えています。

ファミリー
デー

子育て
サポート
くるみん
マーク
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組織統治、コンプライアンス研修

続けるために
「大人の醜いところを見せる」ような行動
は絶対にしてはいけない》という基本精神を伝えてい

当社グループは、創業理念「われらの優良な商品で世界

ます。

の市場をにぎわせよう」
「誠意と努力は他を益し自己の

法令遵守はもちろん、誠実かつ公正な企業行動を通

幸福の基となる」を常に心がけ企業活動を行っていま

じて社会的な責任を果たしていくことを明確にし、一人

す。企業理念には「夢の実現」を掲げ、各ステークホル

ひとりがコンプライアンスを徹底するよう、様々な施策

ダーに向けての約束を
「企業指針」として定めています。

を実施しています。

企業理念であるすべてのステークホルダーの「夢の実
現」を形にするために、一人ひとりが遵守すべき約束を
「行動基準」として定め、すべての役員・従業員はこの
「行
動基準」に基づき日々の業務に取り組んでいます。

「コンプライアンスを考える日」の実施
コンプライアンスの重要性を認識する日として
「コンプ
ライアンスを考える日」を設定し、国内グループ会社の

創業理念・企業理念・企業指針・行動基準の理解を深

役職員を集め、当社グループで過去に発生した問題の

めるために、
「タカラトミーグループビジネス行動指針」

内容や原因、対策の共有や社会的に問題となっている

を制定し、創業理念等の遵守はもとより、
《一番大切な

事象についての有識者の講演等を行うことにより、コン

お客様である子どもたちにあこがれられる存在であり

プライアンス意識を高め不正等の発生防止に取り組ん

タカラトミーグループ
企業理念から行動基準

創業
理念
企業理念
企業指針
行動基準
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でいます。遠方により出席できない者や欠席者向けに

その他

は、当日の映像配信を行い周知しています。

コンプライアンスポスターの社内掲示やメールマガジン
の配信などの様々な啓発施策を実施するとともに、タ

「タカラトミーグループビジネス行動指針」研修の実施
全グループ会社の従業員が正確に理解ができるよう日

カラトミーグループホットライン（内部通報 制 度）を設
け、不正行為の早期発見と是正を図っています。

本語、英語、中国語、フランス語、タイ語、ベトナム語、
韓国語の教材を作成し、全グループ会社の役員・従業

また、これらの対策を講じても、それぞれの取り組み
がきちんと理解されていなければ、コンプライアンスの

員に向けて研修を実施しています。

周知徹底は図れないことから、全グループ会社で「コン
各種 e-ラーニングの実施

プライアンス意識調査」を実施し、コンプライアンスに

国内グループ会社向けに、
「個人情報保護法」を始めと

対する認知や理解の浸透度、各社、各部門における課

する法令や業務に関するルール等多岐にわたりe-ラー

題を洗い出し、より効果的な取り組みを実施できるよ

ニングを実施しています。

う施策の見直し等を図っています。

企業指針
お客様
社員
株主
パートナー

社会

タカラトミーグループは、あらゆる人々の「夢」を形にし、
「新しい遊びの
価値」を提供します。
タカラトミーグループは、社員の自主性と創造性が最大限に発揮される
職場環境を提供し、いきいきと働くことができる企業を目指します。
タカラトミーグループは、質の高い成長と健全な経営を通じて、株主の
期待・信頼に応えます。
タカラトミーグループは、公正・公平な取引を行うと共に、パートナーと
の共存共栄を目指します。
タカラトミーグループは、誠実な企業活動を持続することで、21 世紀の
社会に信頼される企業市民を目指します。
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コーポレートガバナンス

基本的な考え方
当社は、ステークホルダーの皆様の信頼に応え、持続的
な企業価値の向上と透明性の高い健全な経営を実現す
ることを経営の重要課題の一つとして位置づけていま
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
化すること等が大切と考え、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います。

株主総会
選任/解任

選任/解任

選任/解任
助言

取締役指名委員会

報告

会計監査人

助言

取締役会
報告

監査役会

監査

選任/解任/監督 助言

助言

報酬委員会
リスク/コンプライアンス委員会

執行役員評価委員会
事務局

報告

助言

アドバイザリー
コミッティー

指示

危機管理対策本部

代表取締役
監査
指示

監査

各統括本部会議

（非常時）

方針指示
モニタリング
啓蒙活動

安全品質統括部

社長室
社会活動推進課
内部統制・監査部
執行役員

監査

業務執行部門、グループ会社
（2017年3月31日現在）
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経営監視の仕組み
1）取締役会をグループ全体の基本方針・戦略の策定、
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コーポレートガバナンスの実践
1. 執行役員制

重要業務の執行に関する決定及び業務執行の監督機

「執行役員制」導入による、権限委譲と執行責任の明確

関として位置づけ、定例、適宜臨時取締役会を開催して

化により、取締役会の方針・戦略・監督のもと、各担当部

います。

門における業務執行の迅速化・効率化を図っています。

2）グループの業務運営管理を円滑かつ効率的に行うた

2. 内部統制

め、各本部ごとに
「統括本部会議」を設置し、経営の全

1）コンプライアンス体制

般的執行に関する意思決定を機動的に行っています。

「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

3）取締役会の諮問機関として、社外取締役・社外監査

じて社会的な責任を果たしていくことを明確にすると

役などで構成される
「取締役指名委員会」及び「報酬委

ともに、研修等を通じて全役職員にコンプライアンス遵

員会」を設置し、各取締役の評価・選任及び報酬額等の

守を周知徹底させています。また、代表取締役を委員

内容に係る方針につき提言・助言を求めています。

長とし、社外取締役・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、リスク／コンプラ

4）代表取締役の諮問機関として、社外取締役・監査役

イアンス上の重要な問題を審議した結果を取締役会に

などで構成される「アドバイザリー・コミッティー」を設

報告しています。更に、代表取締役の直轄組織である
「内

置して、当社及びグループの業務執行の有効性、財務の

部統制・監査部」は、コンプライアンスの状況を監査し、

信頼性等に関する幅広い助言を求めています。また、常

随時、代表取締役及び監査役会に報告しています。

勤取締役などで構成される
「執行役員評価委員会」を
設置して、当社執行役員の評価等に関する幅広い助言
を求めています。
取締役の職務執行の体制及び監査体制などにつき
ましては、以下の当社公式サイトをご参照ください。

http://www.takaratomy.co.jp/company/governance.html

2）リスク管理
「リスク／コンプライアンス委員会」及び「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、整備しています。
当社グループの経営成績及び財政状態等に影響を及
ぼしうるリスクにつきましては、以下の当社公式サイト
をご参照ください。

http://www.takaratomy.co.jp/ir/risk/index.html

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及びコンプライアンス体制強化を
図っています。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
ループ会社の特 性、状 況に応じて必要な管理・指導を
行っています。
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取締役・監査役の報酬

〈導入の目的〉
当 社は、
「われらの優良な商品で世界の市場をにぎわ

役員報酬については、株主総会の決議により、取締役

せよう」
「誠意と努力は他を益し、自己の幸福の基とな

報酬額（定額報酬）は年額 400百万円以内、監査役報

る」を創業理念として掲げ、創業以来、
「 製品の安全品

酬額（定額報酬）は年額70百万円以内と定められてい

質」はもちろん「遊びの品質」においてもより優良なも

ます。

のを子どもたちに提供し、
「健全な子供文化の育成」に

また、株主総会の決議によるストック・オプションとし

努めてまいりました。そして、その創 業理 念の実現に

ての新株予約権に関する報酬等の額の上限は、各事業

向かって進むべき羅針盤として、企業理念を定めました

年度に係る定時株主総会の日から1年において、取締役
（社外取締役を除く）
は年額200百万円以内と定められ
ています。

（本レポートP.8参照）。
この企業理念にある「すべての『夢』の実現のために」
に向けた当社グループの行動が、将来に向かって当社
の企業価値を最大化するものであり、それが、株主価
値の最大化につながるものであると考えています。当

役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額

社グループでは、今後も新しい遊びの価値の創造や製

及び対象となる役員の員数（2017年3月期）
（百万円）

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

対象者数
（人）

報酬
総額

基本
報酬

ストック・
オプション

賞与

4

211

92

17

101

の更なる向上を目指しています。
「タカラトミー」ブラン

監査役

1

19

15

0

4

クホルダーの方の「夢」の実現を可能にするものである

社外役員

5

53

43

0

10

役員区分
取締役

（社外を除く）
（社外を除く）

受け止め、その実現により
「タカラトミー」ブランド価値
ドを光り輝かせるブランド価値経営は、すべてのステー
と確信しています。
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

連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
（百万円）

役員区分

対象者数
（人）

報酬
総額

基本
報酬

ストック・
オプション

賞与

ハロルド・
ジョージ・メイ

1

121
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念を尊重し、当社及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、当社及び当社グループ
の企業価値に及ぼす影響、及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。

買収防衛策の導入

本対応方針の詳細については、以下の当社公式サイ
トと関連リリースをご参照ください。

当社は、2016 年 6月24日開 催の当社 第65回 定 時 株

http://www.takaratomy.co.jp/ir/company/defense.html

主総会において株主の皆様の承認（賛成比率：68.6%）

http://www.takaratomy.co.jp/release/pdf/i160510_03.pdf

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
の無償割当を行うことができる「事前警告型ライツプ
ラン」です。

EPISODE 4

ステークホルダーとの価値共創

コーポレートガバナンスコードへの対応状況について
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式サイトと2017年 6月に更新した報告書をご参照くだ
さい。

当社はコーポレートガバナンスコードで求められる各

http://www.takaratomy.co.jp/company/governance.html

原則すべてについて実施しています。

http://www.takaratomy.co.jp/company/pdf/gov_report2017.pdf

コーポレートガバナンス報告書において開示を求め
られる11項目への対応状況（概要）については当社公

1

政策保有株式

経営上経済合理性があると認める場合に限り、上場株式を政策的に保有し
ます。

2

関連当事者取引

当社や株主共同の利益を害し、またそのような懸念が持たれることがない
よう対処しています。

3

情報開示の充実

法令及び証券取引所により求められる情報に加え、本原則で求められる
5 項目についても開示を行っています。

4

取締役会の決議範囲と
経営陣への委任の範囲

取締役会は、業務執行の機動性と柔軟性を高めるため、法令、定款及び「取
締役会規程」ならびに「取締役会付議事項一覧」に記載する事項以外の業
務執行の意思決定を取締役に委任しています。

5

独立社外取締役の有効活用

独立社外取締役として2名、全取締役（6名）の3分の1以上を選任しています。
また、全監査役（4名）のうち3名を独立社外監査役として選任しています。

6

独立社外取締役及び監査役の
独立判断基準及び資質

会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基
準をもとに、社外取締役を選任しています。

7

取 締 役 会 全 体としての 知 識・
経験・能力バランス等

業務 執行取締役、社外取締役ともにその役割に応じて要求される知見・経
験を有していることに加え、多様な視点が事業の推進や適切な監督に資す
るとの認識から、多様な人材を登用しています。

8

役員の兼務状況

個々の上場会社の役員兼務状況については「株主総会招集ご通知」に記載
しています。

9

取 締役 会 全体の実効性評 価
の分析評価

当社は、取締役会全体の実効性評価について、取締役会の構成メンバーに
より年1回以上の自己評価を行い、取締役会の実効性を高めるための改善
につなげています。

10

役員へのトレーニングの内容

取締役・監査役に対してのそれぞれの役割・責務を果たす上で必要となるト
レーニングの機会を継続して提供します。

11

株主との建設的な対話に
関する方針

株 主・投資家を重要なステークホルダーの一つと考え、企業価値の向上の
ための建設的な対話を重視し、双方の考えや立場についての理 解を深め、
これを踏まえた適切な対応をとることが重要と考え、株 主、機関投資家及
び個人投資家との対話を行っています。
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G
N
I
K
O
LO
取締役

鴻巣 崇

小島 一洋

H.G. メイ

専務取締役
兼事業統括本部長

代表取締役副社長
兼 COO&CFO

代表取締役社長

57

取締役

D
A
E
H
A
G

富山 幹太郎

宮城 覚映

水戸 重之

代表取締役会長

取締役（社外）

取締役（社外）

（2017年 6月28 日現在）
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プロフィール（取締役 & 監査役）

取締役
富山 幹太郎

1982年
2000年
2015 年
2017年

7月
6月
6月
6月

当社入社
当社代表取締役社長最高経営責任者
当社代表取締役会長
当社代表取締役会長兼最高経営責任者（現任）
ハロルド・ジョージ・メイ

2014 年 3月
2014 年 4月
2014 年 6月

当社経営顧問

2006年 4月
2006年 5月
2006年 6月
2010 年 1月
2013 年12月
2015 年 6月
2016 年 6月
2016 年 6月

早稲田大学スポーツ科学研究科（大学院）講師（現任）
株式会社ブロッコリー社外監査役（現任）
吉本興業株式会社社外監査役
株式会社湘南ベルマーレ社外取締役（現任）
筑波大学ビジネス科学研究科（企業法専攻）講師
当社社外取締役（現任）
吉本興業株式会社社外取締役（現任）
日本コロムビア株式会社社外監査役（現任）

当社最高執行責任者兼海外事業統括本部長
当社代表取締役副社長最高執行責任者兼
海外事業統括本部長

2015 年 6月
2017年 6月

当社代表取締役社長兼最高経営責任者
当社代表取締役社長（現任）

監査役

小島 一洋

2009年 6月
2014 年 10月
2017年 4月
2017年 6月

当社社外取締役
当社取締役常務執行役員最高財務責任者兼連結管理本部長
当社取締役専務執行役員最高財務責任者兼連結管理本部長
当社代表取締役副社長兼最高執行責任者兼

野沢 武一

1996年
1999年
2001年
2006年

6月
6月
6月
3月

株式会社タカラ常勤監査役
同社取締役管理本部長兼財務部長
同社常勤監査役
当社常勤監査役（現任）

最高財務責任者（現任）
梅田 常和
鴻巣 崇

1976年
2015年
2017年
2017年

4月
4月
4月
6月

当社入社
当社取締役常務執行役員事業統括本部長
当社取締役専務執行役員事業統括本部長
当社専務取締役兼事業統括本部長（現任）
宮城 覚映

1997年 6月

株式会社さくら銀行（現株式会社三井住友銀行）
取締役秘書室長

2001年 6月

株式会社三井住友銀行常務取締役兼
常務執行役員東京第三法人営業本部長

2002年 6月

1974 年 3月
1987年 9月

株式会社陽栄ホールディング代表取締役社長兼
株式会社陽栄ハウジング（現株式会社陽栄）

公認会計士登録
アーサーアンダーセンパートナー及び英和監査法人
（現有限責任あずさ監査法人）代表社員

1995 年 4月
1995 年 6月

公認会計士梅田会計事務所開設（現任）
日本開閉器工業株式会社
（現 NKK スイッチズ株式会社）取締役副社長

1999年
2000年
2000年
2007年
2010年
2015年
2016 年

1月
6月
6月
6月
6月
6月
1月

株式会社エイチ・アイ・エス社外監査役
株式会社ハーバー研究所社外監査役
当社社外監査役（現任）
澤田ホールディングス株式会社社外監査役（現任）
スズデン株式会社社外取締役
株式会社ハーバー研究所社外取締役監査等委員（現任）
株式会社エイチ・アイ・エス社外取締役監査等委員（現任）

取締役副社長

2004年 6月

株式会社陽栄ホールディング代表取締役社長兼
株式会社陽栄ハウジング（現株式会社陽栄）
代表取締役社長

2008年 6月

三井鉱山株式会社（現日本コークス工業株式会社）
社外監査役

2009年 6月

野上 順

1985 年 10月
1991 年 6月
2003年 6月
2006年 3月

野上精税理士事務所入所
税理士登録・野上順税理士事務所開設（現任）
株式会社タカラ社外監査役
当社社外監査役（現任）

当社社外取締役（現任）
吉成 外史
水戸 重之

1989 年 4月
1990年10月
1999年 4月
2002年 6月
2002年12月
2006年 3月

第一東京弁護士会弁護士登録

TMI 総合法律事務所の創設に参画

1988 年 4月
1988 年 4月
1991 年 4月

同事務所パートナー弁護士（現任）
株式会社タカラ社外監査役
株式会社ティー・ワイ・オー社外監査役
当社社外監査役

東京弁護士会弁護士登録
山本栄則法律事務所入所
吉成・城内法律事務所（現あかつき総合法律事務所）
開設（現任）

1992年 6月
2006年 12月
2017年 4月

当社社外監査役（現任）
株式会社フーマイスターエレクトロニクス社外監査役（現任）
株式会社バリュー H R社外取締役（現任）

（2017年 6月28 日現在）
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G
N
I
D
L
O
H
U P RU ST
T
監査役

野上 順

野沢 武一

梅田 常和

吉成 外史

監査役（社外）

常勤監査役

監査役（社外）

監査役（社外）

（2017年 6月28 日現在）
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6 年間の財務・非財務サマリー
株式会社タカラトミー及び連結子会社

百万円

2017 年
3 月期
売上高
売上総利益
販売費及び一般管理費
営業利益
経常利益
税金等調整前当期純利益

2016 年
3 月期

¥167,661 ¥163,067
63,736
57,339
55,992
54,641
7,744
2,698
7,823
1,459
△6,711
7,127

2015 年
3 月期

2014 年
3 月期

2013 年
3 月期

2012 年
3 月期

¥149,938 ¥154,804
52,704
53,142
49,807
50,237
3,335
2,466
3,300
2,014
2,607
206

¥178,745
55,160
52,613
2,547
2,622
△4,846

¥187,265
61,137
50,951
10,186
9,823
7,976

（△純損失）
親会社株主に帰属する

5,372

△6,703

△1,817

232

△ 7,173

3,679

減価償却費・のれん償却費

16,275
3,225
8,531

11,692
3,144
8,994

11,194
2,598
8,728

11,526
2,498
8,191

10,087
2,978
7,539

16,854
2,722
6,667

営業活動による

24,896

8,675

6,827

12,429

6,701

16,046

△3,793

△3,974

△ 2,428

△1,015

△3,414

△38,048

△1,927

△6,014

△10,022

1,735

△8,494

29,718

157,693
51,611
64,748

145,652
37,824
71,776

159,638
49,650
75,337

156,467
50,907
72,889

152,732
49,692
66,293

156,654
51,805
68,815

¥ 61.88
10.00
548.45

¥ △ 78.74
10.00
432.87

¥ △19.91
10.00
567.91

¥ 2.47
10.00
526.49

¥ △ 76.21
10.00
506.41

¥ 39.09
14.00
525.46

当期純利益（△純損失）

EBITDA1
研究開発費

キャッシュ・フロー
投資活動による
キャッシュ・フロー
財務活動による
キャッシュ・フロー
（期末）
総資産
純資産
有利子負債

1 株当たり情報（円）
当期純利益（△純損失）
年間配当金
純資産
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2017 年
3 月期

2016 年
3 月期

2015 年
3 月期

2014 年
3 月期

2013 年
3 月期

2012 年
3 月期

4.6
36.8
12.2
5.2
32.4
16.2

1.7
41.6
△ 15.7
1.0
25.5
––

1.6
42.8
△ 3.7
1.3
30.2
––

2.2
41.3
0.5
2.1
31.7
404.4

1.4
30.7
△ 14.8
1.7
31.2
––

5.4
36.2
7.6
7.8
31.6
35.8

1,113
18.0
93,103

822
––
85,814

714
––
84,856

478
193.3
94,130

478
––
94,134

605
15.5
94,136

35
1,951
495
41.3

34
2,042
491
40.9

38
2,086
490
40.4

40
2,056
486
39.3

45
2,171
516
38.7

49
2,294
642
40.0

主要指標
売上高営業利益率（%）
海外売上高比率（%）
自己資本利益率（ROE）
（%）2
総資産経常利益率（ROA）
（%）3
自己資本比率（%）4
配当性向（%）5
株式指標
期末株価（円）
株価収益率（PER）
（倍）
発行済株式総数（千株）6
会社データ
子会社数
従業員数（連結）
従業員数（単体）
従業員平均年齢（単体）

注:
1 EBITDA= 営業利益 + 減価償却費・のれん償却費
2 自己資本利益率＝親会社株主に帰属する当期純利益÷期首期末平均自己資本×100* * 自己資本＝純資産－新株予約権－非支配株主持分
3 総資産経常利益率＝経常利益÷期首期末平均総資産×100
4 自己資本比率＝自己資本÷総資産×100
5 配当性向＝当該事業年度に基準日が属する普通株式に係る１株当たり個別配当金（合計）÷１株当たり当期純利益×100
6 自己株式を除く
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商品の歴史

1st

第一創業 1924 〜

1920

TOMY ʼS FOCUS

職人魂 / 戦中・戦後

INDUSTRY TREND 金属・動力

2 nd

第二創業 1954 〜

1960

1950

タカラトミーの前身となる
トミー（富山玩具製作所）創設

金属から
プラスチックの時代へ

輸出ブームの下、
いち早く海外進出を果たす
トミーは、
生産高の半分を輸出が占める

1924 年創業者富山栄市郎がトミー（現

フリクション玩 具「B-29」は 国 内 外で大

タカラトミー）の前身となる富山玩具製作

ヒットし、
大型玩具輸出の先鞭をつけた。

状況下、
いち早くニューヨーク、
ヨーロッパ

所を創 設。数 多くの飛 行 機 玩 具を製 作

に駐在員事務所を開設し直接進出を目

し、
「飛行機の富山」の名声を確立した。

1953年には 株 式 会 社として近代 企 業
創業時か
への道を歩きはじめ、
1959 年、

その後、
玩具業界初となる流れ作業方式

らの悲願であった販売会社も設立した。

点を設置し、
業界に例を見ない開発セン

の工場の設立や玩具研究部門の設置な

このころ、
玩 具 業 界にも素 材・技 術革 新

ターを開設するなど、
ものづくりに対して

ど、
次々と業 界に先 駆けた取り組みで事

の波が 押し寄せ、
金 属からプラスチック

妥協を許さない体制を構築した。

業の拡大を図る。
また、
玩具製造業者の

へ、
フリクション玩具から電動玩具へと大

地位向上に向けて尽力し、
玩具業界の近

きな転換期を迎える。

代化に大きく貢献した。
1924 年
1930年
1935年
1937年
1946年

AERO PLANE BREGUET
LOOPING PLANE
AIR MAN
TANK
JOHN DEERE

タカラはビニール加工技術を活かした
ヒット商品が 事 業 拡 大の原 動力となり、

タカラの前身である佐 藤ビ
1955 年、
ニール工業所設立。
1951 年
1953 年
1957 年
1959 年

指した。国内についても相次いで製造拠

B-29

スピードレーサー No.3
シャボン玉を吹く象
ピギーコック
スカイピンポン
プラスチック汽車・レールセット

総合玩具メーカーへと発展していった。
1960 年
1964 年
1967 年
1968 年

ダッコちゃん
おはなしミコちゃん
リカちゃん
人生ゲーム
マジックスカイレール
1969 年 ロボット大回転
ウォーターゲーム

AERO PLANE
BREGUET
ZOIDS
せんせい

プラスチック汽車・レールセット

JOHN DEERE *

スカイピンポン

黒ひげ危機一発

こえだちゃん

B-29

トミカ
人生ゲーム

リカちゃん
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TOMY ʼS FOCUS

3 rd

大量開発・生産

INDUSTRY TREND 素材革命

1970

1980

第三創業 1984 〜

1990

海外拠点での生産に着手

改革の続行と販路拡大

プロダクトアウトから
マーケットインへ

トミーは、
委託生産の香港に続き、
シンガ

トミーは、
1980 年にハンディキャップトイ

トミーは新 体 制で再生への足固めを行

ポールに初の自社 工 場を開 設。海 外で

研究室を設 置。共 遊玩具 への取り組み

い、
玩 具・雑 貨・マルチメディアの3本柱に

の生 産にもいち早く着手した。創 業50

を業 界に普及させていった。
1985 年の

注 力する「事 業の多角化 戦 略」
を発 表。

周年を迎えた1974 年、
二代目富山允就

プラザ合意により急 速に経営危機に陥

キャラクタービジネスへの挑戦や米国ハ

が社長に就任。

り、
国内生 産 工 場の閉 鎖など抜 本 的な

スブロ社との業 務 提 携など、
次々と新た

改革を実行。翌年、
経営体制の刷新によ

な施 策を展 開。
1997年には店頭 公開、

り三代目富山幹太郎が社長に就任。
タカラは、
1984 年の店頭公開、
1986

1999年には東証二部上場を果たした。
生活
タカラは1980年代後半から続く、

年の東証二部上場と順調に成長を続け、

を豊かにするハーティーシリーズの拡大や

トミー、
タカラともに、
現在まで続くロング
セラー商品を数多く世の中に送り出した。
1970 年 トミカ
GI ジョー
1972 年 変身サイボーグ
1974 年 ミクロマン
1975 年 黒ひげ危機一発

ポケットメイト
メロディポッポ
鋼鉄ジーグ
1976 年 ウォーターゲーム
あみっこ
ボーンフリー

1988年には玩具本業経営から複合多

積極的
TVキャラクター商品のヒットなど、

角経営へと転換を図り、
幅広い層に向け

な商品 展 開で1991年には東 証 一 部上

た商品展開を行っていった。

場を果たした。

1980 年 チョロ Q

1990 年 ミュージカン

UNO
（のちの「ジェニー」）
1982 年 和製「バービー」
TVゲーム機能付パソコン「ぴゅう太」
織機「おりひめ」/ 編機「あむあむ」

1991 年
1992 年

ダイアクロン
1981 年 パックマン

TOMIX

1977 年 せんせい

こえだちゃん

メカボニカ

1978 年 ブラックレーサー

1983 年 ZOIDS
1984 年 トランスフォーマー

ガチャ *

オムニボット
1986 年 ジェニー
ふわふわわたあめ
1987 年 手のひらピピ
のらくろロック
1988 年 フラワーロック
魔神英雄伝ワタルのキャラクター商品発売
ガチャ
ジェンガ
1989 年 拳闘士
「少年アシベ」のキャラクター
「ゴマちゃんのぬいぐるみ」
モノポリー

1993 年
1994 年
1995 年

子ども向け本格ワープロ「Dear」
ちびまるこちゃんの
キャラクター商品発売
愛鳥倶楽部
プラレール「きかんしゃトーマス」
スーパーファミコンソフト「餓狼伝説」
ビーダマン
ピンキッシュ
わたしはまんが家スララ
闘神伝

LAMAZE
1996 年 シールメーカーセラ

おやすみホームシアター

1997 年 ポケットモンスターシリーズ
ビーストウォーズ

1998 年 ポラロイドポケット シャオ
1999 年 ファービー
ベイブレード
ツイスター

ベイブレード

ミュージカン
フラワーロック

チョロQ

LAMAZE *

トランスフォーマー

TOMIX
JR東日本商品化許諾済

ファービー

ポケットモンスターシリーズ
* 写真は発売当時のものではございません。
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3 rd

第三創業 1984 〜

TOMY ʼS FOCUS

マーケティング / マスメディア成長

INDUSTRY TREND 大衆情報革命

2000

2010

玩具業界の新たな幕開け

明日のヒット商品に向かって

2000 年トミーは東証一部上場を果たした。更なる成長に向け
て、
開発子会社の設立やぬいぐるみの企画販売会社、
新技術活

2010 年より、海 外 展 開 を 加 速。欧 州、北 米 にお いて海 外 版
「メタルファイト ベイブレード」は、
TOMICAを投 入、
TVアニメの

用のための新会社など、
グループとして進化を目指す。

放送とともに全世界での展開も開始し、
夏には韓国において国

玩具の枠を超えた
タカラは2000 年、拡玩具路線を提唱し、

際大会が実施されるほどの盛り上がりを見せた。
そして2011年

商品展開を積 極的に進め、
その企画・マーケティング力を活か

には米国玩具メーカー RC 2（現TOMY International）を買

タカラとトミーは互いの強
し、
次々と話題商品を提供。
2006 年、

収し、
グローバル展開へのプラットフォームを確立。真のグローバ

みを最大限に発揮すべく世界一の玩具メーカーを目指して合併し、

ルトイカンパニーを目指して、
タカラトミーグループ一丸となって動

「タカラトミー」が誕生した。
2000 年 e-kara

新生だっこちゃん
なんちゃってホン
アクアロイド
2001 年 ビットチャー G
スイートバンビーニ

き出した。
2005 年 ユメル

2006 年

DREAM FORCE 01
2002 年 バウリンガル

ＴＶゲームソフト
「NARUTO －ナルト－」
ウォーキービッツ
人生銀行
エアロソアラ
赤ちゃんけろっとスイッチ
Omnibot17 μ
i-SOBOT（アイソボット）
いえそば
エアギター
ポケモンバトリオ
トミカヒーロー
メタルファイトベイブレード
生キャラメルポッド

2007 年
のほほん族
デュエル・マスターズ
マイクロペット
Qi（キューノ）
チョコ Q
2008 年
2003 年 ミャウリンガル
2004 年 エアロアールシー
2009 年
夢見工房
クロックマン

2010 年 プリティーリズム
フルキャラアイス
ポテチの手
2011 年 バトロボーグ 20
ミミクリーペット
2012 年 ポケモントレッタ
2013 年 アニア

THE FIRST YEARS

アニア

Omnibot17μ i-SOBOT（アイソボット）

デュエル・マスターズ

のほほん族

人生銀行

TH E FI RST YE ARS

バトロボーグ 20
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WE WILL CREATE NEW VALUE FROM PLAY.

4th

TOMY ʼS FOCUS

第四創業 2014 〜

New テクノロジー / アナログ 玩具 + デジタル要素

INDUSTRY TREND パーソナル革命

2014
2014 年 プリパラ
WIXOSS
2015 年 ベイブレードバースト
シンカリオン

OHaNAS（オハナス）
リニアライナー

LiccA Stylish Doll collections

2016 年 リカビジューシリーズ
ポケモンガオーレ
うまれて！ウーモ

リカビジューシリーズ

ベイブレードバースト
うまれて！ウーモ

プリパラ
ポケモンガオーレ

リニアライナー

シンカリオン

OHaNAS

JR 東海承認済

© T-ARTS / syn Sophia / テレビ東京 / PP 製作委員会 © 2017 Pokémon. © 1995-2017
Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc. Developed by T-ARTS and MARV ©Nintendo・
Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku ©Pokémon TM & © Wizards of the
Coast/Shogakukan/Mitsui-Kids © T-ARTS © プロジェクト シンカリオン ＪＲ東日本商品化許諾済
©1968,2017 Hasbro. All Rights Reserved. © TOMY © Hu/T・BP・TX ©Hiro Morita,
BBBProject, TV TOKYO © TOMY ©2017 Deere & Company. John Deere s green and yellow
color scheme, the leaping deer symbol, and JOHN DEERE are trademarks of Deere & Company.
All rights reserved. Lamaze ® is a registered trademark of Lamaze International, Inc. © TOMY
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会社情報
（2017 年 6月 28 日現在）

商号
株式会社タカラトミー

従業員数（2017年 3月31日現在）
1,951人（連結） 495人（単体）

本社所在地
〒124 - 8511 東京都葛飾区立石7- 9-10

子会社数：35 社

設立

1953（昭和28）年1月17日

主要グループ会社

資本金

国内
株式会社タカラトミーアーツ

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、製造及び販売

株式会社トミーテック

34 億5,953万円

海外

TOMY International, Inc.
TOMY Asia Limited
TOMY SOUTHEAST ASIA PTE. LTD
TOMY (SHANGHAI) LTD.
TOMY (HONG KONG) LTD.
TOMY (SHENZHEN) LTD.
TOMY (THAILAND) LTD.

株式会社タカラトミーマーケティング
株式会社キデイランド

株主情報
（2017 年 3 月 31 日現在）

所有者別株式数比率
発行可能株式総数 : 384,000,000
発行済株式の総数 : 96,290,850
単元株式数 : 100
株主数 : 86,825

36.04%

個人・その他
外国法人等

25.49%

金融機関

24.92%

その他法人
自己株式

10.24%
3.31%

大株主
株主名
司不動産株式会社
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）
富山幹太郎
JUNIPER（常任代理人 株式会社三菱東京 UFJ 銀行）

STATE STREET LONDON CARE OF STATE STREET BANK AND TRUST,
BOSTON SSBTC A/C UK LONDON BRANCH CLIENTS - UNITED KINGDOM
（常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部）
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口 9）
富山章江
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口 5）
クレディ・スイス・セキュリティーズ（ヨーロッパ）リミテッド ピービー オムニバス
クライアント アカウント（常任代理人 クレディ・スイス証券株式会社）

持株数（株） 持株比率（%）
7,565,312

8.13

7,107,400

7. 63

5,718,300

6.14

2,727,464

2.93

2,275,800

2.44

1,911,800

2.05

1,718,100

1.85

1,483,101

1.59

1,428,200

1.53

1,359,900

1.46

注 : 当社は、自己株式を3,186,873株 保有していますが、上記大株主からは除外しています。なお、持株比率は自己株式を控除して計算しています。

