
当社は本年で創業94年となりました。この間、「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(もとい)となる」と

いう創業理念を脈 と々受け継ぎ、6年後の2024年に迎える創業100周年に向

けて、“真の国際優良企業（Outstanding Global Company）”となることを

目指し事業を進めてまいります。
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世界の玩具市場規模の推移 
（出所：Euromonitor International）

（百万ドル）
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新社長としてタカラトミーが今後目指すべき方向とは？ 

タカラトミーは創業当初から世界を志向してきたグローバル企業。
今後も海外を成長ドライバーとしつつ、国内では安定的な成長を確保していきます。

当社は、創業理念が示しているように創業当時から「世界

の市場をにぎわせる」ことを志してきたグローバル企業で

す。戦前の金属玩具に始まり、戦後にあっては輸出貢献

企業として世界中で商品を展開し大きく成長していきまし

た。その後、プラザ合意による円高で厳しい時代を経験し

ながらも、決して臆することなく海外展開を進めてきた歴

史があります。そんな当社にとって、世界の玩具市場に成

長の源泉を求めることはごく自然な流れと言えます。

　日本の玩具市場※１は、約8,000億円規模（2017年度）※2 

で安定的に推移しています。一方、グローバル玩具市場※１ 

は、850億ドル規模（2017年）※3に達し、年率約２％で今

後も拡大していくことが見込まれています。今後も成長

が見込まれる海外市場で売上拡大に取り組み、国内では

シェアの維持・拡大を図ります。

何を強みとして国内・海外市場で勝負するのか？ 

商品力が大切であると考えています。
トレンドを取り入れながらロングセラー商品も進化させてきました。

まず国内で数多くの競合他社商品がある中で、当社が「プ

ラレール」をはじめとしたロングセラー商品を創出し、現

在のポジションを獲得できた理由は、「良い商品だから

続ける」という強い意志とその時々に応じた技術、トレン

ドを取り入れ、進化、継続してきたことにあります。

　国内において少子化でありながら市場が安定している

背景には、“かつて子どもであった（大人）層”にも玩具を

購入いただけていることがあります。我々の商品を子ども

だけではなく、そうしたハイターゲット、シニア層も視野に

展開し、日本の玩具市場そのものの活性化にもつなげて

いきたいと考えています。

　一方で、世界最大の北米市場では、中小のメーカーが

生み出す独創的な商品が大ヒットするなど、玩具業界の

潮目を変える動きが出ています。私は、お客様に夢を与

える独自性のある商品を創出できる当社にも、このグロー

バル市場で互角に戦えるチャンスは十分にあると確信し

ています。

※１  テレビゲーム関連を除く 
※2  出所：一般社団法人日本玩具協会 
※3  出所：Euromonitor International
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2014年度からスタートした中期経営方針の意義を当社

の過去の軌跡とからめてお伝えすることで、その振り返り

と評価を行いたいと思います。

積極的な投資により、
売上、利益ともに増加トレンドへ
当社は2012年度に最終赤字に転落するなど大変苦しい

局面を迎えました。その前の3年間を分析すると、売上

成長のための先行投資も控え、経費削減することで営業

利益100億円超を保っていた状態でした。その反省を踏

まえ、2013年度以降、前・中期経営方針の中で「商品改

革」「ビジネスの構造改革」「意識改革」の3つの改革を掲

げ、売上成長による利益の増加を目指した取り組みを進

めてきました。

　具体的な取り組みとしては、売上拡大に向けて広告宣

伝や研究開発などに、積極的に資金を投下すると同時

に、社員に対しても、「失敗を恐れず、チャレンジを続けよ

う」と激励を続けました。トップラインの成長に向けて舵

を切ったこの戦略は、私は正しかったと評価しています。

これらの効果は大きく、それが業績数値という形になっ

て、売上・利益ともに増加トレンドを続け、2017年度の売

上高1,773億円、過去最高益の営業利益131億円につな

がりました。
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売上高・営業利益の推移

Q
A

2017年度までの中期経営方針を振り返り、取り組みや戦略を総括すると？ 

費用を抑えて利益を出してきた姿勢から、「失敗を恐れずにチャレンジしよう」と
トップラインの成長に向けて舵を切りました。その戦略は正しかったと評価しています。

（億円）
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お客様の期待値を超える
定番商品と新商品を多数創出
前・中期経営方針では、定番商品の進化を推し進めると

同時に、「うまれてウーモ！」「ウーニーズ」「プリントス」な

どの新たなヒット商品を多数創出しました。

　「トミカ」「プラレール」「リカちゃん」など、すでに非常に

高い認知を得ている定番商品を、より高いレベルの「ブ

ランド」へと昇華させていくには、いかにお客様の期待を

上回る驚きを与え続けていけるかがカギになります。昨

年50周年を迎えた「リカちゃん」は、SNSを活用した情報

発信やさまざまなアライアンスを組んでライセンスアウト

を推し進めたことで、 “人形ごっこ遊び”の世界から大き

く飛躍し、昔「リカちゃん」で遊んでいた大人世代にも、も

う一度関心を持っていただける存在になりました。さらに

2017年度にフランス観光親善大使に就任するなど、常に

新しいモノ・コトを意識した展開を続け、好調に推移して

います。

　2018年は盤ゲーム「人生ゲーム」が発売50周年、来年

は「プラレール」が60周年、そして再来年には「トミカ」が

50周年と続きますが、周年事業の実施はもとより、お客

様の期待を超えうる新しい価値の創出に継続的に努めて

いきたいと思います。

日本、アジアにおける
自社ブランド展開の成功
前・中期経営方針で新たにチャレンジしたのが自社IP戦

略の推進です。例えば、当社初の女児向け特撮作品「ア

イドル×戦士 ミラクルちゅーんず！」は、関連イベントへ年

間約10万人にご来場いただけるまでのコンテンツに成長

し、アジアでの展開もスタートさせました。また、「トミカ

ハイパーレスキュー ドライブヘッド」については昨年のテ

レビアニメ化に続き、今夏は映画が公開となりました。さ

らに国内外で爆発的な人気を集めている「ベイブレード

バースト」は、本年11月、世界大会をフランス・パリで開

催予定など、大きなムーブメントを生み出し、その成果が

業績数値にも表れるようになってきました。

　マーケティングにおいても、重点商品に注力しながら

店頭へのフィールドマーケティングを強化したことで、店

頭売上シェアが２倍超となりました。海外でも、韓国、香港、

台湾などのアジア地域でローカルマーケティングを強化

した結果、アジアでの外部顧客への売上が4年間で約2

倍と、過去最高を達成しています。

前・中期経営方針は「定
番の進化」「新商品の創
出」そして「自社IP戦略
の推進」に取り組んだ。
マーケティングも奏功
し、店頭シェアアップや
アジアの売上増加につ
ながった。
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今年はグローバルブランド「ゾイド」を展開
すでに世界展開を果たしている「トランスフォーマー」「ベ

イブレード」に加え、今年誕生から35年を迎え、すでに世

界累計出荷数が4,400万個以上に上る「ゾイド」を展開し

ます。「トランスフォーマー」はシリーズ映画の公開、「ベ

イブレード」はアニメ化によって、お客様への認知がさら

に浸透し、売上拡大につながっています。「ゾイド」につ

いてもアニメ化をはじめＷＥＢやアプリを活用するなどの

マーケティングを展開し、将来的には、「ベイブレード」 

「トランスフォーマー」と同レベルのグローバルブランドに

育つことを期待しています。

日本のIPをアジアで横展開
　アジアにおいては、日本で流行したIPの横展開がしやす

く、「トミカハイパーレスキュー ドライブヘッド」も順調に

立ち上がっています。このほか「アイドル×戦士 ミラクル

ちゅーんず！」「魔法×戦士 マジマジョピュアーズ！」などのオ

リジナルブランドを通じて、さらなる売上成長を図ります。

カテゴリーNO.1商品と
顧客のすそ野拡大 
　当社には定番商品以外にも、男児ホビーカテゴリーで

の「ベイブレードバースト」、トレーディングカードゲームで

の「デュエルマスターズ」といったように、玩具の各カテゴ

リーでシェアNo.1を獲得している商品が多々あり、今後

もそのカテゴリーを増やしていきます。また、エンターテ

イメントロボット「オムニボット」、カードゲーム「WIXOSS

（ウィクロス）」など、開発当初より対象顧客層をハイター

ゲットやシニアまで想定した商品を拡充させていきます。

自社オリジナルブラン
ドの創出、カテゴリー
No.1戦略、そして欧
米の完全立て直しの
カギはマーケティング
と開発力の強化。

業績概況と今後の成長戦略 

Q
A

本年5月に発表した2020年度までの新・中期経営計画の戦略の概要は？

「新たな成長へ、挑戦」をテーマに、この3年間で、①自社オリジナルグローバルブランド
戦略の推進、②日本、アジア オリジナルブランドの創出、③カテゴリーNo.1戦略、④ハイ
ターゲット及び高齢者向けビジネスの拡大、⑤アジア市場の拡大、⑥欧米の完全立て直
し、の6つの事業戦略を重点的に推進します。

20



アジア市場の拡大と
欧米事業の完全立て直し
アジアでは全域で「トミカ」「ベイブレード」を強化し、「ゾ

イド」の本格展開をスタートします。特に、ECビジネスの

拡大が目覚ましい中国市場では、SNS等を使ったマーケ

ティングを強化するとともに、「リカちゃん」の展開にも再

挑戦します。韓国では、現地のアプリ開発企業との連携

を通じて、「スナックワールド」など、アプリ連動玩具の展

開にもチャレンジします。

　欧米での事業は売上増を通じて利益が生み出せる体

質へと立て直しを図っていきます。そのためには将来の

商品を企画・設計し、仕込み、投入していくという好循環

に持ち込まなければなりません。まずはアメリカ、それか

ら欧州の順で、中期経営計画の中盤以降からこの好循環

に入り成果を出せるようテコ入れを図ります。

Q
A

戦略を推進するための体制や財務資本戦略は？

開発機能を大幅に強化し、マーケティングの最適化、グローバル人材の育成に取り組み、
安定的にキャッシュを生み出す事業基盤を整備します。同時にコストの削減を
進めることで投資原資を確保、将来成長に必要な分野に積極的に投資していきます。

収益拡大に向けた基盤整備
まずは売上拡大に向けて開発力を大幅に強化します。す

でに本年7月にグローバルでの企画開発専任部隊を含む

企画開発本部を発足させました。今後、企画・開発力の強

化、技術・設計・試作品製作の効率化、品質のさらなる向

上を目指します。

　マーケティングについては、商品毎にお客様の特性も

異なれば、その手法もビジネスモデルも変わってきます。

お客様の情報を得ながら、最適なマーケティングチャネ

ルを設定していきます。

　加えて、マーケティングや商品開発を担うグローバル

人材の育成にも力を入れます。世界中の子どもたちの

ニーズをつかみ、グローバルに商品を展開できる人材は、

一朝一夕には育ちませんが、将来を見据えて確保し、育

成していきたいと思います。

将来成長に向けた財務資本戦略
将来の成長に向け、コスト削減と安定的なキャッシュ創出

による次世代の投資原資の確保と大型事業投資に耐えう

る財務基盤の確立を目指します。

　コスト削減については、拠点ごとに労働生産性や自動

化による工場の生産性の向上に取り組むほか、物流費の

効率化を進めます。そうして確保した投資原資は、新たな

IP創出など将来成長のための投資や、売上拡大に向けた

広告宣伝に投入していきます。

　そして、3年後の2020年度には、ベースプランとして売

上高1,900億円、営業利益140億円、EBITDA230億円、

自己資本比率50％の達成を目指していきます。
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2024年の創業100周年を迎えるタイミングで、“Outstanding 

Global Company”を目指す当社にとって、さらにその先

の10年後、20年後には、海外売上比率が半分以上に高

まっていることを想定し、その未来図に適合する体制整備

を進めていかなければなりません。

　また、今後、成長戦略をさらに推し進め、販売数量も増え、

海外展開などで地域的な広がりも拡大すれば、それに伴う

リスクも増えていきます。最終ユーザーの子どもを意識し

た当社のおもちゃづくりは、非常に多くのステップを設けて

いますが、品質（Quality）、コスト（Cost）、納期（Delivery）

のバランスを取る中で、特にコストや納期を優先して品質

にそのしわ寄せがくることのないよう気を付けなければい

けないと強く思っています。子どもたちの「夢」であるおも

ちゃに品質問題が発生することのないよう、品質管理・リス

ク管理は今後、より盤石にしてまいります。

　一方で当社のモノづくりの姿勢、なかでも玩具の中で

もアナログを中心としたギミックや造形の工夫を通じて、

お客様の琴線に触れる商品へと仕立て上げる力は、当社

の大きな強みです。事業基盤の強化とともにこうした強

みを今後さらに伸ばし続けること――。これにより、お客

様にご満足いただける商品が生まれ、ひいては、それが

従業員、株主、パートナー、社会といったすべてのステー

クホルダーの喜びにつながると信じています。今後もタ

カラトミーの持続的成長に向けて、尽力してまいりますの

で、読者の皆様には、引き続き変わらぬご支援をいただ

けますよう、よろしくお願い申し上げます。

前・中期経営方針～創業100周年に向けて

2014 2015 2016 2017 2021–20242018 2019 2020
前・中期経営方針（2014–2017年度） 新・中期経営計画（2018–2020年度）

新・中期経営計画（2018–2020年度）

100周年に向けての4年

創業95周年 創業100周年創業90周年

意識改革 中期事業戦略 中期財務戦略中期コスト削減・投資拡大策

中期事業戦略 中期財務戦略中期コスト削減・投資拡大策

商品改革 ビジネスの構造改革

2020年度 経営目標について
 

中期事業戦略など3つのプランを実行

新たな成長へ、挑戦

2018年度
計画

売上高 1,720億円
営業利益 100億円
EBITDA 180億円
自己資本比率　　　42%

2020年度
目標

中期事業戦略 中期財務戦略中期コスト削減・投資拡大策

売上高 1,900億円
営業利益 140億円
EBITDA 230億円
自己資本比率　　   50%

自社オリジナルグローバルブランド戦略の推進
日本、アジア オリジナルブランドの創出
カテゴリーNo.1戦略
ハイターゲット及び高齢者向けビジネスの拡大
アジア市場の拡大
欧米の完全立て直し

1. 企画・開発力の強化
2. 技術・設計・試作品製作の効率化
3. 品質の向上
4. グローバル専任チームの設置

開発力大幅強化

1

2

3

4

5

6

コスト削減
原価低減策の推進
物流費の低減

投資拡大
IP投資 強化
積極的な広告宣伝

1

2

1

2

安定的な
キャッシュ創出

次世代に向けた
投資原資の確保

Q
A

10年後、20年後のタカラトミーのイメージは？

2024年の創業100周年を迎えるタイミングで、売上の半分以上が海外から生み出される
グローバル企業を目指します。子どもたちの夢と笑顔の実現に向けて、
特に品質管理は徹底していかねばならないと強く思っています。
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前・中期経営方針～創業100周年に向けて

2014 2015 2016 2017 2021–20242018 2019 2020
前・中期経営方針（2014–2017年度） 新・中期経営計画（2018–2020年度）

新・中期経営計画（2018–2020年度）

100周年に向けての4年

創業95周年 創業100周年創業90周年

意識改革 中期事業戦略 中期財務戦略中期コスト削減・投資拡大策

中期事業戦略 中期財務戦略中期コスト削減・投資拡大策

商品改革 ビジネスの構造改革

2020年度 経営目標について
 

中期事業戦略など3つのプランを実行

新たな成長へ、挑戦

2018年度
計画

売上高 1,720億円
営業利益 100億円
EBITDA 180億円
自己資本比率　　　42%

2020年度
目標

中期事業戦略 中期財務戦略中期コスト削減・投資拡大策

売上高 1,900億円
営業利益 140億円
EBITDA 230億円
自己資本比率　　   50%

自社オリジナルグローバルブランド戦略の推進
日本、アジア オリジナルブランドの創出
カテゴリーNo.1戦略
ハイターゲット及び高齢者向けビジネスの拡大
アジア市場の拡大
欧米の完全立て直し

1. 企画・開発力の強化
2. 技術・設計・試作品製作の効率化
3. 品質の向上
4. グローバル専任チームの設置

開発力大幅強化

1

2

3

4

5

6

コスト削減
原価低減策の推進
物流費の低減

投資拡大
IP投資 強化
積極的な広告宣伝

1

2

1

2

安定的な
キャッシュ創出

次世代に向けた
投資原資の確保

自己紹介
新しいものを創り出すことに常々強い興味を

抱いていた私にとっては、“おもちゃづくり”も

大きな関心事で、その気持ちがタカラトミー

への入社を導いたと思います。前職でのベン

チャーキャピタリストとして、さまざまな事業案

件を見てきた経験は、今の企業経営に通じる

ものも多く、そこでの経験を活かし、タカラト

ミーの持続的成長につなげていきます。

PROFILE

商社でファンド事業を担当し、その経験をもとに様々な

事業や企業に投資するベンチャーキャピタリストとして

活躍。2009年に当社社外取締役に就任、その後取締

役常務執行役員兼CFO、代表取締役副社長兼COO

兼CFOを経て代表取締役社長兼COOに就任。
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