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タカラトミーグループ
3つの重要主題

タカラトミーグループ
CSR

“あるべき姿”
“あるべき姿”への
アプローチ

私たちの事業を通じた
社会への貢献

「誰もが楽しめる」
遊びを広げます。

胸を張れる
大人として
行動します。

100年先も
子どもたちが
“笑顔”で遊べる
環境を守ります。

「世界中の
子どもたちと

友だちになる」こと

（図）ISO26000 ７つの中核主題とタカラトミーグループ３つの重要主題

（図）タカラトミー
グループCSRの
骨子とあるべき姿
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創業者富山栄市郎がおもちゃを生業と選んでから94年、

私たちの仕事の根底にあったのは、「子どもたちに優良

な商品を提供し続けたい」という想いでした。モノをつく

る会社の社会貢献とは、どれだけお客様にとって優良な

商品を提供できるか、そして品質や安全や価格面におい

てどれだけお客様に喜んで受け入れていただけるか、そ

んなシンプルなことにこそあるのだと思います。そしてそ

の想いを受け継いだ私たちは、この一点において、なん

の気負いも衒いもなく歩んできたのだということは、胸を

張って言うことができます。

　私たちはこれまで3年という時間をかけて、自分たちの

生業であるおもちゃづくりを通じて社会とどのようにかか

わっていけるのか、この先の自分たちの姿がどうあるべき

か、そしてその姿に近づくためにはどんな道筋を辿れば

いいのか、タカラトミーグループらしいCSRについて議論

を深めてまいりました。そしてそのアウトプットとして、過

去から現在にかけての私たちの活動については洗い出し

ができてきたように思います。

未来に続く歴史を刻む
　では、私たちが踏み出すべき次の一歩はなんなのか？

　私たちが産み出すおもちゃは子どもたちの健やかな成

長の一助となるものです。世界中の子どもたちからこの

先もずっと、光り輝く笑顔が失われないように、私たちは

当たり前のことを当たり前に、しっかりと取り組んでいか

なければなりません。その場を繕うだけのきれいな言葉

で飾るのではなく、嘘偽りのないすべてを、未来に続く歴

史として刻んでいきたいと思っています。

　時代は過去とは比べものにならないスピードで変化し

ていきます。この先、想像もつかないような現実が私たち

を待ち受けているかもしれません。それでも、私たちタカ

ラトミーグループが進もうとする未来は楽しそうだね、ワ

クワクするね、と言われるものにしていきたいと考えます。

そしてその根っこにあるのはきっと、世界中の子どもたち

を友だちにしてしまう優良なおもちゃと子どもたちの笑

顔、ただそれだけなのだと思います。

代表取締役会長
兼CEO
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

私たちタカラトミーグループの創業理念である「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」は、時代を超えて脈 と々

受け継がれ、この信条が私たちのCSR方針の土台となっ

ています。

　当社グループのCSRにおいて取り組むべき３つの重要

主題は、社会的責任を果たす上での重要なガイドライン

ISO26000の７つの中核課題を網羅するかたちで制定し

ています。

当社グループは2018年4月に、CSRのあるべき姿を“世

界中の子どもたちと友だちになる”と制定し、その実現の

ためのアプローチをまとめた“タカラトミーグループCSR

の骨子”を策定しました。2024年に迎える創業100周年

とその先の社会を見据えて、未来に対する私たちの貢献

のあり方についてまとめたこの骨子は、国連が定めた「持

続可能な開発目標（以下SDGs）」を軸に検討しました。

SDGsは国際社会の共通目標であり、これからを生きる

子どもたちにとっても、未来の社会を形作る重要な指針と

なるものです。今後はこの骨子を軸に、様々な活動を展

開してまいります。

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

CSR推進プロジェクトでの
骨子検討
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CSRの一層の推進のために
―CSR骨子の策定
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ものづくりへのこだわり

タカラトミーグループでは、企画・開発から販売、アフター

サービスまでのすべての過程において、おもちゃの高い

品質と安全性を確保することで、競争力のあるおもちゃづ

くりにつなげています。

　商品のグローバル展開に合わせ、玩具業界の安全基準

（ST）や、他国の法令や規制より厳格な独自の基準に照

らした検査を実施するほか、「商品安全品質管理規程」

を策定し、企画から生産に至るすべての工程で安全の確

保と問題の未然防止に取り組んでいます。また、食品衛

生法においても定められている重金属・フタル酸エステ

ル類などの有害物質の混入防止については、外部検査

機関に加え社内でも検査を実施し、混入した場合は当該

商品の市場への流出を防止する体制を整えています。

　あわせて、おもちゃの安全配慮は新たな遊びの登場や

テクノロジーの進化とともに変化するため、「タカラトミー

品質規定」に定める基準や検査内容は、時代に応じたアッ

プデートを重ね、最善の安全対策を講じています。2017

年度は、各国の基準及び規制や動向を確認し、2018年4

月に「タカラトミー品質規定」第10版の改訂版を発行しま

した。また、国内外グループの全従業員が年1回一堂に

会して安全品質の大切さを考える「安全の日」を実施する

など、安全品質に対する教育、啓発に努めています。

　さらに、楽しく安全に遊んでいただくために、商品パッ

ケージや取扱説明書、自社ウェブサイトで子どもの行動

を予測した上での警告・注意喚起表示をするなど、子ども

たち目線での安全対策にも注力しています。また年間約

30万件のお客様相談室へのご相談、ご意見、お問い合

わせについては分析の上、社内にフィードバックし、特に

ヒヤリハット事例は社内で共有し、次のものづくりに活か

しています。

文化や性差、障害の有無、ライフスタイルや価値観の違い。世界は多様性に満ちています。
私たちは、多様性に配慮したおもちゃ、安全で安心なおもちゃを提供し、世界中の子どもたちが
楽しむことができる遊びをひろげることで、子どもたちの成長をお手伝いします。

重要主題

おもちゃの安全品質

お客様相談室のオペレーター

社内に掲示されている「お客様からのお手紙」
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SAFETY

CHECK

おもちゃの安全品質検査の例 CHECK-1

CHECK-2

CHECK-4

CHECK-3

CHECK-5

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器の中に商品を入れて、
検査を行っています。

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
という機器で検査
をします。尖った箇
所は、ライトが光り
ます。

一部のおもちゃの部品では、ケガをしないよう
に、材料の硬さを決めています。硬度計という
機器で、硬さを測定する検査があります。

子どもたちがおもちゃをくわえた時、色素が溶
け出さないか、おもちゃをお湯に浸して確認し
ます。

落とした時に危な
い壊れ方をしない
か、落下テストを行
います。

溶け出ない
（検査合格）

溶け出た
（検査不合格）

この場合は
100cm!
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次世代への技術・ノウハウの継承

国内外で様 な々業務を経験し
技術・ノウハウの継承に力を注ぐ3名のフェロー

菅原  進

吉村  徹

伊藤  洋

（2018年7月現在）
既存商品の設計や技術の見直しを実施

FE
LLO

W

次世代に伝えていくために

設計、生産、品質、アフターサービス、海外での生産管理、

そして経営など国内外で多岐にわたる業務により蓄積し

てきた経験を次世代へ継承していくことを目的に、2017

年度には３名のフェロー※が任命されました。安全・品質、

生産に関する課題を抱える若手担当者の相談に対応し指

導することに加え、商品の設計段階における課題の洗い

出し、発売済みの商品の定期的な設計・技術の見直し、さ

らに海外の生産現場における検査項目や体制の見直し、

技術指導などを通じた不良品出荷の未然防止にも取り組

んでいます。安全・品質・技術水準のさらなる向上を目指

し、2018年1～ 3月には、ベトナムをはじめとする海外生

産拠点を訪問しました。
※フェローとは： タカラトミーグループにおいて必要とされる特定の技能

を有する社員のこと

品質管理・設計・生産技術は、優良な商品づくりの“要”となります。
先端技術や大人の世界で流行っているものを、おもちゃ独自の技術・ノウハウを活用し、
手頃な価格で再現させる、それが私たちおもちゃメーカーの腕の見せどころです。
当社グループが90年を超える歴史の中で積み上げてきた経験を
次世代へと継承していくことが持続的な事業の発展に必要となります。

調達から生産、設計、技術、安全・
品質、お客様相談室、海外工場、
経営など幅広い職務に従事して
きました。その過程で学んだこと
を、より大きな視点で生産をコン
トロールできる後輩の育成につ
なげたいと考えています。

設計、海外生産拠点駐在、グ
ループ会社経営、生産戦略、調
達物流等の生産に関わる業務
に携わってきました。今後はそ
れらのノウハウをカタチとして
蓄積し、確実に次世代に伝えて
いくため「タカラトミー玩具技術
シンクタンク」の完成に向け全
力を注ぎます。

品質、海外での生産管理、コス
ト管理などを中心におもちゃに
携わってきました。“真の品質”
を追求するためには、品質ノウ
ハウの伝承が必須。事業部、安
全品質、技術の架け橋となって
私たちのノウハウや成功・失敗
談を共有し、次の世代にも伝え
ていきます。
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タカラトミー玩具技術シンクタンク

玩具製造工場　視察（中国）

金型工場　指導風景（中国）

暗黙知を「カタチ」に

当社グループではこれまでも、ベテランエンジニアによる

講義や工場見学会などの“育成塾”を開催し、後継の育成

に取り組んできました。こうした活動を踏襲し、3名のフェ

ロー達は社内に引き継がれてきた技術やノウハウを体系

的な「カタチ」として残し、社員が活用しやすい仕組みで

運用するために、若手エンジニアの相談窓口の設置、技

術・ノウハウのアーカイブ化など、品質管理や設計・生産

技術を担う次世代の人材を育成する仕組みの構築に取り

組んでいます。さらに、継承すべき技術やノウハウをカタ

チとして残し、社内で共有する仕組みづくりとして、用語

集の作成やチェックリストの多言語化、生産拠点立ち上

げ時のノウハウなどをとりまとめた「タカラトミー玩具技

術シンクタンク」（冊子）の作成と社内での共有・活用を進

めています。
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複合的な知的財産権の取得

タカラトミーグループは商品の企画・開発の成果や独自

のブランドについて積極的に知的財産権を取得し、出願

数は業界トップクラスです。1つのブランドや商品に対し

て知的財産権を複合的に取得し、保有することで、技術

や遊びも含めたブランド価値の確立とそのブランドの持

続的な成長につなげています。近年は、特許権の質の向

上と早期権利化、及び欧米、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。保有する知的財産権については、情報を社内

に広く発信し、その活用と保護を推進することで、独創性

のある商品開発を支えています。

　

知的財産権侵害への対策

当社グループではブランドを保護するため模倣品の排除

にも力を入れています。模倣品の製造、販売や、SNSへ

の著作物の無断掲載など、ブランド価値を損ない、お客

様に模倣品被害をもたらす恐れがあるこれらの行為に対

しては、知的財産権を行使し、適切な措置を講じていま

す。具体的には、海外ECサイトの定期的な監視による模

倣品の流通防止や、知的財産権侵害品の掲載に対して

はサイト運営者への速やかな削除申し立てを実施するほ

か、国内ECサイト運営者とも緊密に連携して模倣品対策

を推進しています。

他者の知的財産権の尊重

当社グループは、他者の知的財産権を侵害することがな

いよう、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し、知的財産権の侵害を予

防しています。また、他者の知的財産権を尊重するため

に、社員に対して、e-ラーニング等による教育を実施して

います。

「ブランド」の成長を支える知的財産戦略

当社グループでは、独創性に富んだものづくりを続け、新しい遊びの価値創造に取り組んできました。
「商品」から「ブランド」へと成長戦略を推し進める中で、
中核となる玩具事業を強化する施策の1つとして、“攻め”の知的財産戦略を実行しています。

他者の特許権、商標権
等の侵害有無の調査

模倣品、権利侵害行為
の監視、対策の実施

・質の高い権利の取得
・早期権利化
・欧米、アジアへの出願

商品公表前に、特許、
意匠、商標出願

侵害の予防

侵害への対策

知的財産権の取得

ブランドの確立・成長

36 持続的成長への取り組み 



トミカ開発担当者と共遊玩具担当者の打ち合わせ

おもちゃで広げる、心のバリアフリー

当社グループでは、創業者が遺した言葉「世の中のためになる企業経営」を形にすべく、
障害の有無にかかわらず「誰もが楽しめるおもちゃ」を目指し、取り組み続け、その活動の
歴史は38年になります。

共遊玩具の取り組み

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、その後、障害のある子どもたちも一緒に遊べる

おもちゃ「共遊玩具」として一般向けおもちゃへと展開し

ました。現在その活動は、玩具業界全体の取り組みへと

広がり、（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認定された商品のパッケージに

「盲導犬マーク」「うさぎマーク」を表示し、一般の玩具売

場でも識別しやすくしています。

　「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工

夫を、聴覚障害に対しては音に加え、光、振動、文字、動

き、絵などの要素でも遊びを盛り上げる工夫がなされて

います。

6年連続100シリーズの「共遊玩具」登録

当社グループは、業界を牽引する「共遊玩具」の提唱メー

カーとして、幅広いカテゴリーからも商品の登録申請に取

り組み、2012年から6年連続で100を超える「共遊玩具」

の認定を受けています。

　こうした普及活動が評価され、2009年には「バリアフ

リー・ユニバーサルデザイン推進功労者表彰 内閣府特命

担当大臣表彰優良賞」を受賞、「日本おもちゃ大賞」の共

遊玩具部門においては2010年から９年連続で大賞を含

めた入賞を果たしています。さらに2018年には一般財

団法人 国際ユニヴァーサルデザイン協議会（IAUD）から

「共遊玩具」開発を通じた共生社会に向けての活動が評

価され、玩具業界初の「IAUD アウォード 2017」金賞を

受賞しました。

より多くの人たちに楽しんでいただくために

「共遊玩具」が配慮している目や耳の不自由な子どもたち

に加え、シニアの方など、様 な々人が一緒に楽しめる工夫

をしたおもちゃの開発に取り組み、その活動や商品紹介

のための「いっしょにあそぼ。おもちゃカタログ」を発行し

ています。さらに「共遊玩具」や障害への理解（心のバリ

アフリー）促進に向けて、国際福祉機器展等のイベントへ

の参加、大学等での講義活動や子どもたちへの出張授業

にも取り組んでいます。

© TOMY
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事業を通じた環境負荷低減の取り組み

当社グループでは、事業活動における環境負荷の低減に

向けて、事業活動に伴って発生した排出物を、法令を守っ

て適切に処理することはもちろん、可能な限り資源として

活用されるよう努めています。例えば国内に工場を所有

する（株）トミーテックでは、プラスチック成形時に排出さ

れる廃材を粉砕しリサイクルしています。

　物流においては、段ボールや緩衝材の使用量削減や、

緩衝材への100％古紙利用や繰り返し使える折りたたみ

コンテナの利用、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。

エコトイ活動

当社グループは、資源の有効活用と、環境に配慮したお

もちゃ「エコトイ」の開発に取り組んでいます。「エコトイ」

は、グループ横断組織「エコトイ委員会」が第三者機関か

らの助言を得て定めた8つの環境配慮基準「エコトイ基

準」を1つ以上クリアした商品です。パッケージに「エコト

イ」マークを表示してお客様に環境配慮の工夫を分かり

やすく伝えるとともに、おもちゃ市場におけるグリーン購

入の普及に努めています。

資源の枯渇や気候変動、環境問題など、社会は今、様々な課題に直面しています。
私たちは、子どもたちが笑顔でおもちゃを楽しむことができる持続可能な地域社会と
地球環境を次世代に残していくため、事業が及ぼす負の影響を最小化し、
地域の発展と環境の保全に貢献していきます。

社会・地球環境との共存重要主題

①トミーテック（栃木） ②TOMIXの車輪を作る機械③車輪を切削する際
に排出される金属くずをリサイクル④プラスチック成型時に排出される
ランナー

電池を使わず、スマートフォンで
撮影した画像をプリントできます。

❶ ❷
❸ ❹

おえかきをするスクリーンの部分
を交換することができるので、長
く遊べます。

エコトイマーク

© TOMY
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小学生への出張授業

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、おもちゃを使った遊びや講座を通じ

て、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

け入れや小学生向け出張授業など、次世代を担う子ども

たちに環境教育を行っています。なかでも出張授業プロ

グラムは、子どもたちの環境配慮の意識や職業観を育む

機会として高く評価され、環境省主催の「平成29年度地

球温暖化防止活動環境大臣表彰 環境教育活動部門」を

受賞しました。

　学習・遊びを終えた子どもたちには「エコトイメンバー

認定証」やカードゲーム型環境活動レポートの「エコか

るた」を修了証としてお渡ししています。2011年6月から

2018年3月までにエコトイメンバーになった子どもたち

の数は約55,000人にのぼります。

本社への社会見学

地域の活性化に向けた各種イベントへの参加

おもちゃ、ファンシーグッズ、キャラクターグッズ、書籍の

専門店を経営しているキデイランドは、各店舗が地域商

店会に加盟し、地域活動に参加しています。また栃木県

壬生町にあるトミーテックでは、おもちゃ団地協同組合

主催のごみゼロ運動に参加し、2017年には地域の51社

125名が参加し、2トントラック1台分を集めました。

　本社のある東京都葛飾区では、地場産業である“おも

ちゃ”やものづくりをアピールする「おもちゃアイデアコン

クール」に協力し、小学生のユニークな発想で作られた

おもちゃの中から「エコトイ賞」を設定し表彰しています。

地域支援活動

海外事業を担うトミーインターナショナルは、米国、欧州

で、地域に根ざした多様な活動を行っています。

　英国では子どもたちのためにおもちゃを持って病院を

訪問しているほか、おもちゃ会社で作るチャリティ団体を

通じて障害のある子どもたちの支援を目的としたファンド

レイジングイベントに参加しています。米国では、がん患

者やその家族を支援する活動や、おもちゃの寄付などを

通じて格差解消を目指す活動など、さまざまな社会活動を

行っています。またトミータイでは、日本の工場文化を現

地の大学生に伝える取り組みのほか、従業員の子どもた

ちや地域の小学生を対象に、工場見学も実施しています。

地域活動

日本及び世界各国で事業を展開しているタカラトミーグループは、そ
れぞれの拠点で地域活動に参加しています。

国 内 海 外
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ファミリーデーの開催　

当社グループでは、年 1回ファミリーデーを実施し、従

業員の子どもと家族を会社に招待し、職場見学や仕事

見学を行っています。家族に仕事、従業員の日常を体験

してもらうことで、職場に対する理解を深め、また、従

業員同士が互いの家庭状況を理解することで働きやす

く、家族を大切にする職場の雰囲気づくりを目指してい

ます。

　2017年度は、子ども178名、大人 119名の計 297

名が参加しました。

ワークライフバランス

2014年から時間に制約のある育児・介護を行う従業員

を対象に週 1回の「在宅勤務制度」を正式導入してい

ます。また従業員が安心して職場復帰できるよう、産休

取得前及び育休復職時には、社内カウンセラーによる相

談を含む面談を実施するなど、充実したサポート体制を

敷いています。女性の活躍支援を目指したこうした取り

組みの結果、タカラトミーにおいては女性の育休取得率、

復帰率ともにほぼ 100％となっています。

グローバル化と技術革新は事業環境に大きな変化をもたらしました。
企業の影響力の高まりに伴い、誠実に事業を行う責任はより一層大きくなっています。
私たちは、子どもたちに対して、胸を張れる大人として行動し、
楽しく働きやすい職場をタカラトミーグループ全体でつくっていきます。

働きやすい職場の実現

健全な経営の実行重要主題

当社グループでは、「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」の
2つの方針を掲げ、企業価値創造を担う人財の確保・育成に取り組んでいます。
仕事とプライベートを切り離すことではなく、ともに充実させることで相乗効果を目指しています。

ファミリーデー
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タカラトミーCOCチームと
トミーシンセンの取り組み

玩具などの製造管理を行っているトミーシンセンでは、タ

カラトミーCOCプログラムに基づき、工場での人権の擁

護、従業員の健康と安全の確保、環境の持続可能性など

についてお取引先様とともに製造現場の管理・運営が継

続されるよう、サポートしています。実際に監査を実施する

お取引先様とともに

タカラトミーグループでは、お取引先様とともに、
生産工場の適正な労働環境の維持、向上を目指しています。

場合、タカラトミーCOCプログラムに基づき、キックオフ

ミーティング、施設視察、従業員面談、書類調査、終了ミー

ティングといったプロセスを経て監査を実施しています。

　2018年4月には、社内意識向上のためトミーシンセン

のCOCチームリーダーが、タカラトミー本社にてCOC説

明会を実施しました。説明会には、製品担当者から事業部

長まで生産に関わるスタッフ約100名が参加し、行動規

範への理解を深めました。

COC監査におけるプロセス

書類調査

キックオフミーティング

従業員面談

施設の視察

終了ミーティング
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タカラトミーグループビジネス行動指針

タカラトミーグループでは、創業理念・企業理念・企業指

針・行動基準に基づき、より適切に行動できるよう、「タカ

ラトミーグループビジネス行動指針」を制定しています。

そこでは創業理念等の遵守はもとより、《一番大切なお客

様であるこどもたちにあこがれられる存在であり続ける

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》ことを基本精神とし、具体的な行動基準

を定めています。またコンプライアンス違反が発生した、

または発生する可能性が懸念される場合は上司や担当

部門への相談、タカラトミーグループホットラインの利用

を促進しています。

組織統治

タカラトミーグループは、常に創業理念を基本として企業活動を行っています。
また企業理念で掲げた各ステークホルダーに対する「夢の実現」のための約束を「企業指針」とし、
その約束を形にするために、一人ひとりが遵守すべき内容を「行動基準」として定めています。
すべての役職員はこの「行動基準」に基づき日々の業務に取り組んでいます。

タカラトミーグループ
企業理念から行動基準

行動基準

企業指針

企業理念

創業
理念
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コンプライアンス教育の実施

「タカラトミーグループビジネス行動指針」については全

グループ会社の役職員が正確に理解ができるよう、多言

語（日本語、英語、中国語、ベトナム語、タイ語、韓国語、

フランス語）教材を作成し、研修を実施しています。

　毎年開催される「コンプライアンスを考える日」には、

国内グループ会社の役職員向けに、当社グループで問題

が発生した場合には内容や原因、対策を共有することで

再発防止に取り組んでいます。出席できなかった役職員

や海外グループ会社には映像を配信し、グループ全体の

コンプライアンス意識向上を図っています。さらに2017

年度にはコンプライアンス意識の強化と体制の確立等を

目的として、コンプライアンスリーダー制度を導入しまし

た。タカラトミーの事業部長や国内グループ会社の役員

を中心に役職上位者40名を任命するとともに、日頃の企

業活動において適切な判断や行動ができるよう、弁護士

等の外部専門家を招き、遵守すべき法令や知識等に関し

て計4回の研修を実施しました。

　また、同制度導入に先立って実施した「コンプライアン

ス意識調査」の結果に基づき、各リーダーが職場の課題

を認識し、率先して改善のPDCAサイクルをまわすこと

で、コンプライアンスを定着させる取り組みを実施しまし

た。リーダーが各々の職場で実施した1年間の改善活動

は、「コンプライアンスを考える日」で報告されました。

　さらに役職員の一人ひとりがコンプライアンスに対し

理解や共感を持てるようポスターの社内掲示や、4コママ

ンガ等で身近な事例を紹介するメールマガジンの配信と

いったさまざまな啓発施策を実施しています。

　この他、独自プログラムによる「下請法」「ダイバーシ

ティ」「ハラスメント」「長時間労働の是正」のe-ラーニング

等多岐にわたるコンプライアンス教育を実施しています。

お客様

社会

パートナー

株主

社員

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。

企業指針
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コーポレートガバナンス

指示

助言

助言

助言

助言

助言

選任/解任/監督

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1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。

業務執行部門、グループ会社

会計監査人
監査役会

取締役会

事務局

執行役員

代表取締役

常務会
安全品質統括部

危機管理対策本部

アドバイザリー
コミッティー

執行役員評価委員会

関係会社管理部
社会活動推進課

内部統制・監査部

取締役指名委員会

報酬委員会

リスク/コンプライアンス委員会

報告

報告

報告

監査

監査

監査

監査

指示

選任/解任選任/解任 選任/解任

方針指示
モニタリング
啓蒙活動（非常時）

株主総会

（2018年3月31日現在）
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コーポレートガバナンスの実践

1. 執行役員制
「執行役員制」導入による、権限委譲と執行責任の明確

化により、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。

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、

研修等を通じて全役職員にコンプライアンス遵守を周知

徹底させています。また、代表取締役を委員長とし、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／コンプライアンス上

の重要な問題を審議した結果を取締役会に報告してい

ます。さらに、代表取締役の直轄組織である「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

表取締役及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」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。

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。

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、

重要業務の執行に関する決定及び業務執行の監督機関

として位置づけ、定例、適宜臨時取締役会を開催してい

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、「常務会」を設置し、原則月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。

3） 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」及び「報酬委

員会」を設置し、各取締役の評価・選任及び報酬額等の

内容に係る方針につき提言・助言を求めています。

 

4） 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」を設置

して、当社及びグループの業務執行の有効性、財務の

信頼性等に関する幅広い助言を求めています。また、常

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。

www.takaratomy.co.jp/company/governance.html
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買収防衛策の導入

当社は、2016年6月24日開催の当社第65回定時株主

総会において株主の皆様の承認（賛成比率：68.6%）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。

役員区分

役員区分

報酬
総額

報酬
総額

基本
報酬

基本
報酬

賞与

賞与

対象者数
（人）

対象者数
（人）

 取締役
（社外を除く）

ハロルド・
ジョージ・メイ

4 312 87189 35

1 21 515 –

5

1

57

131

14

–

43

100

–

30

 監査役
（社外を除く）

社外役員

ストック・
オプション

ストック・
オプション

役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額
及び対象となる役員の員数（2018年3月期）

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）

（百万円）

〈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

せよう」「誠意と努力は他を益し、自己の幸福の基とな

る」を創業理念として掲げ、創業以来、「製品の安全品

質」はもちろん「遊びの品質」においてもより優良なもの

を子どもたちに提供し、「健全な子ども文化の育成」に

努めてまいりました。そして、その創業理念の実現に向

かって進むべき羅針盤として、企業理念を定めました。

　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

らなる向上を推進しています。「タカラトミー」ブランド

を光り輝かせるブランド価値経営は、すべてのステーク

ホルダーの方の「夢」の実現を可能にするものであると

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

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。

　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。

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

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

取締役・監査役の報酬

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70百万円以内と定められています。

　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

（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。

（注）ハロルド・ジョージ・メイ氏は、2017年12月31日付で当社代表取締役社長を
辞任しています。
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コーポレートガバナンスコードへの
対応状況について

当社はコーポレートガバナンスコードで求められる各原

則すべてについて実施しています。

政策保有株式 

関連当事者取引

情報開示の充実

取締役会の決議範囲と
経営陣への委任の範囲

独立社外取締役の有効活用

独立社外取締役及び監査役の
独立判断基準及び資質

取締役会全体としての 
知識・経験・能力バランス等

役員の兼務状況

取締役会全体の 
実効性評価の分析評価

役員へのトレーニングの内容

株主との建設的な対話に
関する方針

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

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。

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。

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。

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。

独立社外取締役として3名、全取締役（7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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

　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）については当社公式サ

イトに掲示しております報告書（2018年6月更新）をご参

照ください。 

www.takaratomy.co.jp/company/pdf/gov_report.pdf

※別途、2018年６月1日付コーポレートガバナンスコード改訂に伴う対応を進めております。
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