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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。

34 株式会社タカラトミー     アニュアルレポート 2017

EPISODE 4



10
日本

おもちゃ大賞
2016

共遊玩具部門
大賞

日本
おもちゃ大賞

2016
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
青少年の
体験活動

推進企業表彰
審査委員会奨励賞

教育応援
グランプリ
銀賞

グッドデザイン・
ロングライフデザイン賞

受賞

GP
（グリーン
プリンティング）
環境大賞
大賞

第59回
日本雑誌広告賞

銀賞

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）

リカちゃんの
カタログ

「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

小学校への出張授業
プログラム

「リカちゃん」大人向け
ブランド「LiccA」

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

35

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。

EPISODE 4　ステークホルダーとの価値共創



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
活動において“当たり前”に取り組んできた様々な事
案について、改めて精査し、現状をまとめ上げ、随時
情報開示に努めてまいりました。私たちを取り巻く多
くの課題に対し、これまで真摯に向き合ってきたこと
に嘘偽りはありませんが、一方で、それでもいまだ力
及ばぬ課題、時代の変化に伴って新たに対処すべき課
題、また、私たちおもちゃ屋だからこそできる課題、そ
うした様々な課題が見えてきたことも事実です。
　昭和5年、創業者ら先人たちは玩具製造業者によ
る同志会を設立いたしました。その後発表された「東
京玩具工業同志会産業指導精神」と題した起草文の
中には、玩具産業に携わる者の戒めとして経営者座
右の銘が記されています。

「未来」に繋ぐべきもの

　「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」
　先人たちは生業であるおもちゃを通して、先々の世
の中の発展に力を尽くそうと誓い合ったのです。「企業
の社会的責任」「持続可能な社会」といった言葉が世
の中に存在していなかった時のことでした。
　おもちゃはいつの時代も、子どもたちの健やかな成
長の一助となるものであると私は考えます。だからこそ
私たちおもちゃを生業とする者は、本業が担うべき役
割使命に誇りと責務を持ち続けなければなりません。

 　「世界中の子どもたちがもっと楽しく、もっと笑顔
に。」―「過去」から「現在」、そして「未来」へと繋いで
いくべきものはとてもシンプルなものなのだと思って
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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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
超えて脈々と受け継がれ、この信条が私たちのCSR
方針の土台となっています。

CSR 方針

（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

環
境

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィへ
の

参画
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の

発
展

労
働
慣
行

人
権

消費者課題

公正な事業慣行

組織統治

創業理念

CSR 方針

重
要
主
題

重
要
主
題

重要主題1

3 2 社会・地球環境との共存
ステークホルダー

地域、社会、地球環境

健全な経営の実行
ステークホルダー

従業員、株主、投資家、パートナー

ものづくりへのこだわり
ステークホルダー

子どもたち、お客様

　当社グループでは、ISO26000を、当社グループが
社会的責任を果たす上での重要なガイドラインと捉
え、そこに定義された7つの中核主題を網羅するかた
ちで取り組むべき3つの「重要主題」を制定し、グルー
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。

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。“ ”

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

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

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
取締役会

計25名
事務局

タカラトミーマーケティング
CSR推進プロジェクト
プロジェクトオーナー ：
代表取締役会長
オブザーバー ：
執行役員

（2017年3月31日現在）
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おもちゃの安全品質

子どもたちが楽しく遊ぶおもちゃだからこそ、ケガや事
故は絶対に起こしてはなりません。タカラトミーグルー
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ています。おも
ちゃの高い品質と安全性を確保することを、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
て重視することで、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、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
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

した場合でも、当該商品の市場への流出を防止できる
体制を整え、商品の継続的な安全品質の確保、管理の
徹底に取り組んでいます。
　おもちゃの安全配慮は、時代に沿った新たな遊びの
登場やテクノロジーの進化とともに変化するため、こう
した規定や安全基準、検査内容は随時更新し、常に徹
底した安全品質管理に努めています。また、国内外グ
ループすべての従業員の教育と啓発を目的とし、全従業
員が一堂に会して安全品質の大切さを考える「安全の
日」を定めています。本会合を年1回は必ず開催するこ
とを「商品安全品質管理規程」にも定めており、全社的
な認識と理解促進、商品への反映に努めています。

重要主題　ものづくりへのこだわり

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

CHECK1

おもちゃの安全品質検査の例

CHECK 2

CHECK3

CHECK4

CHECK5
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。

光ってないから
安全！

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。

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。

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。

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。

↓ラ
イト

500!
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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
スを保つことが大切です。わくわくするような楽しさの
なかでも安全に遊んでいただけるよう、お客様に守って
いただきたい事項はパッケージや取扱説明書、ウェブサ
イトに表示しているほか、対象年齢の表示や、使用対象
となる子どもの行動を予測した上での警告・注意喚起、
子どもでもわかりやすいピクトグラムの使用など、子ど
もたち目線での安全対策にも注力しています。

　安全への取り組みは、おもちゃがお客様の手に届い
てからも続きます。お客様相談室で受けるおもちゃのご
相談やご意見、お問い合わせなどは、年間約24万件に
もなります。その内容を正しく記録して分析し、有益で
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
しています。なかでも特に注意が必要なのが、ケガや事
故のおそれがある場合です。「子どもが思いがけない使
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。

ピクトグラムの例

各種の検査装置を使用した社内検査

社内に掲示されている
「お客様からの手紙」

「安全配慮」にこだわる
お客様対応

当社公式サイトでの注意喚起
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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」を目指して取り組みを続
けています。
　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、目や耳が不自由な子どもたちも一
緒に遊べるおもちゃ「共遊玩具」として一般向けおもちゃ
へと発展しました。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。

“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

スイッチの凸印共遊玩具のマーク
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

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

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）

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

　「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。
　当社グループが「誰もが楽しめるおもちゃ」の企画・開
発に積極的に取り組み続け、業界を先導してきた歴史
は37年になり、現在では毎年100種以上が「共遊玩具」
の認定を受けています。
　こうした普及への功績から、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」を受賞し、さらに2013年から
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
ど、外部からも高い評価を得ています。

© TOMY　© T- ARTS
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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
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。

発達障害のある子どもたちも一緒に
楽しめる工夫をした

小学館の図鑑N EOPad

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。

専門の社員による講演

国際福祉機器展

福島バリアフリー
おもちゃ博への協力

© TOMY 　©小学館
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「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一つとして、“攻め”
の知的財産戦略を実行しています。
　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。

相手を破壊して勝つバーストギミック

複合的な知的財産権の取得

当社グループでは、企画・開発の初期段階から、知的財
産部門と事業部門・研究開発部門とが緊密に連携し、
新規性・進歩性のある技術について、積極的に特許権を
取得し、事業優位性の確保に努めています。また、特許
権のみならず、独創的な商品デザインについては意匠
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
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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
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
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。
　「ベイブレードバースト」に限らず、「トミカ」「プラレー
ル」「リカちゃん」をはじめとする他のブランドについても
同様の戦略を実行しており、特許出願件数は玩具メー
カーとしてはトップクラスです。また、2016年の国内意
匠登録件数及び商標登録件数は、いずれも出願人全体
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
の件数を誇っています（意匠登録件数16位、商標登録
件数12位／「特許行政年次報告書2017年版」より）。
　さらに近年は、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。

知的財産権侵害への対策

当社グループの知的財産権を侵害する行為は、当社グ
ループに損失をもたらし、ブランドを傷付けるものです。
具体的には、知的財産権を侵害する模倣品を製造、販
売する行為や、SNSに当社の著作物を無断掲載する行
為などが挙げられますが、当社グループはブランドを保
護し、ひいてはお客様を模倣品被害等から守るために
知的財産権を行使し、適切な措置を講じています。
　一例として、模倣品の流通を防ぐため、中国のECサイ
トを定期的に監視し、知的財産権侵害品を発見した場
合、速やかにサイト運営者に対して削除申し立てを実施
しています。また、国内のECサイト運営者とも緊密に連
携して模倣品対策を実施しています。

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。

意匠権

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
©Hiro Morita,BBB Project, TV TOKYO 
© TOMY
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環境活動

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、環境活動の柱である「エコトイ」活動に
取り組んでいます。

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、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わか
りやすく伝えるとともに、おもちゃ市場にグリーン購入
の取り組みが広がっていくよう努めています。
　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

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、
遊ぶ時の環境配慮はもちろん、おもちゃづくりの過程
でも資源の有効活用に取り組み、レールや橋脚には、
原材料に再生材料が50％以上配合された「エコ直線
レール」「エコ曲線レール」「エコブロック橋脚」を使用し
ています。また、パッケージでも、印刷用インクには植
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
ど、環境に配慮しています。
　また、事業活動における環境負荷の低減に向けては、
事業活動に伴って発生した排出物を、法令を守って適切
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。また、物流にお
いても、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。

重要主題　社会・地球環境との共存

省電力で走行時間は4倍！

パッケージは植物油インク
を使用し、環境に配慮！

レールと橋脚は原材料に再生材料が50％以上配合！※

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

※ 〈対象〉エコ直線レール、エコ曲線
　レール、エコブロック橋脚

JR東日本商品化許諾済
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エコプロ 2016の様子

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。

出張授業の様子

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
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
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。

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
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地域活動

当社グループでは国内外の各拠点で地域活動に参加し
ています。

（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  工場見学の様子

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

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

　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
パレードなどのイベントに協賛しています。また「人道」
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、
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。

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

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
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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
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
ピールする一環で「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。また、毎年9月
に行われる、地域をあげての商店街のお祭り「立石フェス
タ」では、地域貢献の一環として、本社前桜通りで打ち水
大作戦を開催しています。
　海外では、TIグループが英国で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し

「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

レッドライトアップ
キャンペーン

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、コミュニ
ティサービス／社会的責任委員会（CSSR）を結成し、が
ん患者やその家族を支援する活動や、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、さまざま
な社会活動を行っています。またタイでは、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。

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

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

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
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働きやすい風土、働きやすい制度

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」
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。　
　2016年度は職場活性化策として、社長主導のプロ
ジェクトチームの企画により、七夕やハロウィンなどの
季節行事を中心に、従業員が楽しんで働くための様々
な社内イベントを開催しました。また、毎年子どもたち
の夏休みの時期には、お互いの家庭状況を理解し、必
要なときに助け合える雰囲気をつくることを目的に、

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
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
現のために、働きやすい制度も整備し、従業員が働き
やすい環境を構築しています。特に、子育てをしやすい
働き方の制度整備を進めており、2010年にトライアル
を開始し2014年から正式導入した「在宅勤務制度」で
は、時間に制約のある育児・介護を行う従業員に週1回
自宅での勤務を可能としています。また、過去に失効し
た有給休暇を産休前の妊婦検診や通院に利用できる
ほか、復職後も急な子どもの看病等に備えて通常の有
給休暇の日数を残せるなど、従業員が安心して職場復
帰できるよう、産休取得前ならびに育休復職時には充

七夕
イベント

ハロウィン
イベント

重要主題　健全な経営の実行
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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
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
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。
　女性の活躍推進については、働く環境の整備が、従
業員のモチベーション向上はもちろん、女性のキャリア
アップや女性管理職の増加にもつながると考え、さら
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。

子育て
サポート
くるみん
マーク

よりよい会社にするために

タカラトミーグループでは 2014年から定期的に日本
語、英語、中国語で回答できる従業員満足度調査を実施
しています。従業員の考えや社内の実態を把握し、課
題の抽出及びその改善に努めると同時に、アンケートに
基づく分析結果や改善点は、社長自らが従業員に対し
て報告しています。

ファミリー
デー
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組織統治、コンプライアンス研修

当社グループは、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」を常に心がけ企業活動を行っていま
す。企業理念には「夢の実現」を掲げ、各ステークホル
ダーに向けての約束を「企業指針」として定めています。
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。
　創業理念・企業理念・企業指針・行動基準の理解を深
めるために、「タカラトミーグループビジネス行動指針」
を制定し、創業理念等の遵守はもとより、《一番大切な
お客様である子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》という基本精神を伝えてい
ます。
　法令遵守はもちろん、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し、一人
ひとりがコンプライアンスを徹底するよう、様々な施策
を実施しています。

「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
役職員を集め、当社グループで過去に発生した問題の
内容や原因、対策の共有や社会的に問題となっている
事象についての有識者の講演等を行うことにより、コン
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

行動基準

企業指針

企業理念

創業
理念
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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
は、当日の映像配信を行い周知しています。

「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
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
員に向けて研修を実施しています。

各種e-ラーニングの実施
国内グループ会社向けに、「個人情報保護法」を始めと
する法令や業務に関するルール等多岐にわたりe-ラー
ニングを実施しています。

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。

その他
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
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。

　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
周知徹底は図れないことから、全グループ会社で「コン
プライアンス意識調査」を実施し、コンプライアンスに
対する認知や理解の浸透度、各社、各部門における課
題を洗い出し、より効果的な取り組みを実施できるよ
う施策の見直し等を図っています。

企業指針
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指示

助言

助言

助言

助言

助言

選任/解任/監督

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。

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

各統括本部会議
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

社長室
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

（2017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。更に、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。

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。

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、各本部ごとに「統括本部会議」を設置し、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。

http://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

4 211 10192 17

1 19 415 0

5

1

53

121

10

57

43

54

0

9

 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（2017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、「健全な子供文化の育成」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
（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
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
の更なる向上を目指しています。「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。

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

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。

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。

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。 
http://www.takaratomy.co.jp/company/governance.html
http://www.takaratomy.co.jp/company/pdf/gov_report2017.pdf


