
証券コード：7867

■ 株主メモ

事業年度	 毎年4月1日から翌年3月31日まで

定時株主総会	 毎年6月下旬

基準日	 定時株主総会・期末配当	 毎年3月31日
	 	 中間配当	 毎年9月30日	

株主名簿管理人	 東京都港区芝三丁目33番1号
	 中央三井信託銀行株式会社

郵便物送付先	 〒168-0063　東京都杉並区和泉二丁目8番4号
	 中央三井信託銀行株式会社　証券代行部

（電話照会先）	 電話　0120-78-2031（フリーダイヤル）
	 取次事務は中央三井信託銀行株式会社の全国各支店ならびに　
　	 日本証券代行株式会社の本店および全国各支店で行っております。

●住所変更、単元未満株式の買取・買増等のお申出先について
株主様の口座のある証券会社にお申出ください。
なお、証券会社に口座がないため特別口座が開設されました株主様は、特別
口座の口座管理機関である中央三井信託銀行株式会社にお申出ください。

●未払配当金の支払いについて
株主名簿管理人である中央三井信託銀行株式会社にお申出ください。

●「配当金計算書」について
配当金支払いの際送付している「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定
に基づく「支払通知書」を兼ねております。確定申告を行う際は、その添付資料
としてご使用いただくことができます。
ただし、株式数比例配分方式をご選択いただいている株主様につきましては、
源泉徴収税額の計算は証券会社等にて行われます。確定申告を行う際の
添付資料につきましては、お取引の証券会社にご確認をお願いします。
なお、配当金領収証にて配当金をお受取りの株主様につきましても、配当金支
払いの都度「配当金計算書」を同封させていただいております。
＊確定申告をなされる株主様は、大切に保管ください。

TVアニメで！

ゲームで！

2011年3月期（第60期）

2010年4月1日〜2011年3月31日
年次報告書
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2011年3月期
代表取締役社長

株主の皆様におかれましては、平素より格別のご高配
を賜り、厚く御礼申し上げます。
また、このたび東日本大震災により被災された皆様に
謹んでお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興
を衷心よりお祈り申し上げます。

当連結会計年度におけるわが国経済は、政府による
経済対策や新興国の高い経済成長を背景に、輸出産
業を中心として企業業績に持ち直しの動きが見られた
ものの、円高の進行や中東諸国の政情不安による原
油価格の高騰、個人消費の低迷に加え、３月に発生し
た東日本大震災の影響により急激に悪化いたしまし
た。また、海外経済におきましては、米国の金融・財政面
の追加施策実施を背景とした景気回復が続いているも
のの、欧州では財政問題が解決せず、景気の本格的な
回復には至りませんでした。
玩具業界におきましては、消費者による購買の二極

化が進み、定番商品や一部のヒット商品販売は堅調に
推移しましたが、市場全体の落ち込みを埋めるまでには
至らず、厳しい経営環境が続きました。
このような環境のなか、海外展開が本格化している
現代版ベーゴマのメタルファイト	ベイブレードやトミカ、リ
カちゃんなどの定番商品は順調に推移したものの、子
会社におけるテレビゲーム卸の取扱量減少やアパレ
ル事業の販売不振など、一部玩具周辺事業が苦戦

し売上高は前年度に比べ減少しました。利益面では
利益率の高い商品の売上が好調に推移したことや、
昨年より推し進めておりますコスト管理を引き続き徹底
したことにより前年並みを計上することができました。
当社では、玩具事業への経営資源集中とグローバ

ル展開を柱とした新たな成長ステージに向けた改革
を推進するなか、３月11日に、米国の玩具・乳幼児製
品メーカーであるRC2	 Corporat ionを買収すること
を発表し、４月29日に買収を完了いたしました。RC2	
Corporationの持つ強固なグローバル販売網、幅広い
ブランド力、優秀な経営陣等の人的資源を含む広範な
グローバル企業プラットフォームを獲得することにより、
真のグローバルプレーヤーとして持続的な成長を実現
する大きな第一歩になるものと考えております。

株主の皆様におかれましては、今後ともさらなるご支
援とご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

株主の皆様へ
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経営トピックス

▶台湾「TOMICA　SQUARE」、
上海　トミカモデル店舗オープン

▶アジア各国でベイブレードイベント開催
▶中国ローカライズトミカの検証実施

▶トミカ＋プラレール「TOMICA」　
グローバル展開スタート
▶トミカ40周年事業実施

〉〉〉アジア地域の玩具事業拡大

〉〉〉定番事業の強化・拡大

台湾にオープンした集積売場「TOMICA　SQUARE」

7月欧州、9月末から北米市場にて販売

韓国「アジアチャンピオンシップ」開催
香港「ギネス世界記録イベント」開催 今秋アニメ化決定

クロスファイト ビーダマン

▶ベイブレード　欧米販売開始
▶ポストベイブレード開発
▶トランスフォーマーMOVIE3商品開発

〉〉〉ボーイズ商品のグローバル化

重点課題　2010年度の取り組み 〉〉〉株式公開買付けによるRC2 Corporation（RC2） 買収・完全子会社化について

〉〉〉東日本大震災に関して

■ 本買収の背景
　国内の玩具業界におきましては、消費者嗜好の多様化、少子
化等に加え、個人消費の低迷や生産コストの上昇など先行き
不透明な状況が続いており、一段と厳しい市場環境・競争環境に
さらされております。	
　このような環境のもと、当社グループではグローバル市場で成長
性を高めることを経営戦略の柱に位置付けており、「アジア地域
の玩具事業拡大」「ボーイズ商品のグローバル化」「定番事業の
強化・拡大」の３つの重点課題に取り組んでおります。2010年度
には、現代版ベーゴマ「メタルファイト	ベイブレード」の欧米販売開
始、定番商品トミカ＋プラレールのアジア・欧州・北米でのグローバ
ル展開など、主力ブランドの海外展開を加速化するとともに、商品
企画から販売までのビジネスプロセス見直しを含め、本格的な
グローバル化に対応できる経営環境を整えてまいりました。
■ 本買収に至った経緯
　当社グループは、これまでグローバル化による成長戦略の実現
に向け、様々な選択肢を検討してまいりました。その過程において、
当社グループよりRC2に対して、M&Aに限らない戦略的パート
ナーとしての協業可能性の検討を打診し、様々な議論・協議を
行っていくなかで、両社の組合せが地域的にも商品カテゴリー的

にも理想的であることを相互に確認いたしました。2010年11月
に当社グループよりRC2に対して本買収の予備的提案を申し
入れ、その後デュー・ディリジェンスおよび交渉等を経て、2011年
3月11日に合意へと至り、同日発表となりました。
■ 本買収の意義
　本買収により、当社は既存のHasbro社のチャンネルに加え、
RC2の持つ強固なグローバル販売網、幅広いブランド力、優秀な
経営陣等の人的資源を含む広範なグローバル企業プラットフォー
ムを獲得することとなり、玩具市場でNo.1の北米、No.2の日本を
中心に、さらには欧州、中国、東南アジア、オーストラリア等の多地
域展開を実現することが可能となります。世界の玩具市場におい
てこれだけ広範に亘る多地域展開を実現している企業は唯一
当社グループだけとなり、今後真のグローバルプレイヤーとして
持続的な成長を実現するという当社グループの長期ビジョンの
実現に向けた大きな第一歩になるものと考えております。

３月１１日に発生した東日本大震災により被災された皆様に
心よりお見舞い申し上げます。皆様の故郷が、一日も早く復興
されることをお祈り申し上げます。
当社グループの被災状況については、キデイランドやティンカー

ベルの一部店舗における建物や店内什器の損傷およびト
ミーテックの生産工場における計画停電の影響などが認められま
したが、業績に多大な影響を与えるまでには至りませんでした。
当社グループでは自社の事業継続計画（BCP）に基づき、

震災後は従業員の安全を確保しながら事業の継続に力を尽く

すとともに、被災地の復興支援のため義援金の拠出と当社グ
ループ全従業員による救済募金を行いました。また、日本玩具
協会をはじめとした様々な支援団体を通じ、おもちゃや子供服の
提供という支援を業界他社に先駆け実施してまいりました。
私たちはおもちゃが持つ力を信じています。おもちゃが子供たち

に笑顔を与え、その笑顔が明日を切り開く力になることを信じて
います。当社グループは、私たちが提供するおもちゃやすべての活
動を通じて、子供たちの笑顔を取り戻すため、これからも支援を
し続けてまいります。

③開発・生産体制の強化 ④グローバルな人財・組織体制の獲得

具体的な相乗効果

①グローバル市場に対する販売網の確立 ②両社ブランドのグローバル展開強化
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事業活動レポート

国内展開

グローバル展開

当社グループでは2009年度から2012年度を「改革の４年」と位
置づけ、玩具事業への経営資源集中とグローバル展開を柱として新
たな成長ステージに向けた改革を推進しております。中期経営計画
においては、

①アジア地域の玩具事業拡大	
②ボーイズ商品のグローバル化	
③定番事業の強化・拡大	

の３つの重点課題に取り組むことで、2013年３月期に連結営業利
益率８％の達成を目標としております。
当期の事業面においては、海外展開が本格化している現代版

欧州では、景気の停滞感や付加価値税引き上げ等による個
人消費の低迷から、販売全般が苦戦し、特に「きかんしゃトーマ
ス」のライセンス契約終了による販売落ち込みを代替新規商材
でカバーするには至らず、厳しい状況が続きました。一方、７月
からトミカの欧州販売を開始し今後の定番化への足固めを着実
に進めておりますが、導入初年度における広告宣伝費等の経費
計上もあり、売上高は8,710百万円（前期比12.8％減）、営業
損失205百万円（前期営業利益188百万円）となりました。
北米では、トミカの北米市場への出荷がはじまり、９月末から

米国トイザらスでの販売がスタートいたしましたが、テレビゲームソ
フト事業は既存商品に特化した販売を進めたため、売上高は

673百万円（前期比33.8％減）、営業利益１百万円（同95.9％
減）となりました。
アジアでは、メタルファイト	ベイブレードのテレビアニメの放送
拡大、各種イベントの実施等、積極的なマーケティング展開を
進め、関連商品の販売も好調に推移し、アジア各国でヒット商
品となりました。定番商品においては、トミカは中国	上海での
モデル店舗や台湾におけるコンテンツ集積売場「TOMICA	
SQUARE」をオープンさせ、プラレールは中国で中国新幹線
「和諧号」を発売する等、玩具販売が堅調に推移いたしました。
以上の結果、売上高は29,404百万円（前期比13.2％増）、
営業利益1,259百万円（同15.6％増）となりました。

個別業績につきましては、メタルファイト	ベイブレードが、メディア
ミックスによる魅力的な商品展開と店頭イベントの積極的な拡大、
さらにはグローバル商品としてヒット化させることに成功し、引き続き
人気を博しました。トランスフォーマーは日本国内でテレビアニメ放
送を行い、低年齢層をターゲットとした関連商品の販売を進めると
ともに、海外輸出についても高いキャラクター人気により順調に売
上が推移いたしました。定番商品では、販売40周年を迎えたトミカ
の「スーパーオートトミカビル」などトミカワールドシリーズ商品や、
プラレールでは「きかんしゃトーマス」関連商品、リカちゃんでは

ドールおよびハウスが売上を伸ばしました。
国内子会社で展開する事業につきましては、（株）タカラトミー

アーツのガチャ事業およびぬいぐるみ事業、（株）トミーテックの鉄道
模型などの販売が堅調に推移いたしました。しかしながら、トイズ
ユニオン（株）におけるテレビゲーム卸の取扱量減少やアパレル
事業の（株）ティンカーベルでの販売不振など、一部玩具周辺事業
が苦戦いたしました。
以上の結果、売上高は144,989百万円（前期比11.5％減）、

営業利益12,522百万円（同2.5％増）となりました。

ベーゴマのメタルファイト	ベイブレードやトミカ、リカちゃんなどの
定番商品は順調に推移したものの、子会社におけるテレビゲー
ム卸の取扱量減少やアパレル事業の販売不振など、一部玩具
周辺事業が苦戦いたしました。
この結果、当期の連結売上高は、159,490百万円（前期比

10.8％減）となりましたが、利益面ではコスト・経費削減の徹底など
により、営業利益10,327百万円（同1.2％減）、経常利益10,143
百万円（同2.3％減）となりました。特別損失2,617百万円、法人税
等調整額1,807百万円計上等の結果、当期純利益は8,929百万
円（同0.5％減）となりました。

®

■消費者にフォーカスした戦略
　育児の助けとなる商品で、家族の学びと成長を応援

■北米を中心として、全世界25,000店舗への販売流通網
■売上高＄427百万、営業利益＄45百万（2010年12月期）の　
　高く、安定した業績
■本社はアメリカ　イリノイ州、従業員720名
■米国NASDAQ市場に上場していた株式を1株＄27.90でTOB

〉〉〉RC2の概要 優れた経営体質と、それによる高い業績

Preschool,Youth & Adult事業（PYA）： 
TV番組でも人気キャラクターのチャギントンやトーマス関連
商品、乗物玩具
Mom,Infant & Toddler事業（MIT）： 
哺乳瓶や食器類、ベビーカー、チャイルドシート、育児玩具
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Preschool,Youth & 
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Mom,Infant & 
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45.7%
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■収益の推移

■売上高の構成

（単位：100万ドル）

（2010年12月）

〉〉〉RC2の製品・ブランド マタニティーから未就学児をカバーする優良な商品ブランド

マタニティー 幼	児

小	児

未就学児童

当期連結業績の概況

（TOMY	Internationalへ7月変更予定）

※RC2の10-K記載のAdjusted	EBITDAを使用



連結財務諸表

連結貸借対照表（要旨）

科　目 当期
（2011年3月31日現在）

前期
（2010年3月31日現在）

［資産の部］

流動資産 66,779 62,132

現金及び預金 29,320 26,929

受取手形及び売掛金 19,188 18,299

有価証券 264 264

たな卸資産 11,761 10,805

繰延税金資産 3,606 3,533

その他 2,938 2,654

貸倒引当金 △301 △354

固定資産 27,729 33,629

有形固定資産 13,803 19,620

建物及び構築物 5,262 5,480

機械装置及び運搬具 871 267

工具、器具及び備品 1,338 1,496

土地 4,837 9,830

リース資産 1,210 1,475

建設仮勘定 283 1,070

無形固定資産 2,186 1,809

投資その他の資産 11,739 12,199

投資有価証券 2,954 4,139

繰延税金資産 5,586 4,634

その他 3,524 3,780

貸倒引当金 △325 △354

繰延資産 88 118

資産合計 94,597 95,880

（単位：百万円）

科　目 当期
（2011年3月31日現在）

前期
（2010年3月31日現在）

［負債の部］

流動負債 32,483 29,840

支払手形及び買掛金 9,804 10,627

短期借入金 4,090 3,031

一年内返済予定の長期借入金 604 2,410

一年内償還予定の社債 1,250 1,850

一年内償還予定の新株予約権付社債 7,000 ─

未払金 3,613 4,956

未払費用 3,812 4,073

その他 2,308 2,890

固定負債 13,369 23,977

社債 2,040 3,290

新株予約権付社債 5,300 12,300

長期借入金 986 2,388

退職給付引当金 2,504 2,276

その他 2,538 3,723

負債合計 45,852 53,818

［純資産の部］

株主資本 50,854 43,309

資本金 3,459 3,459

資本剰余金 6,744 6,823

利益剰余金 41,970 34,344

自己株式 △1,320 △1,318

その他の包括利益累計額 △3,639 △2,555

その他有価証券評価差額金 △27 299

繰延ヘッジ損益 △372 43

土地再評価差額金 △7 △6

為替換算調整勘定 △3,233 △2,892

新株予約権 409 230

少数株主持分 1,120 1,078

純資産合計 48,744 42,062

負債純資産合計 94,597 95,880

連結損益計算書（要旨） （単位：百万円）

科　目
当期

自2010年４月１日
至2011年３月31日

前期
自2009年４月１日
至2010年３月31日

売上高 159,490 178,713

売上原価 106,822 123,718

売上総利益 52,668 54,994

販売費及び一般管理費 42,341 44,538

営業利益 10,327 10,456

営業外収益 1,008 1,044

営業外費用 1,193 1,117

経常利益 10,143 10,382

特別利益 311 190

特別損失 2,617 1,899

税金等調整前当期純利益 7,837 8,673

法人税、住民税及び事業税 632 1,034

法人税等調整額 △1,807 △1,392

少数株主損益調整前当期純利益 9,012 ─

少数株主利益 82 53

当期純利益 8,929 8,978

連結キャッシュ・フロー計算書（要旨） （単位：百万円）

科　目
当期

自2010年４月１日
至2011年３月31日

前期
自2009年４月１日
至2010年３月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,486 16,857

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,169 △3,033

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,767 △8,538

現金及び現金同等物に係る換算差額 △344 △120

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,543 5,165

現金及び現金同等物の期首残高 26,638 21,492

連結の範囲の変更に伴う現金及び
現金同等物の増減額（△は減少）

△155 △18

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 11 ─

現金及び現金同等物の期末残高 29,038 26,638

連結株主資本等変動計算書（要旨）（自	2010年4月1日　至	2011年3月31日）	 （単位：百万円）

株主資本 その他の
包括利益
累計額

新株予約権 少数株主
持分 純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

2010年3月31日残高 3,459 6,823 34,344 △1,318 43,309 △2,555 230 1,078 42,062

連結会計年度中の変動額 

剰余金の配当 △1,317 △1,317 △1,317

当期純利益 8,929 8,929 8,929

自己株式の取得 △2 △2 △2

自己株式の処分 0 0 0 0

連結範囲の変動 △79 13 △66 △66

土地再評価差額金の取崩 1 1 1

株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額（純額） ─ △1,083 179 41 △862

連結会計年度中の変動額合計 ─ △79 7,626 △1 7,544 △1,083 179 41 6,681

2011年3月31日残高 3,459 6,744 41,970 △1,320 50,854 △3,639 409 1,120 48,744

7 |  | 8



連結！E5系「はやぶさ」＆
トミカ駅前ロータリーセット 

新型新幹線E5系「はやぶさ」がついに登場！
「はやぶさ」は、3両目に搭載しているマグネッ
ト連結器で、他のマグネット連結仕様の車両
とつなげて遊ぶことができます。トミカ
駅前ロータリーステーションは、プラレール
が通過するたびにトミカが発車します。

ファンタジーリカちゃんシリーズ
ごっこ遊びをサポートするDVDが付いた
「ファンタジーリカちゃんシリーズ」が新し
く登場。リアルユーザー芦田愛菜ちゃん
が宣伝・PR活動を行い、楽しい「ごっこ遊
び」をアピールします。

デュエル・マスターズ
デュエル・マスターズは、商
品展開を始めて今年で１０
年目に入りました。大きな
転換期とし、主人公がバト
ンタッチ。新たなる展開とともに、新規ユー
ザーの獲得を目指します。

メタルファイト ベイブレード
奥深い改造と新次元の動きが
可能になった〝４Ｄシリーズ〟が
登場し、さらに自由自在にベイ
ブレードを操ることができる
〝スーパーコントロールベイ
ブレードシリーズ〟も登場し
ます。ベイブレードの新しい
遊びで、さらなる活性化を目指
してまいります。

バーチャルマスターズリアル
「バーチャルマスターズリアル」は、いつで
もどこでも釣りが楽しめる、超リアル体感
型フィッシング・ゲームです。実際の釣りと
同じアクションや、竿がしなり本体が震え

る反応、リールが重くなる臨場感に加え、付属のカメラとＡＲ
技術を応用することで、現実空間内での釣りができるという、
これまでにない楽しみを提供いたします。

にんげんがっき
「にんげんがっき」は、人に
「タッチ」すると音が出る不思
議ながっきです。ほっぺやおで
こ、腕などを「タッチ」して家族
や友達と楽しめる新感覚のコ
ミュニケーションツールです。

カーズ2
ディズニー／ピクサー待望の最新作は、“クル
マの世界”を舞台に、史上最大のスケールと史
上最多となる多彩なキャラクターで贈る、驚異
のアクション・アドベンチャー、「カーズ２」です。
主人公は、天才レーサー“マックィーン”と、おん
ぼろレッカー車“メーター”の最強コンビ。彼ら
が、世界中を舞台にした壮大な“スパイ戦”に巻
き込まれていきます。タカラトミーでは、待望
のカーズ最新作のキャラクターたちを、ロング
セラーブランド「トミカ」でリアルに再現。その他
にも、「コースに変身！マックィーン」等、子供た
ちの心をがっちりつかむ商品展開をしてまい
ります。

ポケットモンスター ベストウイッシュ
今年のポケモン映画は、２作品
同日公開！話題沸騰間違い無し！
映画に登場するポケモンの商品
展開を多数ご用意しています！

現場変形メガトンダンプ
トミカの注目アイテムは「現場変形メガトン
ダンプ」。トミカ１4台搭載可能の大きなダ

ンプです。なんと大型ダンプトラックから工事現場へ大
変形！見ていて楽しい電動チビダンプの玉運びアクショ
ンなどメガトン級の遊びが満載の商品です。付属のプラ
レール貨車を使ってプラレールと一緒に遊べます。

重点・話題商品

トランスフォーマー／
ダークサイド・ムーン（配給：パラマウント）
■公開日：7月29日（金）

カーズ2（配給：ディズニー）
■公開日：7月30日（土）

劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ
ビクティニと黒き英雄 ゼクロム／ビクティニと白き英雄 レシラム
■公開日：7月16日（土）
©Nintendo・Creatures ・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku   
©Pokémon   ©2011 ピカチュウプロジェクト

モデル：芦田愛菜ちゃん

JR東日本商品化許諾済

© Takafumi Adachi, MFBBProject, 
 TV Tokyo
© TOMY

© 2010 DreamWorks, LLC & Paramount Pictures Corporation.
® and/or TM & © 2011 TOMY Company, Ltd. All Rights Reserved.

TM & © Wizards of the Coast/Shogakukan/Mitsui-Kids

♪

♬

♩1984年に誕生した変形ロボット玩具、トランスフォーマー。今年7月に
は実写映画3作目となる「トランスフォーマー/ダークサイド・ムーン」が公
開されます。それに合わせ、武器の付け替えや合体が楽しめる「メック
テックウェポンシステム」を採用した新シリーズ玩具を展開！各商品に
ウェブ・無料筐体・携帯電話など様々なメディアで使用できる「メックテッ
クカード」を付属し、新たにクロスマーケティングに挑戦します。 ♫

© Disney / Pixar

映画登場	
ポケモン

「ビクティニ」
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おもちゃかわらばん

2010年7月から展開しているアミューズ
メントゲームは、TVアニメ放映開始に合わ
せてゲーム筐体のデザインを一新。ヒロイン
の「あいら」が新しく登場し、アニメ主題歌や
番組で登場したコーディネートを再現する
など、連動的にバージョンアップしています。

2011年4月9日から放映開始。「おしゃれ」、「ダンス」、
「歌」で、アイドルを目指す女の子の成長を追いか
ける等身大のストーリー。アニメと実写を組み合わせ
た新感覚の構成で、同年代の女の子たちも情報
ナビゲーターとして出演します。（毎週土曜日午前10
時〜／テレビ東京系6局ネット＋BSジャパン）

2010年7月から「りぼん」（集英社）にて連
載が始まりアニメ放映に合わせ「ちゃお」
（小学館）でも連載開始。ターゲットの小学
生中・高学年女児に人気の２大コミック誌
から「プリティーリズム」の多彩な情報を発
信していきます。

番組内で登場する人気ブランドショップ『PrismStone』が、2011年4月28日に横浜ランドマーク
プラザにオープン。番組内と現実のショップがキャラクター商品やイベントでリアルタイムに連動する
ことで、女の子の可愛い夢を現実にしていきます。

番組にかかわる各社とのコラボレー
ションにより、番組出演の機会が与え
られるオーディションを随時開催。
アイドル志望の女の子たちの夢を、
しっかりと温かく応援していきます。

© ＴＯＭＹ / syn Sophia © ＴＯＭＹ / syn Sophia / テレビ東京 / PRA製作委員会 / ©藤実リオ / 小学館 / © 朝吹まり / 集英社

お店やさんごっこ、
お姫さまごっこ、
おうちごっこ、…
いろんなお話をつくって、
家族やお友達と遊ぼう！

カジュアルから、
ドレッシーまで！
お洋服はもちろん、
アクセサリーや
くつだっておしゃれに
コーディネート！

結んだり、
みつあみしたり…
お洋服に合わせて、
すてきな髪型に
セットしてね！

芦
あ し だ

田愛
ま な

菜ちゃんのリカちゃんあそびかたガイド

芦田愛菜ちゃん
3歳で事務所に所属。2009年
デビュー。以来テレビドラマや
映画で幅広い役を演じる実力
派 の 子 役。2010年 に は 映 画

「ゴースト もういちど抱きしめ
たい」で史上最年少にして日本
アカデミー賞新人俳優賞を受賞。

※掲載の写真には、現在は発売されていない商品や撮影用の小物が含まれています。

女の子にとってリカちゃんは、うれしい、楽しいといったじぶんの気持ちを、
自然に、そして自由に表現できる存在。リカちゃん遊びを通して創造力を膨
らませ、家族やお友達とのコミュニケーションのなかで社会性や生活習慣
について学んでいきます。また、身だしなみを整える習慣を身につけ、女の
子らしい美的センスをはぐくみます。

© TOMY

ゲーム

コミック

ショップ

イベント

TVアニメ、ゲーム、コミック、イベント、ショップが
リアルに連動！女の子の夢と憧れがかなう

「プリティーリズム オーロラドリーム」。
「女子会」や「ガールズトーク」など、経済的にも文化的にも女の子が持つパワーが注目されています。
タカラトミーでは、夢に向かって頑張る等身大の女の子たちに向けて、夢を共有したり成長を応援したり
することで、女の子の「心の元気」を応援してまいります。2010年7月から展開中の人気ゲーム『プリティー
リズム』をベースに、本年4月からはTVアニメや商品、イベントなどにも拡大展開。タカラトミーが発信する、
日本中を元気にするガールズパワーにご期待ください。

TV
アニメ
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株式の状況／株主優待
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会社概要

① 対象
2011年3月31日現在の当社株主
名簿に基づき、100株以上保有の
株主様に株主優待品を贈呈いた
します。

② 優待内容
保有株式数100株以上1,000株未満の株主様
●7月に映画第3弾が公開されるタカラトミーの玩具から生まれた
　変形ロボット「トランスフォーマー」をデザインしたトミカ。
●大人気ポケットモンスター「ピカチュウカー」のチョロＱ。

保有株式数1,000株以上の株主様
●	トミカ：1,000株未満の株主様と同様
●	チョロQ：1,000株未満の株主様と同様
●	実在店舗、サーティーワンアイスクリームとコラボレーション。
店員さんの衣装を着用したリカちゃん。

③ 発送時期
2011年９月下旬を予定しております。	
当初8月下旬を予定しておりましたが、特別企画セットにつき制作に時
間を要しており、9月下旬に発送を変更させていただくこととなりました。
株主の皆様には株主優待のお届けをお待たせすることになり誠に申
し訳ありませんが、ご了承賜りますようお願い申し上げます。
株主優待の詳細は、随時、ＨＰにてお知らせいたします。

（2011年3月31日現在） （2011年3月31日現在）

■ 株主優待

©	TOMY

■ 株式の状況
発行可能株式総数…………………………………… 384,000,000株

発行済株式の総数	……………………………………… 96,290,850株

単元株式数……………………………………………………… 100株

株主数………………………………………………………… 72,694名

■ 大株主

株主名 持株数（株） 持株比率（％）

丸の内キャピタル第一号投資事業有限責任組合 14,443,700 15.34

富山幹太郎 4,800,108 5.10

株式会社インデックス 4,707,996 5.00

有限会社トミーインシュアランス 4,619,952 4.91

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 4,567,600 4.85

ティーピージー　リッチモント　ワン　エル　ピー 4,450,100 4.73

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 2,218,800 2.36

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９） 1,608,100 1.71

富山章江 1,483,101 1.58

資産管理サービス信託銀行株式会社（年金信託口） 982,400 1.04
（注）持株比率は自己株式（2,152,810株）を控除して計算しております。

■ 所有者別株式数比率

0 20 40 60 80 100

その他の法人
35.21％

その他の法人
31.89％

個人・その他 
38.67％

個人・その他 
39.00％

金融機関
16.47％

金融機関
18.89％

外国法人等
9.65％

外国法人等
10.22％

前期末

当期末

主要グループ会社 

◆国内

株式会社タカラトミーアーツ

株式会社トミーテック
株式会社ティンカーベル	
和興株式会社
株式会社竜の子プロダクション
株式会社タカラトミーエンタメディア

トミー興産株式会社
株式会社タカラトミー販売

株式会社ユーエース
トイズユニオン株式会社
株式会社キデイランド
株式会社タカラトミーエンジニアリング
株式会社タカラトミーロジスティクス

株式会社タカラトミービジネスサービス

◆海外

RC2	Corporation
（2011年４月２９日　完全子会社化・
TOMY	Internationalへ7月変更予定）

TOMY	CORPORATION
TOMY	UK	LTD.
TOMY	FRANCE	S.A.R.L.
TOMY（SHANGHAI）LTD.
TOMY（HONG	KONG）LTD.
TOMY（SHENZHEN）LTD.
TOMY（THAILAND）LTD.
T-ARTS	KOREA	CO.,	LTD.	

カプセル玩具等の企画・製造・
販売
鉄道模型等の企画・製造・販売
キッズアパレルの企画・製造・販売
ベビーアパレルの企画・製造・販売
アニメーション企画制作等
デジタルコンテンツ企画・制作・
配信等
各種販売等
流通・販売戦略の立案・実行・
管理
玩具等の卸販売
ＴＶゲーム関連商材の卸販売
玩具・雑貨等の小売
玩具等の開発技術支援
ロジスティクスの企画・管理・
運営
カスタマーサービス・シェアード
サービス等

玩具および乳幼児関連商材の販売

玩具等の販売
玩具等の販売
玩具等の販売
玩具等の販売
玩具等の製造
玩具等の製造
玩具等の製造
カプセル玩具等の販売

北
米

欧
州

ア
ジ
ア

■ 会社概要

商号 株式会社タカラトミー
本社所在地 〒124-8511　東京都葛飾区立石7-9-10
設立 1953年1月17日
資本金 3,459百万円
主な事業内容 玩具・雑貨・カードゲーム・家庭用ゲームソフト・	
	 乳幼児関連商品等の企画、製造および販売
従業員数 667人
取引銀行 三井住友銀行	 みずほ銀行　
	 三菱東京UFJ銀行　商工中金　新生銀行	
	 みずほ信託銀行　りそな銀行	 　
	 東京都民銀行　中央三井信託銀行
	 足利銀行　農林中央金庫
役員 代表取締役社長	富山　幹太郎
	 取締役副社長	 佐藤　慶太
	 取締役副社長	 奥秋　四良
	 常務取締役	 三浦　俊樹
	 取締役	 髙橋　勇
	 取締役	 眞下　修
	 取締役	 柳澤　茂樹
	 取締役	 カート・ストルティング
	 取締役（社外）	 津坂　純
	 取締役（社外）	 石田　昭夫
	 取締役（社外）	 宮城　覚映
	 取締役（社外）	 矢坂　修
	 取締役（社外）	 小島　一洋
	 常勤監査役	 野沢　武一
	 監査役（社外）	 梅田　常和
	 監査役（社外）	 野上　順
	 監査役（社外）	 水戸　重之
	 監査役（社外）	 吉成　外史	

（2011年6月24日現在）

当社は、下記のとおり株主
優待を実施いたします。


