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代表取締役社長　鬼 頭　芳 雄

2021年3月期第2四半期の決算結果を動画でご覧いただけます。

徹底したコスト管理と、固定費圧縮を継続した結果、利益面では期初の想定
を上回って改善することができました。コロナ禍による需要低迷を経て、生産面
では日・米・中の主要な生産拠点で、今後の需要の変動にも柔軟に対応できる
体制を整え、各市場においては、一層の顧客サービスに注力した結果、市場
シェアの改善が見られました。

足もとの需要環境は、地域や業種により多少の差はあるものの、概ね春先の
最悪期を脱して、緩やかながら回復基調にあります。キトーの強みである地域
分散と産業分散の効いた事業ポートフォリオにより、2021年3月期上半期を底
に、業績が回復する手ごたえを感じております。

この度のコロナ禍は、人々の生活様式のみならず私どもの事業環境にも大き
な変化をもたらすきっかけとなり、今後社会の変化はさらにその速度を上げるこ
とが予想されます。キトーは、そのような環境下においても、「重力からの解放」
という普遍的な課題に対してソリューションを提供し続けることにより、将来の事
業成長を見据えてまいります。安全性と耐久性に優れた製品、それを生み出す
無駄を排したクリーンな生産・供給プロセス、そしてお客様との相互信頼に根ざ
したアフターサービスによって、安全な作業環境の実現のみならず、環境負荷
の低減など、幅広く社会に貢献してまいります。

平素より格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

2021年3月期は、スタートして間もなく、コロナ禍の影響で経済活動が世界
的に著しく低下しました。将来の事業環境が懸念されるなか、キトーグループは
下記の施策を通じて、安定的な事業運営に取り組みました。

－　�社員の安全と健康を重視し、リモートワークの積極活用で業務効率化を推進

－　�全社横断的なコスト管理の強化で、利益確保を目指す

－　�受注採算の管理を強化、価格競争に陥ることなく付加価値を訴求
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株主の皆様へ



|�2021年3月期�各市場の業績見通し�|

－　コスト管理、キャッシュフロー管理を徹底、需要環境によらず利益を確保
－　�日米中ほか主要生産拠点で安定操業を継続、需要の変動に柔軟に対応

|�2021年3月期�第2四半期実績（累計）�|

実　績
当初予想

2020年8月6日 
発表

当初 
予想比

売上高 220.4億円 210.0億円 ＋5.0%

営業利益 � 12.4億円 6.5億円 ＋90.8%

親会社株主に帰属する
四半期純利益 � � 1.6億円 △5.0億円 ―

|�2021年3月期�下半期に向けての施策�|
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各市場での取り組み

日本では、インフラ関連需要の回復の兆しが見られています。固定費削減と、収益力向上
の施策を継続し、生産性向上に向けての設備投資を継続します。
米州では、受注ペースは徐々に改善しており、引き続き質の高いサービスの提供でシェア
拡大を目指します。
中国では、コロナ禍をいち早く脱して経済活動が再開しており、好調業種の設備投資需要
を捉えます。

|�2021年3月期�通期�業績の見通し�|

修正予想
2020年10月16日 

発表

当初予想
2020年8月6日 

発表

当初 
予想比

売上高 500.0億円 490.0億円 ＋2.0%

営業利益 � 36.0億円 � 30.0億円 ＋20.0%

親会社株主に帰属する
当期純利益 � 17.0億円 � 11.0億円 ＋54.5%
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業績ハイライト



国連が提唱するSDGs「持続可能な開発⽬標」。17のゴール・169のターゲットから
構成され、社会が解決すべき課題に対して企業の積極的な取り組みが求められています。
キトーは事業を通じて、長期的・継続的に課題解決に取り組んでいます。

有機溶剤の使用量削減
有機溶剤の使用量は塗装プロセ

スの変更により、2012年をピー

クに、約80％削減しました。そ

の後、粉体塗装への切り替えは

着々と進んでおり、さらなる削

減が期待できます。

米国子会社で 
ホイスト用チェーン生産
北米最大級のチェーンメーカーであ

るピアレスは、おもに荷物の吊り上

げや固定する用途で使われるチェー

ン製品を生産しています。今般、北

米市場向けのホイスト製品に組み込

むチェーンの生産を開始。これによ

り、日本からの輸送費の削減やリー

ドタイムの短縮が実現しました。

新熱処理ラインは 
電力使用量削減
真空浸炭炉を採用した新しい熱処

理ラインは、火災のリスクも低く、

保温のためのムダな待機電力も不

要になります。安全な作業環境が

整うだけではなく、環境にもやさ

しい設備です。

安全トレーニング
製品の正しい使い方や、メンテナンス講習

会などを実施しています。耐久性に優れた

製品は、正しい使用方法と定期的なメンテ

ナンスで製品寿命も高まり、結果として、

産業廃棄物の削減にもつながります。

株式会社シード様で開催した
クレーン特別教育の様子新熱処理棟の安全祈願祭の様子
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キトーを知ろう Vol.3 〜キトーのSDGsの取り組み〜



キトーの製品は、
あらゆる業界で幅広く活躍しています。

製造工場や建設現場でよく使われているイメージのあるキトー製品。
今回はジェットエンジンの整備工場、フィンランドのウォーターリサイクル施設、
そしてレンタル業界を牽引するアールアンドアール様の事例をご紹介します。

■ レンタル業界はコロナ禍でも需要あり！
レンタル会社は国内に2,500から3,000社ほど存在し

ます。当社はチェーンブロックをはじめとする、建設・

産業機器をレンタル業者向けに貸し出しています。

新型コロナウイルスの感染拡大の影響が出るまでは、

東京オリンピックの需要やエネルギー関連の建設が

ピークを迎え、交通インフラの整備もかなり進み、あ

りとあらゆる建設現場で機械がフル稼働という状況で

した。その後、民間設備投資が緩やかな基調になり、新規に発注される工事が延期、オリン

ピック関連のイベント開催も見送られています。

しかしながら、レンタル業界におけるコロナ禍の影響は、軽微なものと考えています。現在

も首都圏のみならず、東海地方などではあらたな発電所の建設も始まっており、たくさんの

キトー製品が活躍しています。

■ ジェットエンジンの整備工場
ジェットエンジンのメンテナンスは、毎日

の安全運航のために欠かせない作業で

す。キトーのクレーンはエンジンの搬送

に使われています。

写真はクレーンの荷重試験の様子。ウエ

イトを吊るのは、昨年発売した大容量の

繊維製スリングです。軽量で扱いやすく、

玉掛作業が容易になったと好評をいただ

きました。

■ ウォーターリサイクル施設
巨大なポンプのメンテナンス用設備として、キトー

のショートヘッド形の電気チェーンブロックが採用さ

れました。デッドスペースを小さくしたユニークな構

造の本製品は、天井高やスペースに制限がある場

所で実力を発揮します。また、チェーンにはニッケ

ルメッキを施し、防錆性能を高めています。

株式会社アールアンドアール
専務取締役　原田 英雄 様

お客様の声
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こんなところでもキトー製品が！



ウェブサイト、ソーシャルメディアを活用してIR情報から製品情報まで、
キトーグループの活動の様子を積極的に発信しています。

キトーの公式SNS。キトーグループ各社のさまざまな活動や頑張る
社員をFacebook、Twitter、Instagramの3本柱で定期的に情報
発信しています。2020年上半期の注目記事をご紹介！

ソ ー シャル
メ デ ィ ア グローバルサイトでは、製品の身近な活用事例や、

ものづくりの最前線の様子、携わる人の思いなど、�
あらゆる角度からキトーを紹介しています。

キトー360°はこちらから▶https://kito.com/jp/news/stories

環境方針やグリーン調達、山梨本社工場の環境対応につい
ても掲載しています。

ESG/CSRはこちらから▶https://kito.com/jp/csr

2020年08月11日�13:13 2020年09月18日�10:10

株主様、投資家からの質問にお答えする

IR担当者に聞け！

コンサートや舞台装置の設営に使われるシアター
ホイスト。黒色のボディは、演出を損ないません。

キトー製品の七変化!?淡いさくら色の製品は、どこ
で活躍するのでしょう。

今年度の設備投資を25億円と計画されていますが、
おもな投資内容を教えてください。

Q キトーの比較対象となる、株式上場企業はどこでしょう。Q

キトーの公式アカウント

国内では、生産性向上、および新製品への対応に向けた設備の更新、新製品の開発

推進、カスタマーサービス向上のためのITインフラ整備など、安定した事業活動の実

現に向けた投資に加えて、エネルギー消費の低減など環境に配慮した投資も行ってま

いります。またグローバルにおけるサプライチェーン最適化を継続して推進すべく、

海外子会社の生産品質レベル向上への投資も積極的に行います。

A
キトーの主力製品であるホイスト機器（巻上機）は、工場、都市再開発などの民間設
備投資や、道路、橋梁などのインフラ整備の公共投資ともに大きな需要先です。こ
のことから、当社を産業機械メーカーと比較される投資家様も、建設機械メーカーと
比較される投資家様もいらっしゃいます。株式上場する国内ホイスト機器メーカーは
当社のみであり、同業他社との比較が出来ないのですが、キトーが特定の産業や業
界の需要に依存しないこと、広範な顧客基盤を有すること、販売・生産拠点ともにグ
ローバルに展開していることに着目いただき、リスク分散の効いた事業とのご評価を
いただいています。

A
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Kito’s  メディア
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株式メモ
基準日� 定時株主総会　毎年3月31日　

期末配当金　　毎年3月31日　中間配当金　　毎年9月30日

株主名簿管理人及び
�特別口座の口座管理機関

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社

株主名簿管理人事務取扱場所� 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

【郵便物送付先】� 〒168-0063　�東京都杉並区和泉二丁目8番4号�
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

【電話照会先】 0120-782-031

【インターネットホームページURL】 https://www.smtb.jp/personal/agency/index.html

キトーグループの執行役員は15名、そのうち外国籍の執行役員は6名、4割を
占めています。各マーケットに精通した多様な人材を適所に配置しています。

6名 =外国籍の執行役員
（2020年9月時点）

■ 表紙について

安全で快適な空の旅へ
写真のジェットエンジンの整備工場では、100基を超えるシステムクレー
ンが活躍しています。乗り移りクレーンは、ジェットエンジンを一度も床
置きすることなく搬送します。サーボモータを搭載したホイストは、エン
ジン部品の組立作業のさらなる効率性と精度向上に貢献しています。

キトーのビジネスの特長やその変化について、数字を使ってご説明します。

ーColumnー数字で見るキトー




