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代表取締役社長　鬼 頭　芳 雄

2020年3月期の決算結果を動画でご覧いただけます。

の事業も世界各地で需要の減少を余儀なくされてはいるものの、主要な生産拠
点である日本、アメリカ、中国とも、正常な稼働を継続し、部材の調達からお
客様への製品供給までのサプライチェーンも支障なく機能しております。各国
政府や自治体による操業制限が発令されている地域においても、当社の事業は
「ライフライン」に直結する基幹産業との認定を受けて、一定の制約条件の下で
の操業が許可されており、世界のほとんどの地域で正常に近い顧客サービス体
制を維持しております。
しかしながら、今回のコロナ禍がグローバル市場に及ぼす影響の程度や回復
の見通し、およびその時期などはそれぞれの地域や産業によって大きく異なり、
当社の事業全体への影響を現時点で合理的に算定することが困難なことから、
2021年3月期の業績予想と配当予想は、発表を見送らせていただきました。今
後、8月の第1四半期決算のご報告の際に、その時点での業績見通しと配当予
想を発表させていただく予定です。
この度のコロナ禍は、経済活動や人々の生活様式に大きな変化をもたらす
きっかけとなり、終息後には以前とは異なる社会が形成されることも予想されま
す。キトーは、「重力からの解放」という普遍的なニーズに応えつつ、社会の変
化、各市場の需要動向の変化に柔軟に対応し、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。
最後になりましたが、新型コロナウイルス感染症の一日も早い終息を願うとと
もに、罹患された方に、心よりお見舞い申し上げます。

平素より格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
終了した2020年3月期は、期初より国際情勢と世界経済の先行きに対する懸
念が拡大し、自動車産業を中心に企業の設備投資には慎重な姿勢が感じられま
した。そのような環境のなか、当社の事業環境はインフラ関連需要や食品業界、
エンターテインメント業界などの需要に支えられ、底堅く推移いたしました。し
かしながら、秋口以降の国内を含むアジア市場の減速と、円高傾向で推移した
為替の影響に加え、一部地域では期末にかけて新型コロナウイルスによる影響
を受けた結果、業績の面では不本意ながら減収減益となりました。
今年に入り世界的に感染拡大した新型コロナウイルスは、世界の経済活動を
著しく低下させ、その影響は過去の不況を上回るとも言われております。当社
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株主の皆様へ



| 2020年3月期 通期 業績 |

2020.3 2019.3 前 期 比

売上高 587.2億円 612.3億円  △4.1%

営業利益 54.7億円 64.1億円 △14.6%

親会社株主に帰属する
当期純利益 32.0億円 40.6億円 △21.2%

概況

● �昨秋以降の国内市場の冷え込みと、円高基調が続いたことで、業績を下押し

● �世界的な暖冬により、米国子会社で手掛けるタイヤチェーンの需要が期末にかけて減少

● �コロナ禍の影響は、3月中旬以降に顕在し始めたため、終了年度の業績への影響は軽微

| 2020年3月期 配当 |

2020年3月期の期末配当は、当初の予定どおり、
1株当たり24円とさせていただきます。
通期では、前年度比で4円増配の48円となります。

2021年3月期の配当につきましては、足もとの不透明な状況を勘案し、ご案内し
ておりません。今後、連結での配当性向20％以上を目処としつつ、連結業績や財
務状況を総合的に勘案のうえ決定いたします。

地域別売上高
 （単位：億円）

2020.3 2019.3 前期比

日本 151.7 161.6 △6.1%

米州 273.3 276.6 △1.2%

中国 68.2 65.3 4.3%

アジア 37.2 52.3 △28.8%

欧州 34.6 32.0 8.2%

その他地域 21.9 24.3 △9.6%

地域別売上高構成比

2020.3

日本
25.8%

中国
11.6%

海外 74.2%

アジア
6.4%

欧州 5.9% その他地域
3.7%

米州 46.6%

1株当たり配当金の推移（配当性向）

2013.3

10円

48円
（30.6％）

中間

期末

2019.3 2020.3

24
24

24
20

44円
（22.1％）
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業績ハイライト



キトーのものづくり改革

キトーのものづくりの源泉である山梨本社工場では、2019年
度を「ものづくり改革の元年」と位置づけ、生産性向上、生
産技術、環境対応など生産基盤の強化と、人材育成の取り組
みを積極的に推進しています。増産には弾力性をもって対応
し、生産量が減った場合でも利益の出せる柔軟性を併せ持つ
工場を目指します。

エネルギー消費量とCO₂の低減、環境負荷物質の低減、安全な作業環境の確立
の3つのテーマに取り組んでいます。省電力設備への切り替え、有機溶剤の使用
量削減には大きな成果がありました。さらなる削減を目指すとともに、危険リス
クを伴う危険物の削減にも取り組みます。誰もが安心して働ける、安全な作業環
境を構築します。

2 | 環境対応

熱処理、アルミ加工、ギヤ加工といったメインとなる工程には、最新の工法と設
備を導入して、加工能力を上げていきます。また生産方式をブラッシュアップす
ることで、市場環境や顧客ニーズへの対応力向上に努めています。

3 | 生産技術

一人ひとりの社員が仕事を通じて厳しさのなかにも、やりがい、充実感、ひいて
は生きがいを感じとれる組織を目指します。キトーのものづくり、工法・工程の
観点から、専門技能教育を行い、山梨本社工場そのものが技能者の育成の場に
なるよう、環境と運用の整備に取り組みます。次の世代を担う人材を育成し、業
界を代表する唯一無二のプロフェッショナル集団となります。

4 | 人材育成

1 | 生産性向上
工場内搬送の整流化、部品加工の内製化、生産工程の省人化をキーポイントに、
顕在化した無駄を徹底的に排除し、生産性の向上を追求します。品質、コスト、
納期に、安全、環境対応を加えた5つのキーパフォーマンスを実現し、均質な製
品を安定的に生産します。
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キトーを知ろう Vol.2



キトーの製品は、
あらゆる業界で幅広く活躍しています

ドクターヘリの組み立て工程
富士山静岡空港の敷地内にヘリコプター専門の格納庫が新設され、キトーのクレーンが採用

されました。2.8ｔと6ｔの2台のクレーンはヘリコプターの整備や修理、改造などに使われます。

写真のドクターヘリは、この格納庫での組み立て第一号です。

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。今回は普段あまり見る機会
のない、ドクターヘリの組み立て工程、日本酒造り、そして大学や企業が利用する研究施設の
事例をご紹介します。

強磁場超伝導材料研究センター
強磁場超伝導材料研究センターは15以上の

強磁場マグネットを備える、日本で唯一、世

界的にも有数の共同利用施設です。キトー

の製品は、測定する材料と液体ヘリウムの

入った容器を持ち上げ、磁場を発生させる

直径52ミリの孔に入れる作業に使われてい

ます。

銘酒「田酒」の仕込み工程
酒母に酒米、麹、水を加えるもろみ造り。

日本酒の原料を運ぶのはキトーのクレーン。

軽い手引き力で3次元に動かせるライトク

レーンは操作性が高く、さらに無線操作式

を採用したことで、作業の自由度も高まりま

した。
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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。�
下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

また、新たなコンテンツも追加しました。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掲載しています。

ESG/CSRはこちらから▶https://kito.com/jp/csr

2019年10月17日 10:52

キトーは2006年に世界最大級の市場である欧州に販売拠点を設立。競合メーカーが

ひしめく欧州において、後発の当社は、さらなる品揃えの拡充とキトーブランドの認

知が必須でした。ホイストを中心とし、クレーンから吊り具に至るまでワンストップで

ソリューションを提供できる製品ラインナップを目論み、2016年以降、それらを手が

ける企業をグループに加えました。品揃え拡大と顧客サービス充実の土台が整い、

足もとでは、欧州4社による相乗効果も表れ始めています。今後、これらの強みを活

かし、欧州事業を強化いたします。

A

2020年01月30日 09:12

キトーは「重量物を持ち上げ、運び、固定する」という、重力に抗うすべての場面で

生まれる、絶えざるニーズに応えます。お客様の安全を第一に考え、耐久性の高さ、

小型軽量化を追求した製品を提供し、使用環境に応じた特殊仕様や高機能製品にも

強みを発揮、「高品質で使いやすい」と評価されています。また、長期にわたり安心

してお使いいただける製品を提供することでユーザーのコストを抑え、ひいては環境

への負荷を低減し、産業廃棄物の削減に努めてまいります。

A

株主、投資家からの質問にお応えする

IR担当者に聞け！

米国のグループ会社のエンジニアと技術交流。
言葉の壁はハートがあれば問題なし！

東京タワーの高さに匹敵！？この製品に組み込まれ
るチェーンの長さはなんと300m。

欧州事業の現状について教えてください。Q キトーの製品の特徴、強みを教えてください。Q

キトーの公式アカウント
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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

キトーは雇用機会の提供が地域社会への貢献であると考え、とりわけ障がい者雇用
に力を入れています。「障がい者と共にごく自然に働ける企業風土をつくり、さまざ
まな個性をもった方たちが働ける職場環境を構築する」という基本方針のもと、誰
もが働きやすい企業を目指し、組織的・継続的に、職場環境の改善に取り組んでい
ます。障がい者雇用率は6.77％（2020年6月時点）と、法定雇用率の2.2％を大
きく上回ります。

6.77% =障がい者雇用率
（2020年6月時点）

■ 表紙について

「橋形クレーン」をご紹介
橋のような形状であることから「橋形クレーン」と呼ばれ、地上に敷いた
レール上を走ることが特徴です。2本ある脚の太い方を「剛脚」（写真左
側）、細い方を「揺脚」といって、構造もそれぞれ違います。2基の橋形
クレーンは、1本25メートルの鉄道レールの積み下ろしに使われます。

キトーのビジネスの特長やその進化について、数字を使ってご説明します。

ーColumnー数字で見るキトー




