
株式会社キトー
第78回 定時株主総会



3,729 名議決権を有する
株主数

205,742 個議決権数

議決権数



監査報告



事業報告



当社の事業
モノを持ち上げ、運び、固定する作業に不可⽋な

マテリアルハンドリング機器の
リーディングカンパニー



主な製品

チェーンブロック レバーブロック



主な製品
クレーン

周辺機器
チェーンスリングなど



あらゆる業界で幅広く活躍

建設・⼟⽊ 製造業



⾵⼒発電

製菓⼯場

あらゆる業界で幅広く活躍

⽔族館



建設・⼟⽊

製造業

クリーンルーム エンターテインメント
運輸

天然資源

造船

⾵⼒発電 太陽光発電

環境エネルギー関連

鉱業

航空産業

あらゆる業界で幅広く活躍



グローバルネットワーク

品質が評価されてトップシェアブランド

オランダ

フィンランド

事業⼦会社 15カ国
海外売上構成⽐ 77.9％



2022年3⽉期 – 外部環境

海上コンテナ輸送の混雑、急激なコスト増

ロシア・ウクライナ情勢



2022年3⽉期 – キトーの取り組み

北⽶や欧州の需要をしっかり捉える

サプライチェーンを確保
顧客サービスを安定的に提供

効率的な⽣産活動を通じて増産を維持



2022年3⽉期 – 決算概況

営業利益 61 億円 +38.7%

経常利益 64 億円 +41.0％
親会社株主に帰属する

当期純利益 45 億円 +94.7％

売上⾼ 625 億円 +20.7％
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地域別売上⾼



270 億円 +25.8 ％

⽶州 313 億円 +30.5 ％

中国 85 億円 +19.9 ％

アジア 31 億円 +8.3 ％

欧州 59 億円 +33.5 ％

その他 17 億円 +15.5 %

国内市場の需要環境は緩やかに回復
北⽶、欧州の需要拡⼤を受けて⼦会社向け輸出増

地域別売上⾼

⽇本



270 億円 +25.8 ％

⽶州 313 億円 +30.5 ％

中国 85 億円 +19.9 ％

アジア 31 億円 +8.3 ％

欧州 59 億円 +33.5 ％

その他 17 億円 +15.5 %

⽇本

政府施策によるインフラ投資拡⼤への期待感に加え
⺠間設備投資も想定以上で、売上・利益は過去最⾼

地域別売上⾼



270 億円 +25.8 ％

⽶州 313 億円 +30.5 ％

中国 85 億円 +19.9 ％

アジア 31 億円 +8.3 ％

欧州 59 億円 +33.5 ％

その他 17 億円 +15.5 %

⽇本

地域別売上⾼

他市場に先駆け回復基調、引き続き需要は堅調



270 億円 +25.8 ％

⽶州 313 億円 +30.5 ％

中国 85 億円 +19.9 ％

アジア 31 億円 +8.3 ％

欧州 59 億円 +33.5 ％

その他 17 億円 +15.5 %

⽇本

地域別売上⾼

経済活動の制限緩和とともに需要回復



270 億円 +25.8 ％

⽶州 313 億円 +30.5 ％

中国 85 億円 +19.9 ％

アジア 31 億円 +8.3 ％

欧州 59 億円 +33.5 ％

その他 17 億円 +15.5 %

⽇本

地域別売上⾼

需要環境⼤幅改善も
資材、エネルギー価格⾼騰で利益下押し



270 億円 +25.8 ％

⽶州 313 億円 +30.5 ％

中国 85 億円 +19.9 ％

アジア 31 億円 +8.3 ％

欧州 59 億円 +33.5 ％

その他 17 億円 +15.5 %

⽇本

地域別売上⾼

オーストラリア市場の経済活動は引き続き堅調



招集ご通知 45ページ

連結損益計算書



連結貸借対照表
資産の部 負債の部

流動資産
474（＋37）

固定資産
250（＋37）

資産合計
724（＋74）

流動負債 209（－21）
固定負債 145（＋31）
負債合計

354 （＋9）

純資産合計
370（＋65）

（億円）

招集ご通知 44ページ



個別計算書類

招集ご通知 46-47ページ



配当⾦

中間配当

期末配当

22 円
22 円

年間配当 44円
配当性向 19.8 ％



事業報告



2023年3⽉期の⾒通し



2023年3⽉期の⾒通し

北⽶や欧州で⼒強い需要、⽇本市場も好転の兆し

グローバル各⽣産拠点への設備投資

各国でのインフラ整備需要の継続を期待



業績予想

営業利益 65 億円

経常利益 64 億円
親会社株主に帰属する

当期純利益 42 億円

売上⾼ 700 億円 +12.0 ％

+5.1 ％

▲0.2 ％

▲0.2 ％

前年⽐



省⼒化・環境負荷低減の取り組み



クリーンなものづくり

省⼒化・省⼈化・作業者の安全

電⼒負荷の⾼い熱処理設備を更新



クリーンなものづくり

実質CO²フリー電⼒
への切り替え

CO²排出量を年間で
4,300トン削減



社会貢献



障がい者雇⽤

障がい者と共に⾃然に働ける企業⾵⼟
様々な個性の⽅たちが働ける職場環境を

構築する

障がい者雇⽤率
6.64％

（法定雇⽤率2.3％）



アスリート⽀援

⽇本障害者スキー連盟のゴールドパートナー
世界を舞台に活躍する競技者を⽀援

川除⼤輝さん、村岡桃佳さん、森井⼤輝さん



サステナブルなものづくり

お客様の安全な作業環境の実現



5⽉16⽇の対外発表について



⽶国Crosbyグループとの経営統合



Crosby Group
- 設⽴ 1836年
- 従業員数 1,600名
- ⽶・欧に 16の⽣産拠点
- Gunnebo、ACCO ほか
グローバルブランド



キトーのホイスト・クレーン事業と、
Crosby製品群との親和性が⾼い



キトーのホイスト・クレーン事業と、
Crosby製品群との親和性が⾼い

製品品揃えやサービスの重複が少なく、
相互に事業を補完し合える関係



キトーのホイスト・クレーン事業と、
Crosby製品群との親和性が⾼い

Crosbyグループの事業が、キトーの強みである
安⼼・安全といった価値観を共有

製品品揃えやサービスの重複が少なく、
相互に事業を補完し合える関係



グローバル市場での継続的成⻑に向けて
公開買付を通じての経営統合を選択



グローバル市場での継続的成⻑に向けて
公開買付を通じての経営統合を選択

1株あたり 2,725円 での公開買付
2022年10⽉下旬を⽬処に開始予定



グローバル市場での継続的成⻑に向けて
公開買付を通じての経営統合を選択

株主様の利益を確保
特別委員会を設置し公正性の担保

1株あたり 2,725円 での公開買付
2022年10⽉下旬を⽬処に開始予定



決議事項



第1号議案

剰余⾦の配当の件



期末配当

22円普通株式
1株につき

4億5,271万6,418円配当総額

2022年6⽉27⽇配当が効⼒
を⽣じる⽇



第2号議案

定款⼀部変更の件



第3号議案

取締役7名選任の件



取締役7名選任の件

取締役候補者

エドワード・Ｗ・ハンター⻤頭 芳雄



取締役7名選任の件

取締役候補者

遅澤 茂樹 河野 俊雄

新任



取締役7名選任の件

取締役候補者

中村 克⼰ 平井 孝志 ⼤澤 弘治

社外 社外 社外



第4号議案

補⽋監査役1名選任の件



補⽋監査役選任の件

補⽋監査役候補者

蒲地 正英



ご質問・ご発⾔



議案の採決



第1号議案

剰余⾦の配当の件



第2号議案

定款⼀部変更の件



第3号議案

取締役7名選任の件



第4号議案

補⽋監査役1名選任の件



新任取締役のご紹介

河野 俊雄



本⽇の議決権⾏使結果は
当社ホームページに掲載する
「臨時報告書」をご覧ください



本⽇は誠にありがとうございました


