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会社概要 ＜2010年5月20日現在＞

会 社 名 ケイティケイ株式会社

本 社 所 在 地 名古屋市東区泉二丁目３番３号

設 立 1971年6月29日

資 本 金 294 百万円

発 行 済 株 式 数 3,675,000 株

売 買 単 位 100 株

創 立 者 高顧問 加藤道明（日本カートリッジリサイクル工業会顧問）創 立 者 高顧問 加藤道明（日本カ トリッジリサイクル工業会顧問）

代 表 者 代表取締役社長 伊藤主計

事 業 内 容 リサイクル商品・ＯＡサプライ商品・ＩＴ商品等の販売

従 業 数従 業 員 数 194 名

関 係 会 社 株式会社 アイオーテクノ
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関係会社 ＜2010年5月20日現在＞

会 社 名 株式会社アイオーテクノ

本 社 所 在 地 愛知県春日井市惣中町二丁目60－1

設 立 1990年6月29日

資 本 金 10 百万円

発 行 済 株 式 数 200 株

代 表 者 代表取締役社長 伊藤主計

事 業 内 容 製造業（トナーカートリッジの再生等）

従 業 員 数 57名

＜株式会社アイオーテクノ 駒ヶ根工場＞ リパックトナーに特化した環境・品質体制を完備。株 社 駒 根 場

ISO ９００１

ISO １４００１認証工場

リ ックトナ に特化した環境 品質体制を完備。

リパックトナーに特化した生産設備で、
環境の国際規格ISO14001認証と、
品質の国際規格ISO9001認証の両方を
取得、万全な管理体制を維持しています。

※ISO14001は駒ヶ根工場のみ

再生トナーカートリッジの品質基準
世界標準規格、STMCを取得。
再生トナーカートリッジ先進国の

アメリカで品質評価の基準とされて

※ISO14001は駒ヶ根工場のみ
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リ 品質評価 準
いる権威ある規格です。



事業拡大の歩み

自社ブランドとして ケイティケイ JASDAQ

1971年 1980年 1990年 2000年 2011年

カトー特殊計紙

1985年 1995年 2005年1975年

株式会社
KTK計算機用記録紙
（ロールペーパー）の
販売を開始

株式会社に
社名変更

市場に上場株式会社として
設立

16
22 20

アイオーテクノを設立

2

現在、全国20カ所に
支店・営業所を開設

営業拠点
（拠点数） 三重 松山

3 ４
７

10 
16

岡崎

横浜

神戸

札幌
名古屋北を多摩を

Web購買システム
「はっするネット」開設はっする

（拠点数）

静岡 大阪 東京 岐阜 広島

三重

富山 福岡 浜松 仙台名古屋

松山

埼玉京都 名古屋北

岡崎

松本

札幌

千葉 多摩
名古屋に
統合

東京に
統合

「はっするネット」開設はっする
ネット

「はっするネット」
フランチャイザー開始

リパックリボン
再生工場を

春日井に建設

自社工場
リパックトナー再生工場
アイオーテクノ駒ヶ根工場
建設 稼働
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春日井に建設、
稼働

建設、稼働



ｋｔｋのビジネスモデル

人とITの融合により、お客様のビジネスをトータルにサポート

お客様
（主に法人） “人とITの融合”

仕入先
（サプライヤー）

一般企業
官公庁

全国営業所
株式会社アイオーテクノ

発注

人

営業官公庁
金融機関

など 各種メーカー

発注

お客様総合受付センター

活動

発注

ケイテ ケイ

納品

ケイティケイ
物流センター

I
T

はっするネット
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納品



ｋｔｋの取扱い商品 ＜2010年5月20日現在＞

OAサプライ商品2010年5月期 品目別売上高構成比率リ サ イ ク ル 商 品
・新品トナー
・PPC用紙 など

サプライ事業

2 00
3,000

（単位：百万円）

2,613 2,569 2,558
（単位：百万円）

・リサイクルトナー
・リサイクルリボン など

97%

2,558百万円2,558百万円

0
500

1,000
1,500
2,000
2,500

売上高

2,613 2,569 2,558

6,366 5,942 5,432

そ の 他

5,432百万円

60.5％

5,432百万円

60.5％

28.5％28.5％

売上高
8,983百万円

ソリューション事業 3%

I T 商 品

そ の 他
273百万円

3.0％

273百万円

3.0％

8,983百万円
100％

（単位：百万円）

272 273286

（単位：百万円）

672 721 719

・文具事務用品
ギフト用品

719百万円

8.0％

719百万円

8.0％
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・ギフト用品
・電化製品 など・メールセキュリティサービス

・レンタルサーバ
・サーバソフトウェア など



リサイクル商品 ＜リパックトナーとは＞

サプライ事業

リサイク 商品 ＜リ ック ナ ＞

「リユース・リサイクル」推進を社会への使命として。

ケイティケイのリユース・リサイクル商品
＜社会の大きな流れ＞

環境負荷低減を国の施策として行う必要

＜リパックトナーとは＞

②Reuse（リユース）・・・再使用

①Reduce（リデュース）・・・廃棄物の発生抑制

経済産業省「３R政策」

使用済みレーザープリンター用トナーカートリッジを再利用
できるように再生、循環型社会の実現に貢献する「リサイ
クル商品」。

②Reuse（リユース）・・・再使用

③Recycle（リサイクル）・・・再資源化

お客様からお預かりしたカ トリ ジを分解 クリ ニング

環境に優しく、しかも新品カートリッジの半額以下で
ご提供 経費削減 も大きく 献

￥ｒ国などの公的機関が率先して環境に負担の少
ない物品の調達を行うことを推進する法律

環境省「グリーン購入法」
お客様からお預かりしたカートリッジを分解・クリーニング、
部品交換などをし、トナー粉を充填。

ご提供、経費削減にも大きく貢献。
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トナーはじめ、消耗品のリサイクルが当たり前の時代になりつつあります。



リサイクル商品 ＜リパックトナーの成長性＞

サプライ事業

リサイク 商品 ＜リ ック ナ 成長性＞

出荷本数の伸び率から見るリパックトナーの成長性

332 247

376,869

（単位：本） （単位：％）

107.1% 107.8%
112.8%

128.0%

100%

294,539
315,448 317,660

332,247

（2006年5月期を
100とした場合）

リパックトナーの価値が認められ、着実にお客様の間に浸透してきています。
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リ ックトナ の価値が認められ、着実にお客様の間に浸透してきて ます。



リサイクル商品 ＜再生の工程＞

サプライ事業

リサイク 商品 ＜再 程＞

アイオーテクノ駒ヶ根工場で製造されている「リパックトナー」

②再生加工(解体)

③再生加工(組立)

④テストプリント
リパックトナーに特化したリパックトナ に特化した
環境・品質体制を完備

①受入形状検査
⑤出 荷

①受入形状検査

ご使用後は
またリサイクル

お客様の
お手元へ

9ケイティケイ株式会社｜

お手元へ



リサイクル商品 ＜リサイクルの仕組み＞

サプライ事業

リサイク 商品 ＜リサイク 仕組み＞

限られた資源を有効に活用、しかも 後まで責任を持って

③配送、同時回収

商品配送時・同時回収により、使用済みトナーのリサイクル化を推進。

＜リサイクルの流れ＞

お客様可能な

①注文

使用済トナー
同時回収

リユース・リサイクル

お客様可能な
限り
再生

②出荷指示
工場

配送センター

回数オーバー等で再生できなくなったカートリッジは１００％再資源化。
環境に優しいゼロエミッション※を達成しています。再生

不可に
なったら

カートリッジ（廃棄物）
プラス

ク

再資源化

なったら
再資源化 分別

チック

その他の
成分
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※産業物から出るすべての廃棄物を他の分野の原料として活用し、廃棄物をゼロにする資源循環型の考え方



IT商品

ソリューション事業

メールセキュリティに特化した独自開発商品を中心に展開

大手金融機関で導入進む

導 企業 愛知銀行 名古 銀行 大垣共立銀行

主要ブランド

（Enterprise版を含む）

導入企業： 愛知銀行、名古屋銀行、大垣共立銀行 etc.

送信するメールに自動的に署名を付加、フィッシング対策としてメールの信頼性送信するメ ルに自動的に署名を付加、フィッシング対策としてメ ルの信頼性
を高めます。

安心 安全なメ ル環境の確保で 定の実績と評価を獲得

※詳しくは2011年5月期【上半期】株主通信、2ページをご覧ください。
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安心・安全なメール環境の確保で、一定の実績と評価を獲得。



当社の強み

開発・製造から販売・サポートまで対応できる一貫体制１ 開発・製造から販売・サポートまで対応できる 貫体制１

フェース・ツー・フェースの強固な営業基盤２

効率化を促進する、自社開発のWeb購買システム３
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当社の強み

開発・製造から、販売・サポートまで一貫体制で対応１

当社の製販一貫体制

製造 販売製造 販売

リサイクル商品の自社製造工場 全国２０ヶ所の営業所

自社開発のIT商品
Web購買システム「はっするネット」

仕入れ 「はっするネット」FCパートナー仕入れ

生産販売会議 製造部門と販売部門の責任者が活発な意見交換を行い、さまざまな課題解決に取り組んでいます。（月1回実施）

コスト競争力の高い（＝利益率の高い）商品を提供できる。
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顧客ニーズが把握しやすく迅速な商品開発ができる。



当社の強み

日本全国20の拠点で、フェース・ツー・フェースの営業を展開２

静岡営業所

松本営業所

富山営業所

札幌営業所

＜東日本営業部＞

＜中日本営業部＞

仙台営業所

千葉営業所

東京支店

浜松営業所

岡崎営業所

松本営業所

岐阜営業所

埼玉営業所

名古屋支店

横浜営業所
岐阜営業所

三重営業所

＜西日本営業部＞

大阪支店

京都営業所

神戸営業所

広島営業所

現在までに 11 000社以上のお客様とお取引 信頼を構築しています

松山営業所

広島営業所

福岡営業所
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現在までに、11,000社以上のお客様とお取引、信頼を構築しています。



当社の強み

効率化を促進する、自社開発のWeb購買システム「はっするネット」３

■はっするネット TOP画面 簡単手軽なインターネットショッピング。必要な時に、自分のデスクから
オフィス用品を注文できます。

リパックトナーをはじめ、オフィスで使う事務用品や日用品など
10万アイテムを品揃え

＜特長＞

「はっするネット」の成長性

10万アイテムを品揃え。

「カスタマイズはっするネット」はユーザーごとに 適化した専用機能を
付加。すでに300社以上に対応。

3,938

764%

985%（単位：百万円） （単位：％）

546%

1,168

2,182

3,054

100%

292%

546%

顧客のさまざまなご要望にお応えし 順調に成長しています

400

15ケイティケイ株式会社｜

顧客のさまざまなご要望にお応えし、順調に成長しています。



現状の問題点と解決の方向性

①新品トナーの売上高の減少 ②リパックトナーの販売単価の下落

【問題点】

（単位：百万円）

3,966 3,873

3,384
3,025

2 723

（単位：円）

7,335
6,465 6,066 5,853

平均販売単価

2,723

●2006年5月期から2010年5月期まで 売上高は12億円以上の売上減

～2011年3月

●2009 年5月期から2011年3月まで 平均販売単価は1 269円の下落●2006年5月期から2010年5月期まで、売上高は12億円以上の売上減

①
【解決の方向性】

●2009 年5月期から2011年3月まで、平均販売単価は1,269円の下落

②
自社ブランドの強化

③
サービスの拡充

①
販売チャネルの拡大
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①販売チャネルの拡大

人とITの融合による「はっするネット」のビジネスノウハウをFCパッケージ化

人の力による徹底した
地域密着営業体制

ネットの仕組みを使い、
効率化を追求IT人

＋

■はっするネットのFCモデルとは

全国20か所の営業拠点 「はっするネット」

対面営業の「安心感」 ネット通販の「効率性」merit it

＋
対面営業の「安心感」 ネット通販の「効率性」merit merit

地域密着型オフィス通販システム

2011年1月より募集開始

地域密着でBtoBビジネスを展開されている法人

起業を目指す個人

「はっするネット」FCパートナー

対
象

2011年1月より募集開始
2012年5月期中、

FCパートナー
加盟100社をめざす
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※2011年1月17日 中部経済新聞15段で募集 2011年2月4日説明会開催



②自社ブランドの強化

自社ブランドプリンター「Hassuru Color」のリリース

第一弾 静音性、高品質・高画質出力を特長とした
A4カラーレーザープリンター

製品は大手国内メーカーよりOEM供給

当社内に保守体制を確立当社内に保守体制を確立

2012年5月期、
年間1000台の
販売をめざす

※完成品は外観デザイン仕様に一部変更がございます。

消耗品販売から プリンターメーカーへ事業を拡大
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消耗品販売から、プリンタ メ カ へ事業を拡大。



③自社サービスの拡充

プリンターのメンテナンス・サービス【 BASS（ビフォア・アフターセールス・サービス）】

徹底した教育/訓練を受け、プロ化された専門要員によるプリンターメンテナンス

新たにKTKリパックトナーをお使い頂くお客様が安心して
導入 きるよう 当社 要員が パ ク ナ 使用

Service ①：ビフォアサービス【安心導入】

導入できるように、当社のBASS要員がリパックトナー使用
前にメンテナンスを行います。

Service ②：アフターサービス【安心運用】

万が一のトラブルの場合に、BASS要員が現場にて
対応しトラブルを解消します。

Service ②：アフタ サ ビス【安心運用】

専門要員によるプリンターメンテナンスで、お客様の安心/信頼性の向上に貢献。
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専門要員によるプリンタ ンテナン で、お客様の安心/信頼性の向 に貢献。



③自社サービスの拡充

主力商品の品質への徹底したこだわり

STMC

リパックトナー
品質保証制度

世界唯一の『再生トナーカートリッジの品質
基準世界標準規格』STMCを取得。
STMCは再生トナーカートリッジ先進国の
アメリカでは、あらゆる商品に対して品質
評価の際の基準とされている権威ある規格

ご購入頂いたリサイクルトナーカートリッジが
万が一製品上の理由で不具合が発生した
場合は、カートリッジを無償交換または無償
修理させて頂いています。

リパックトナー

であり、その規格をクリアした再生トナー
製品を出荷しております。

サポートセンター

駒ヶ根工場内の専任スタッフが、リパック
トナーのご使用上の不明点などにお答え
するとともに、品質向上のため工場への
フィードバックに努めています

リサイクルトナーを、より安心してお使い頂くための、ケイティケイのバックボーンです。

フィ ドバックに努めています。
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リサイクルトナ を、より安心してお使い頂くための、ケイティケイのバックボ ンです。



社会貢献活動

アイオーテクノ駒ヶ根工場では障害者の方が活き活きと働いています。

長野県は 年 月から 働く障害者 収入を

長野県「障害者福祉施設の工賃アップ応援宣言！」の
初の登録企業として登録証を交付されました。

長野県は2009年1月から、働く障害者の収入を
増やすための支援に取り組む企業や団体などを
県が登録するという制度を開始。
その 初の登録企業としてアイオーテクノ駒ヶ根工場が
認定されています。

＜紹介記事＞

現在、コスモスの家（伊那市）、桜木園（駒ヶ根市）から13名の
方が就労中。
空カートリッジの開梱作業、空カートリッジの仕分け・保管作業、
完成品のデ タ読み込み 完成品の在庫棚収めなど 軽作業を

これからも引き続き障害者の方が安心して働ける職場づくりを目指してまいります。

2009年2月16日付
長野日報朝刊

完成品のデータ読み込み、完成品の在庫棚収めなど、軽作業を
行って頂いております。
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業績

＜ 連結売上高・経常利益の推移＞

17310,487
9,926 9 519

（単位：百万円）
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自己資本比率および資産の推移

＜自己資本比率 連結＞ ＜総資産および純資産の推移＞＜自己資本比率 連結＞

（単位：百万円） （単位：％）

4,670

（単位：百万円）

＜総資産および純資産の推移＞
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業績見通し

（単位：百万円）

2010年5月期 2011年5月期

実績 通期見通し
対前年

差額 比率

売上高 8,983 8,784 △199 97.8%

リサイクル商品 2,558 2,472 △86 96.6%

OAサプライ商品 5,432 5,296 △135 97.5%

IT商品 273 243 △29 89.1%

その他 719 771 52 107.2%

売上総利益 2,300 2,284 △15 99.3%, ,

販売費及び一般管理費 2,116 2,178 62 103.0%

営業利益 184 105 △78 57.5%

経常利益 173 103 △70 59 5%経常利益 173 103 △70 59.5%

当期純利益 94 50 △44 53.3%
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株価推移と株主配当

・配当金・・・・年間14円（予想）

＜中間7円（実績）、期末7円（予想） ＞

・2011年4月11日終値・・・ 297円

・PER（株価収益率）・・・ 11.4倍
（2011年4月11日）

・EPS（1株当たり純利益）・・・26.08円
（2010年5月20日）

・配当利回り・・・ 4.71％
（2011年4月11日）

【データベース】Yahoo！ファイナンス

（2011年4月11日）
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ご清聴、ありがとうございました。

この資料には 当社の将来についての計画や戦略 業績に関する予想及び見通しの記述が含まれ

■本資料のお取扱いについて

この資料には、当社の将来についての計画や戦略、業績に関する予想及び見通しの記述が含まれ
ております。これらの記述は、過去の事実ではなく、当社が現時点で把握可能な情報から判断した想定
及び所信に基づく見込みです。

また、多様なリスクや不確実性（経済動向、市場需要、為替レート、税制や諸制度等がありますがこ
れらに限られません）を含んでおります そのため 当社は将来の展望に対する表明 予想が正しいとれらに限られません）を含んでおります。そのため、当社は将来の展望に対する表明、予想が正しいと
約束することはできず、結果は将来の展望と著しく異なる可能性がありますので、ご承知おき下さい。
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