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マキタでは、企業活動を伝える年次レポートを発行しています。

会社案内・CSR報告書
・ 企業姿勢
・ CSR活動
・ 会社概要

対象期間 2014年度（2014年4月～2015年3月）
対象範囲 株式会社マキタ（当社）ならびに国内外グループ会社51社、計52社
 但し、人事データ…当社
  

アニュアルレポート（英文のみ）
・ 事業報告
・ 主要財務データ
・ 主要財務諸表

 環境報告書

・ 環境方針
・ 環境パフォーマンス
・ 環境活動

本報告書について
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長期目標

Strong Company
人の暮らしと住まい作りに役立つ工具（充電式を含む電動工具、木工機械、エア工具、エンジン式を含む園芸工具）
の国際的総合サプライヤーとして、業界において確固たる地位を確保する。

経営姿勢/品質方針
 1. 社会と共に生きる経営（法令･規則を順守し､倫理に従って行動し、反社会的勢力の介入を許さない会社）

 2. お客さまを大切にする経営（マーケット指向の会社）

 3. 堅実かつ積極的な経営（健全な収益体制のもと永続する会社）

 4. 質実剛健の社風を大切にし、一人一人の能力を活かす経営（喜びを感じる会社）

製品安全に関する基本方針
当社は、お客さま（ユーザー、消費者）に安全な製品を提供できる体制を整備するとともに、お客さまが安心して

当社製品を使っていただけるよう、全社を挙げて取り組む。 

また、万一の予期せぬ重大な製品事故の発生時には、迅速かつ適切な事故情報の収集およびお客さまをはじめ

とする社内外関係者への開示を行う。

＊当社は、上記の「製品安全に関する基本方針」に従い、製品安全自主行動計画を整備しております。

倫理指針
 1. 誠実的で倫理に従った行為と利益相反の禁止

 2. 法令、規則などの遵守

 3. 完全、公正、適時かつわかり易い情報開示

 4. 倫理指針違反の場合の責務を負う

 5. 企業倫理ヘルプラインの設置

 6. 倫理指針の適用を免除する場合の承認等

行動指針
 1. 倫理指針に従って行動しているか（だれに見られてもはずかしくないか）

 2. 社内よりもお客さまの立場で考えているか（上司や他部署でなく､顧客の方を向いているか）

 3. 自主性を発揮し、考え、挑戦しているか（過去の成功、経験の枠にとらわれてないか）

 4. たゆまぬ改善、技術革新をおこなっているか（なぜ今のやり方しかないのか）

 5. 現場に行き、現場の意見を尊重しているか（情報を正しくとらえ、コミュニケーションを十分とっているか）

コーポレートスローガン / 企業姿勢
Corporate S logan /  Corporate Att i tude
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環境と経済の融合による持続可能社会のために
ごあいさつ
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2015年3月21日、おかげさまで当社は創業100周年を迎えることができました。これもひとえにマキ

タ製品をご愛顧いただきました世界中のお客様をはじめ、関係各位の長年にわたるご支援、ご協力

の賜物と心から感謝申し上げます。

マキタは、「Go Green」の環境ビジョンのもと、地球環境の維持、持続性、多様性に配慮しながら、製

品自体に求められるニーズをふまえ、リチウムイオンバッテリを活用した充電式工具やクリーンな

エンジンを搭載した園芸用機器などの開発に取り組み、作業者と地球環境に優しい工具を供給し

ています。また、高い経済成長を示す新興国において市場ニーズに合った低価格・高耐久製品を提

供することで、豊かな住環境の創出に貢献していきたいと考えています。加えて、モータの修理販売

時代から、一貫してお客様本位の姿勢を大切にし、アフターサービスに全力を注いできました。生

産の9割、売上の8割以上を海外が占めるまでにグローバル化した現在も、その原点は変わっていま

せん。

こうした基本理念のもと2014年度は、開発面では、高容量のリチウムイオンバッテリやブラシレス

モータを搭載し、1充電あたりの作業量が大幅に向上した充電式工具などの新製品を積極的に投

入しました。生産面では、海外工場において現地調達比率を高めるとともに、各工場において品質

の安定と生産性向上を図るため、省人化設備の導入に取り組みました。営業面では、カザフスタン

において販売子会社を設立するとともに、オーストラリアやメキシコの現地法人社屋を移転し製品

やサービスの供給体制を強化するなど、グローバルネットワークをより充実させ、地域に密着した

迅速な製品・サービスの供給を通じてプロユーザーからの信頼に応えています。

工具の国際的総合サプライヤーとして、こうした企業活動を行うなかで地球環境や社会へ貢献する

ことは大変意義があることだと考えています。マキタは、次の100年においても、環境と経済の融合

による持続可能な社会の実現に向けて、「Live Green & Grow Strong」をキャッチフレーズにたゆま

ぬ努力、たゆまぬ前進を続けてまいります。

2015年3月21日、おかげさまで当社は創業100周年を迎えることができました。これもひとえにマキ

タ製品をご愛顧いただきました世界中のお客様をはじめ、関係各位の長年にわたるご支援、ご協力

の賜物と心から感謝申し上げます。

マキタは、「Go Green」の環境ビジョンのもと、地球環境の維持、持続性、多様性に配慮しながら、製

品自体に求められるニーズをふまえ、リチウムイオンバッテリを活用した充電式工具やクリーンな

エンジンを搭載した園芸用機器などの開発に取り組み、作業者と地球環境に優しい工具を供給し

ています。また、高い経済成長を示す新興国において市場ニーズに合った低価格・高耐久製品を提

供することで、豊かな住環境の創出に貢献していきたいと考えています。加えて、モータの修理販売

時代から、一貫してお客様本位の姿勢を大切にし、アフターサービスに全力を注いできました。生

産の9割、売上の8割以上を海外が占めるまでにグローバル化した現在も、その原点は変わっていま

せん。

こうした基本理念のもと2014年度は、開発面では、高容量のリチウムイオンバッテリやブラシレス

モータを搭載し、1充電あたりの作業量が大幅に向上した充電式工具などの新製品を積極的に投

入しました。生産面では、海外工場において現地調達比率を高めるとともに、各工場において品質

の安定と生産性向上を図るため、省人化設備の導入に取り組みました。営業面では、カザフスタン

において販売子会社を設立するとともに、オーストラリアやメキシコの現地法人社屋を移転し製品

やサービスの供給体制を強化するなど、グローバルネットワークをより充実させ、地域に密着した

迅速な製品・サービスの供給を通じてプロユーザーからの信頼に応えています。

工具の国際的総合サプライヤーとして、こうした企業活動を行うなかで地球環境や社会へ貢献する

ことは大変意義があることだと考えています。マキタは、次の100年においても、環境と経済の融合

による持続可能な社会の実現に向けて、「Live Green & Grow Strong」をキャッチフレーズにたゆま

ぬ努力、たゆまぬ前進を続けてまいります。

取締役社長



マキタは「人の暮らしと住まい作りに役立つ工具の国際的総合サプライヤー」として、電動工具、エア工具、園芸工具など
を通じて世界規模での豊かな社会づくりをサポートしています。
業界のリーディングカンパニーとして、開発・生産・販売・アフターサービスまで一貫した体制を整え、お客様に満足して
いただけるよう、高品質で魅力ある製品・サービスの提供に努めています。　

Makita’s  Descr ipt ion of Business
マキタグループの事業内容
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住まい作りをダイレクトにサポート
住宅やビルの建築現場や工場など様々な場で使用されます。当社は1958年に
国産初の携帯用電気カンナを発売して以来、穴あけ・締付け・切断・研磨などの
作業を快適に行えるよう、独自の技術開発に日々取り組んでいます。確かな技
術力で豊富な製品ラインアップを取り揃えています。

電 動
工 具

充電式インパクトドライバ 充電式ハンマドリル 充電式マルノコ

電子ディスクグラインダ 充電式ジグソー 充電式マルチツール

電気カンナ 集じん機 レーザー墨出し器



自然と共存しより豊かな暮らしを
手軽にガーデニングを行えるAC100V(ボルト)シリーズからハードな作業をパワフルにこな
すプロ仕様シリーズまで幅広く製品を提供し、緑を近くに感じられる暮らしの空間づくりを
サポートします。

建設現場の作業をよりスムーズに
主に木造住宅の構造部分から内外壁の施工で使用されます。圧縮した空気を使い多種多様
な釘やビス（ねじ）などをすばやく打ち込むことができます。近年は小型・軽量化を実現しつ
つパワフルな高圧エア工具の開発に注力しています。

園 芸
工 具

エ ア
工 具

アクセサリ  ・
アフターサービス

きめ細やかなサポートでお客様に安心を
製品に取り付けるアクセサリ（ノコ刃や砥石などの消耗品）は作業の質と効率に大きく影響
します。そのためそれぞれの作業に最適かつ高耐久のアクセサリを取り揃えています。
また、迅速な修理や部品供給を可能にするため充実したアフターサービス網を整備し、お客
様をサポートしています。

エンジン刈払機 生垣バリカン 芝生バリカン

高圧エア釘打 エアコンプレッサ高圧エアビス打ち機

芝刈機 エンジンチェンソー 充電式噴霧器

6
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岡崎工場

アメリカ工場

ブラジル工場

本社

イギリス工場

中国工場（MKC）

中国工場（MCC）

タイ工場

ルーマニア工場

ドイツ工場

Makita -  A Global  Brand

マキタは、世界40ヵ国以上に直営の営業拠点を設立、販売網やアフターサービス体制を充実させ、世界160ヵ国で販売し業
界のリーディングカンパニーとなっています。また、アメリカ工場をはじめ、中国、イギリス、ドイツ、ブラジル、ルーマニア、タイ
で電動工具を生産し、現在では台数ベースで約9割を海外工場で生産しています。
世界にひろがる販売・サービスのネットワークと、各国の工場における安定した高い品質こそマキタブランドそのものです。

ISO9001と14001の取得状況
日本の本社、岡崎工場をはじめ海外の工場においてISO9001および14001を認証取得しています。
新たに設立したタイ工場においても、この方針に基づき認証を取得していきます。

1993年11月 2007年7月

1993年11月 2007年7月

1996年6月 2009年12月

1993年9月 2009年7月

2007年10月 2008年10月

2002年10月 2010年1月

2009年8月 2010年3月

1997年3月 2008年11月

1997年3月 2008年11月

2014年3月 取得予定

ISO9001 ISO14001（認証取得年月）

西欧
イギリス
フランス
スペイン
ポルトガル
イタリア
ギリシャ

オランダ
ベルギー
ドイツ
デンマーク
スイス

マキタ・ガルフ（アラブ首長国連邦）

本社・岡崎工場

工場

販売拠点

イギリス
ドイツ

ルーマニア

中近東・アフリカ
アラブ首長国連邦
モロッコ

東欧・北欧•
ロシア

世界にひろがるグローバルブランド

（2012年7月生産開始）
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マキタ・シンガポール

マキタ・メキシコ

マキタ・アメリカ

中国

アメリカ

ブラジル

北米
アメリカ
カナダ

タイ

中南米
ブラジル
メキシコ
アルゼンチン
チリ
ペルー
コロンビア
パナマ

オセアニア
オーストラリア
ニュージーランド

フィンランド　ノルウェー　スウェーデン
エストニア　オーストリア　チェコ
スロバキア　ハンガリー　ポーランド
スロベニア　ウクライナ　ルーマニア
ブルガリア　ロシア　　カザフスタン

日本
札幌　仙台　宇都宮　新潟
埼玉　東京　千葉　横浜
静岡　名古屋　岐阜　金沢
京都　大阪　兵庫　広島
高松　福岡　熊本の19支店
および全国114営業所

アジア
シンガポール
中国
香港
台湾
インド
ベトナム
マレーシア
カンボジア

本社・岡崎工場

マキタ・オーストラリア

マキタ・イタリア
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地球環境への貢献
Contr ibut ions to The Global  Environment

1充電当たりの作業量向上
マキタは、充電式工具へエネルギー効率の良い
DCブラシレスモータの採用を進めています。こ
れにより、バッテリの充電1回あたりの作業量が
大幅に向上しました。

トピックス

マキタでは、製品開発において環境に配慮した
設計を行っています。さまざまな取り組みのうち、
充電式工具における取り組みをご紹介します。

DCブラシレスモータ
DCブラシレスモータは、従来の整流子モータと異なり、カーボンブラシのないモータです。
従来のモータは、カーボンブラシと整流子の接触により通電していましたが、DCブラシレスモータはこれを電子回路
に置き換えることにより非接触運転を可能としました。このため、電気ロスが少なくエネルギー効率がよいモータです。

電子回路

ステータコイル
ステータコア

永久磁石
ファン

環境配慮設計について
マキタの環境配慮製品の考え方は、1992年の製品に対するアセスメントに端を発し、1993年のマキタ地球環
境憲章の策定とともに本格的にスタートしました。製品におけるエネルギー効率の改善や、軽量化、製品寿命
の延長、また環境に配慮した材料を使用し、再資源化が可能な製品の開発、製造、販売を行っています。
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当期の新製品
2014年度に発売した製品の中から、18VリチウムイオンバッテリとDCブラシレスモータを採用した、充電式のグラインダ
とソフトインパクトドライバを紹介します。DCブラシレスモータの採用により、どちらも当社従来機に比べ１充電あたり
の作業量が大幅に向上しました。

製品環境データシートの公開

  

マキタが提供している製品の環境負荷をご理解いただくために、個別製品の環境性能を定量的に紹介した製品環境
データシートを、2010年9月より当社のホームページ上で公開しています。
※製品環境データシートには、製品質量、騒音値、〔再使用+リサイクル〕可能率、再生可能率、効率などのデータを記載

    URL: http://www.makita.co.jp/company/environment.html

充電式グラインダ　GA504DRT
AC100V並みのハイパワーな充電式グラインダ
です。作業にあわせて切断速度を自動で変速
する、自動モード切替を採用しました。

充電式ソフトインパクトドライバ
TS141DRTX
低騒音の充電式インパクトドライバです。
金属打撃音を極力抑え油圧により回転ト
ルクを増幅させるため、トルク発生時の
不快な音を大幅に低減しました。
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マキタブランドを手にするお客様の多くは、大工さんや職人さんなどのプロのユーザーです。
電動工具は環境や建築工法などの国や地域ごとの違いにより、求められるニーズが大きく異なってきます。
マキタは、国内外の販売・サービスネットワークを通じてあらゆるニーズをとらえ、すべてのプロユーザーに納得して
いただける製品づくりを目指しています。

お客様への取り組み
Approaches to Customers

会社案内・CSR報告

プロ用電動工具にいち早くリチウムイオンバッテリを採用し、これ

をシリーズ展開する業界屈指の製品開発力を誇っています。製品設

計において３Ｄ解析などの先端技術を活用することで、長年にわ

たって蓄積された独自の卓越したノウハウを更に強化し、
信頼のブランドを築き上げています。

また、機能だけにとどまらず、安全性やデザインの洗練度も重視。

防じん、防音、防振などユーザーの作業環境や、３Ｒ（リデュース、

リユース、リサイクル）への対応、化学物質の削減などに配慮した

製品設計を行っています。

日進事業所および東京技術開発センターにおいてはエンジンを含

むOPE製品の開発技術力を強化しています。

開発における企画段階から、製品として生産される最終段

階までのすべてのプロセスにわたって、製品をチェックし

ています。

安全性・機能性・耐久性などの点を、ユーザー

の視点に立ち、ひとつの製品につき数十種類のテストを実施

します。

どの国でも、どんなユーザーにも満足のいく品質を保証す

る。それを実現するために、厳しいテストの基準を独自に

設け、また、ユーザーの使用方法を検証してチェック項目

を見直し、追加するという作業を常に行っています。

品質保証

製品
開発
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マキタグループ全体で世界8か国に生産拠点があります。日

本の岡崎工場はそれらのマザー工場と位置付け、ものづくり

の中核として最新技術を世界へ提供する役割を担っていま

す。そのためにモータ生産工程をはじめとする各種加工工程

において、コスト競争力を高めるべく工法研究や生産設備開

発を行っています。近年はこうした新たな技術を生産現場の

中で熟成、確立する役割を準マザー工場である中国工場に

委ねています。今後更に拡大が予想される新興国での工場

展開も視野に入れながら、これら両工場を中心として誰でも、

どの国で作っても同一品質の製品となるように、もの

づくりを進化させています。

マキタ製品をいつも最良の状態で安

心してお使いいただくため、国内では、

19支店および114ヵ所の営業所を

基盤にきめ細かいアフターサービス

活動を展開しています。海外の各地で

も日本で培ったお客様に密着した

迅速で的確なサービスを
行っています。

また、営業員の商品知識や修理技術な

どを向上させることを目的として、国内

外において研修を行っています。さら

に、社内のみならずこうした研修を販

売店に対してもマキタや商品に親しん

でいただくため行っています。

営
業

生産
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『経営者は、従業員に対して納得のいくように諭し、言い聞かせればよい
（いばるな）。
従業員もお互いに怒ってばかりいたのでは、仕事はうまく運ばない
（おこるな）。
不況になったり、仕事の上でつまずくといった逆境にあっても、あせったり
（あせるな）、
くさったりしてはいけない（くさるな）。
あせって過当競争をすれば、自分で自分の首を絞めるようなものである。
だからといって、のんびりしてよいということではない。負けたのではそれ
こそ何にもならない（まけるな）。』

これは、マキタの創業者である牧田茂三郎と共にマキタの礎を築き上げ、マキタを「モータの会社」から「電動工具の企業」へ
と変貌させた後藤十次郎の人生訓であり、現在でも受け継がれています。当社では、この『おこるな・いばるな・あせるな・くさ
るな・まけるな』をベースに、ダイバーシティーやワークライフバランスなど、働きやすい職場づくりを進めています。

マキタは、多様な価値観を持つ人材育成を行っています。

従業員への取り組み
Approaches to Employees

会社案内・CSR報告
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ダイバーシティー（多様性）の推進

外国籍社員の雇用
マキタの社員の約8割は海外における現地採用者で
す。また、日本でも明日のマキタを担うグローバルな
人材育成の一環として留学生を採用しており、外国籍
社員は2015年4月1日時点で24名（正社員）です。

女性の活躍
日本での女性正社員の平均勤続年数は17年であり、
様々な部門で活躍しています。そのうち、係長クラスの
女性総合職が12名います。また、海外ではマネー
ジャークラスが約100名在籍しており、グローバルマキ
タを支えています。

障がい者の雇用
2015年6月報告での障がい者雇用率は、法定雇用率を
超える2.09%でした。採用領域の拡大を軸に、雇用の
増加に取り組んでいます。

高齢者の雇用
60歳の定年退職後も引き続き勤務を希望する社員に
対し、65歳までの再雇用を行っています。現在、定年退
職者の概ね7割前後が再雇用を希望しており、多くの
従業員に活躍の場を提供しています。
2014年度の再雇用者数は51名です。

インターンシップの受け入れ

近年、教育機関からの要請もあり、インターンシップ学
生の受け入れに力を入れています。
2014年度は18名の大学生が14部門に分かれて実習
をしました。

育児の支援

育児休業制度
1990年に導入し、取得率も安定的に推移しています。　
2度以上の取得もしばしば見られる状況にあります。
2014年度末の取得者は32名です。

育児短時間勤務制度
1992年の導入以来、その趣旨を生かした活用がしっ
かり行われ、定着した制度となっています。
2014年度末の取得者は38名です

‘14年（年度）

‘14年（年度）
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0
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40

50
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マキタは、2003年に愛知県からファミリーフレンドリー企業に認証され、2009年には愛知県知事からファミリーフレン
ドリー企業として表彰されました。
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地域への取り組み
会社案内・CSR報告

Approaches to Local  communit ies

サイクロン被害のバヌアツ復旧支援のため
当社製品を寄付

チリで発生した大火災の復旧支援のため
当社製品を寄付

グローバルに事業展開し、文化の異なる様々な地域社会に貢献するマキタ。世界のあらゆる国々の、いろいろな場面で
マキタブランドを目にすることができ、先進国の建設現場や、めざましい発展を遂げる新興国の都市開発、さらには各
種のスポーツイベントや地域活動でも活躍しています｡
“世界各地の地域社会に密着し、人々の暮らしの中に溶け込むこと” それがマキタの願いです。

マキタ販売店(右)よりキリスト教会の救済活動へエンジン
チェンソーの寄付

マキタ販売店(右から2番目)より地元消防団へ製品の寄付

清掃活動

当社では、安城市が毎年5月と10月に行っている｢町を美しく

する運動｣の一環として、社内から参加者を募り、本社周辺の

清掃を行っています。また、岡崎工場でも工場東側の遊歩道

の清掃を毎月実施しています。

今後も地域活動への参加を図り、積極的な環境保全活動に

取り組んでまいります。

岡崎工場東側の遊歩道の清掃
(2014年5月)

本社周辺の清掃(2014年10 月)

2014年4月、チリ中部の都市バルパライソで数日間にわたる

大規模な火災が発生し1万人以上が避難を余儀なくされました。

マキタ･チリは、復旧に役立てていただくため、現地の販売店

を通じて倒壊した建物の解体などに使用されるエンジンチェ

ンソーや、電気の復旧が遅れていたことから充電式の懐中電

灯を地元の消防団へ寄付しました。

2015年3月、南太平洋に襲来した最強クラスのサイクロン「パ

ム」は、バヌアツ共和国において16万6,600人が被災する甚

大な被害を及ぼしました。

マキタ･オーストラリアは、サイクロン被害からの復旧に役立

てていただくため、倒木やがれきの撤去などに使用されるエ

ンジンチェンソーや、伝染病の予防などにミストブロワおよび

噴霧器を同国の販売店を通じ各地の救済活動へ寄付しました。
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たくさんの方に支えられて創業100周年

1915年にモータや変圧器の販売修理業者として創業した

マキタは、1958年に国産初の携帯用電気カンナを発売。こ

の電気カンナの成功により、電動工具メーカーの道を歩み

出しました。そして2015年3月21日、たくさんの方に支えら

れて創業100周年を迎えることができました。

マキタは、これからも世界中のお客様に満足していただけ

るよう、人の暮らしと住まいづくりに役立つ工具の提供と創

業時から大切にしているアフターサービスに取り組んでま

いります。

紛争鉱物(Conflict Minerals)問題への取り組み
アフリカのコンゴ民主共和国および周辺地域で産出される一部の鉱
物(タンタル、スズ、金、タングステン)の採掘は、武装勢力による人権
侵害等の問題が指摘されております。さらにこれら鉱物は、広く世界
中に流通し武装勢力の資金源になっているとして「紛争鉱物」と呼ば
れています。
当社はこの紛争鉱物問題を重大な社会問題の一つと認識し、責任あ
る管理体制を構築するとともに、関連部門、海外工場や取引先と協力
しながら対応と監視を推進します。また製品に使用する鉱物の調査
を含めサプライチェーンの透明性をはかり、武装勢力の資金源に
なっている紛争鉱物の不使用を目指して責任ある調達の推進に取り
組んでおります。

マキタはJEITA(一般社団法人電子情報技術産業協会)の「責任ある鉱
物調達検討会」へ参加し業界団体と連携をとり、さらに「コンフリクト
フリーソーシング ワーキンググループ」にも参加し自動車業界等とも
調査方法の統一化を図り、2013年度より本格的な調査を実施いたし
ました。
2014年度調査においては、要求されているすべての範囲の取引先へ
調査を実施し、調査結果の回収率向上を実現するとともに、ドットフ
ランク法に基づく調査結果の精査を行いました。
今後もマキタは取引先・関連団体と連携を継続し、武装勢力の資金
源になっている紛争鉱物の不使用に向けた努力を継続いたします。

新聞に掲載した全面広告

コンゴ民主共和国
および周辺国

紛争鉱物 (タングステン)



17

基本理念
マキタは｢人の暮らしと住まい作りに役立つ工具の国際的総合サプライヤー｣として、豊かな地球を未来社会
に伝えるため、生物多様性に配慮した幅広い地球環境保全活動に取り組む。

方針
1.組織の整備
 地球環境への影響に配慮した事業活動を行うために、グローバルな活動が出来る組織を整備する。
2.継続的改善と汚染予防
 環境保全活動の質の継続的な改善及び汚染の予防を図る。
3.法令順守
 環境関連の法律、規制、協定などを順守し、さらに当社が定めた自主基準で環境保全に取り組む。
4.目的・目標の設定と見直し
 事業活動が環境に与える影響を的確に捉え、技術的・経済的に可能な範囲で環境目的・目標を定め、

見直しを行う。
5.環境負荷軽減
 環境負荷を軽減し、次の活動を積極的に推進する。
 ・資源及び消費エネルギーの抑制により、温室効果ガス(CO₂)排出量の低減を図る。
 ・廃棄物の削減及びリサイクルを推進する。
 ・環境負荷物質の代替物質への転換・排出抑制を促進する。
 ・開発設計段階において、製品アセスメントを実施し、環境に配慮した製品開発を行う。
6.周知と公開
 社内広報活動などで、職場で働く人又は当社の為に働く全ての人に環境方針の周知を図ると共に、

社外へ積極的に公開する。

Go Green には、工具の国際的総合サプライヤーとして、新
しい価値を提供し続けるというマキタの思いが込められて
います。常に社会を見つめ、環境と経済の融合による｢持続
可能な循環型社会｣の発展に向け、チャレンジしていく企業
であり続けたいと思います。

環境への取り組み
Approaches to Environment

会社案内・CSR報告

環境方針
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マキタの地球温暖化防止に対する貢献
マキタは、1993年に「マキタ地球環境憲章」を策定して環境問題の

改善に取り組んでおり、近年では特に地球温暖化防止を目的とした

CO2排出量の削減に力を注いでいます。CO2排出量の削減では、

2006年に独自の長期目標「CO2排出量の売上高原単位を2010年度

までに2000年度比21%以上削減する」を掲げ、これを達成しました。

2013年度からは、電機・電子業界の低炭素社会実行計画に準じた長

期目標（事業者全体のエネルギー消費原単位を2020年度までに

2012年度基準で7.73％以上削減する。 ) に基づき、エネルギー使用量

の削減を通じた地球温暖化防止に全力で取り組んでいます。

2014年度は、LED照明の導入、空調設備の運用改善、高効率機器の

導入、エア漏れの対応などの省エネルギー化に取り組み、CO2排出

量が減少し、原単位も削減しています。

マキタのゼロエミッションについて
マキタでは将来的なエネルギー資源の枯渇や最終処分場の逼迫と

いったグローバルな社会課題に対し、これまでにも事業活動を通じ

て環境保全に尽力してきました。最終処分量削減については、2006

年度以降、国内において最終処分量を総排出量の1％以下にする    

「ゼロエミッション」を継続して達成しております。

今後は新たに、“最終処分率0.5％以下”を当社の「ゼロエミッション」

の定義として活動を継続します。

これからも事業活動を通じたあらゆる工夫によって、環境保全にお

いて必要不可欠な要素と考え、社会的使命を果たしていきます。

化学物質削減について
当社は、欧州のREACH（化学物質の登録、評価、認可、制限に関す

る規則）に関し、2009年度より高懸念物質（SVHC)の含有情報を

調査、管理、情報提供するなど、REACHに対応した部品調達を進

めています。

また、欧州のEU加盟国で施行されているRoHS指令（電気・電子機

器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する指令）に対応し

た部品調達も継続して実施しています。

Pb Hg Cd Cr 6+ PBB PBDE

Restriction of Hazardous SubstancesRoHS

‘12年 ‘13年 ‘14年 （年度）‘10年 ‘11年

CO₂排出量の推移 (本社、国内拠点)
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CO₂排出量の推移 (海外製造拠点)
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取締役会
取締役14名(うち社外取締役2名)で構成する取締役会
を毎月開催し、重要事項の決議と、当社の経営方針の
決定を行うとともに、代表取締役以下の業務執行を厳
正に管理･監督しています｡社外取締役は、取締役会に
おける議案などについて、高い見識と豊富な経験に基
づき、独自の立場で意見･提言を行い､経営の透明性と
健全性の維持に貢献する役割を担っています。

監査役会
監査役4名（うち社外監査役3名）で構成する監査役会
は、監査方針、監査役間の職務分担などの決定を行い、
各監査役は取締役会その他の重要な会議に出席し、取
締役の職務執行を監査するとともに、毎月監査役会を
開催し、適正な監査を行っています。
※コーポレート･ガバナンスの詳細は当社ホームページ内の「コーポレート･ガ
バナンスに関する報告書」をご覧ください｡
URL: http://www.makita.co.jp/company/

マキタは、コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みを積極的に行っており、取締役会、監査役会の機能を強
化するために独立役員を積極的に招聘しています。また、執行役員制度の導入、内部監査室を設置し取締役会の実
効性を高めるべく、経営の重要事項に対する討議の充実、迅速な意思決定ができる体制を整備し運用面での改革を
図っています。

コーポレート・ガバナンス
Corporate Governance

監査

監
査 補助

会計監査・内部統制監査

報告

監査

選任・解任

連携

報告

監査役会

監査役会事務室

会計監査人監査役 4名
うち社外監査役 3名

選任・解任 選任・解任

取締役会
取締役 14名
うち社外取締役 2名

社内各部門
グループ各社

選任・解任・監督

株主総会

内部監査室執行役員
執行役員
管理本部長

開示委員会

会長

社長
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社 名

本社所在地

U R L

創 業

設 立

決 算 期

上場証券取引所

資 本 金

従業員数

事 業 内 容

　 　

Makita Corporation

〒446-8502　愛知県安城市住吉町3丁目11番8号
電話 (0566) 98-1711（代表）

http://www.makita.co.jp/

1915年(大正4年)3月21日

1938年(昭和13年)12月10日

3月31日

東京、名古屋

242億561万円

連結：13,835名　単独：2,878名

電動工具、木工機械、エア工具、園芸用機器、家庭
用機器等の製造・販売

取締役および監査役（2015年6月25日現在） 会社概要（2015年3月31日現在）
取締役

執 行 役 員 表 　 孝 至 中南米統括責任者兼
マキタ・ド・ブラジルLtda．責任者

執 行 役 員 ティム・ドノヴァン マキタ・コーポレーション・オブ・アメリカ
責任者兼ブラジル工場担当

坂 本 伸 一 アジア統括責任者兼中国販売責任者 執 行 役 員

執 行 役 員 深 谷 　 靖 欧州統括責任者

執 行 役 員 保 田 伴 晴 国内営業本部副本部長
（東京営業部担当）

岩 倉 篤 伸 国内営業本部副本部長
（大阪営業部担当） 執 行 役 員

島 添 秀 樹 国内営業本部副本部長
（名古屋営業部担当兼特販部担当）執 行 役 員

森 田 章 義社外取締役 愛知製鋼株式会社 顧問
昭和電工株式会社 社外取締役

杉 野 正 博社外取締役 株式会社LIXIL 相談役

取 締 役
常務執行役員 鳥 居 忠 良
取 締 役
執 行 役 員 加 藤 友 康 開発技術本部長

取 締 役
執 行 役 員 丹 羽 久 能 品質本部長

（正社員）

取 締 役
執 行 役 員 購買本部長真一郎冨 田
取 締 役
執 行 役 員 金 子 哲 久 生産本部長

取 締 役
執 行 役 員 青 木 洋 二 管理本部長

土 屋 　 隆取 締 役
執 行 役 員 国内営業本部長

取 締 役
執 行 役 員 吉 田 雅 樹 生産本部副本部長（中国工場担当）

取 締 役
執 行 役 員 太 田 智 之 開発技術本部副本部長 

取 締 役
執 行 役 員 後 藤 宗 利 海外営業本部長 

※印は代表取締役です。

データファイル
Data F i le

堀 　 司 郎取締役社長※

執行役員（2015年6月25日現在）

監査役

常勤監査役 山 添 俊 仁

常勤監査役 久 恒 治 人

監 査 役 近 藤 倫 行 弁護士

監 査 役 山 本 房 弘 公認会計士 

久恒治人、近藤倫行、山本房弘の3氏は社外監査役です。

取締役会長 後 藤 昌 彦※
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マキタグループのあゆみ
History of Makita

1980

海外進出

竣工当時の岡崎工場

「牧田」から「マキタ」へ。
世界市場への進出に備
えて、親しみやすいカタカ
ナのマキタとした。

近代的量産工場として、増大する需要に応えるこ
とになった。現在もマザー工場として、海外工場を
支援している。 

当初出向した社員は2人。その内の1人が、現会長
の後藤昌彦。当時、米国は電動工具の本場であ
り、日本製の電動工具を売るには大変厳しい状況
であった。

1962年 
商号を株式会社 マキタ電機製作所に変更

発行済株式数は2,400万株、株主総数は4,771
人に上った。所有者形態別では11.66％が外国
人で株式でも国際化が進んでいた。

創業45周年記念、新工場完成祝賀会で挨拶する
社長の後藤十次郎(当時)

本社新工場は鉄筋2階建て、延べ1,768m2。新工
場の完成式典は、45周年の記念祝賀会と同時に行
われた。

マキタ・フランスS.A.設立
（欧州初の現地法人 2004年から
マキタ・フランス SAS に社名変更）

マキタ・エレクトリック（U.K.）Ltd.設立 
（1992年からマキタ（U.K.）Ltd.に社名変更）

マキタ・オーストラリアPty.Ltd.設立

マキタ・パワー・ツールズ・カナダLtd.設立
（1991年からマキタ・カナダInc.に社名変更）

マキタ・ベネルックスB.V(オランダ)設立 
（2010年からマキタ・ネーデルラントB.V.
に社名変更）

マキタS.p.A（イタリア）設立

A D R ( 米国預託証券 ) 発行に伴い
NASDAQ(全米証券業協会自動表示シス
テム)にて取引開始（2013年に同取引所の
上場を廃止）

S.AマキタN.V（ベルギー）設立

マキタ・ヴェルクツォイクG.m.b.H.
（ドイツ）設立

1977年　

1973年　

1972年　

1974年　

1971年　

マキタ・タイワンLtd.設立

マキタ・エスパーニャS.A.（スペイン）
設立
（1991年からマキタS.A.に社名変更）

マキタ・マニュファクチュアリング・ヨー
ロッパLtd.（英国）設立

1989年　

1988年　

完全無借金会社となる

東京証券取引所市場第二部に上場

電池ドリル6500D（充電式工具第1号）

1963年　

電動工具メーカーへ転換

オーストラリアに小型電気カンナ1300を
出荷（電動工具の輸出開始）

1959年　

1968年　

1969年　

カナダにおいて電動工具の生産開始
(2009年生産終了)

1980年　

1983年　

1984年　

マキタ・ヴェルクツォイクG.m.b.H
(オーストリア)設立

マキタ・パワー・ツールズ・シンガポール
Pte.Ltd.設立
（1991年からマキタ・シンガポール
Pte.Ltd.に社名変更）

マキタ・コーポレーション・オブ・アメリ
カ設立

名古屋証券取引所市場第二部に上場

1960年 
本社新工場完成

1915 19701958

名古屋市中区南武平町の工場

ソ連検査官の立会検査

創 業 改 革
大正4年 昭和45年

創業者は弱冠23歳の牧田茂三郎、従業員
は後藤十次郎と他に2人という個人経営の
出発であった。牧田電機製作所の工場は、
茂三郎の自宅の裏にある20坪ほどの土地に
建設された。その後、生産力を確保するた
め、1918年に名古屋市中区南武平町（現
在の名古屋市中区栄4丁目）の敷地を購
入、翌年新工場を建設した。

名古屋において
牧田電機製作所（個人経営）創業、
電灯器具、モータ、変圧器の販売修理を開始

1958年　
国産第一号の携帯用電気カンナを発売

1915年 1970年　
東京・名古屋・大阪
証券取引所市場第一部に指定 1981年　マキタ・ド・ブラジルLtda.設立　

ブラジルにおいて電動工具の生産開始

1985年　
米国において電動工具の生産開始

1991年　
イギリスにおいて電動工具の生産開始

マキタU.S.A.Inc.（米国）設立
（初の海外現地法人）

岡崎工場完成

当時、職人の日当が500～600円の時代、輸入品
の電気ハンドプレナーが8万円～9万円という高額
であったのに対し、マキタの携帯用電気カンナは
2万9,800円だった。国産品は輸入品の半額が相
場であったため、本来であれば4万円台が妥当な
価格とされたが、3万円を切る価格設定にしたこと
により、爆発的なヒットとなった。

1945年
安城の現在地に移転

1935年
ソ連へ発電機、モータを初輸出

1938年
個人経営を株式会社に改組、
株式会社牧田電機製作所を設立

120mm電気カンナ  モデル1000

当時の資本金は18万円、
総株式数は3,600株、
従業員は94人であった。

米国工場（マキタ・コーポレーション・オブ・アメリカ）

輸出から消費地生産へ。
海外で本格的な生産を行う初めての工場となった。

イギリス工場
（マキタ・マニュファクチュアリング・ヨーロッパLtd.）

イギリスに生産子会社を設立し、欧州市場で 
消費地生産を本格化させた。

輸入規制が厳しい国だったため、当初ノックダ
ウン（組立のみ）方式で生産を開始した。

1969年
255mm卓上マルノコ 2400

1962年
13.5mm電気ドリル 6000

1978年
10mm電池ドリル
6010D（ニッカド電池第1号）

■マキタが開発してきた製品 ここでは、創業以来、開発してきた製品を一部、ご紹介いたします。

1958年
電気溝切 3000

1920年ごろ
MI 型　三相誘導電動機

1930年ごろ
油濾過器

1946年
自動回転脱穀機

輸出にあたり、ソ連の検査は厳重をきわめた。
しかし、見事な成績でクリアし、マキタにとっ
ての記念すべき海外輸出第1号となった。

名古屋は空襲を受けたため、現在の安城市
へ疎開。以後、この地で成長を続けることに。

新しく制定された社章
および社名の指定書体

止）



マキタ・パワー・ツールズ（H.K.）Ltd.
（香港）設立

マキタ地球環境憲章策定
（マキタ環境元年）

マキタ・ニュージーランドLtd.設立

牧田（中国）有限公司設立

マキタSp.zo.o.（ポーランド）設立

マキタ・メキシコS.A.deC.V.設立

マキタ・インターナショナル・ヨーロッパ
Ltd.（英国）設立（欧州統括会社） 

マキタspol.sr.o.（チェコ）設立

1993年　

1994年　

1995年　

1992年　

マキタ Kft.（ハンガリー）設立

マキタ・ガルフFZE（アラブ首長国連邦）設立

マキタ・アルゼンチンS.A設立

マキタ・チリLtda.設立
マキタ・ギリシャS.A.設立

1997年　

1998年　

1999年　

1994年　

1996年　

マキタ・ルーマニアS.R.L.設立

マキタSA（スイス）設立

マキタ・ペルーS.A.設立2000年　

マキタ・ラテン・アメリカInc.設立

マキタOy（フィンランド）設立

第2ブランド MAKTEC（マックテック）を
アジア市場向けに発売開始

2001年　

2002年　

マキタLLC(ロシア)設立

マキタs.r.o.（スロバキア）設立

マキタ EU S.R.L.（ルーマニア）設立

マキタ・ウクライナLLC設立

兼松日産農林株式会社の自動釘打機
事業を譲り受ける

2006年　

富士ロビン株式会社を連結子会社化
(2007年に社名を株式会社マキタ沼津
に変更、2013年株式会社マキタに吸収
合併、2014年閉鎖)

1981年　マキタ・ド・ブラジルLtda.設立　
ブラジルにおいて電動工具の生産開始

1991年　
商号を株式会社マキタに変更

2003年　
本社新社屋完成

2005年　
リチウムイオンバッテリ製品を発売

2015年　
創業100周年

2012年　
タイにおいて電動工具の生産開始

中国において第２の生産拠点を設立

ルーマニアにおいて 電動工具の生産開始

ブラジルにおいて第２工場が完成

ドイツにおいてザックス・ドルマー社
（現・ドルマー G.m.b.H）を買収

中国において電動工具の生産開始

1991 2000 2015
飛 躍

平成27年

100周年のロゴは、「100」の文字を「インパクト
ドライバ」「ディスクグラインダの研削砥石」「マル
ノコの鋸刃」と、3種類のマキタの商品に見立て
たデザインとなっている。社内の公募によりロゴ
が決定した。

充電式インパクトドライバ
モデルTD130D（リチウムイオン電池第1号）

他社に先がけて、リチウムイオン
バッテリ搭載製品を発売。欧米
各国で行われた見本市のマキタブース
は大盛況だった。

平成3年

中国工場  牧田（中国）有限公司

アジア初の生産拠点として中国に工場を設立。
現在、グローバル供給体制の中核となっている。

ドイツ工場（ドルマーG.m.b.H）

ＯＰＥ製品を電動工具に次ぐ柱に育てる狙いか
ら、世界で初めてエンジンチェンソーを開発し
たドイツのチェンソーメーカーを買収した。

タイ工場（マキタ・マニュファクチュアリング・タイCO.,Ltd.)

中国工場一極体制からの脱却と、東南アジア市
場の需要の拡大を視野に、生産子会社を設立
した。

ブラジル工場（マキタ・ド・ブラジルLtda.）

ブラジル経済が拡大し、需要の伸びが期待できる
ことから第2工場を開設した。

中国工場  牧田（昆山）有限公司

2014年、中国工場2社の累計生産1億5000万台
達成と順調に生産を伸ばし、まさに世界の工場と
しての役割を担っている。

ルーマニア工場（マキタ EU S.R.L.）

東欧で初となる工場。堅調な西欧市場、成長著し
い東欧・ロシア、中近東地域への供給体制を強化
するために設立した。

工業デザイナーのジョルジェット・ジウジアーロ
氏を起用し、新しいロゴマークが制定された。
より世界を意識し「マキタ」から「makita」へ、 
という想いがこめられている。

1981年
エア釘打
モデルAN5000（エア工具第1号）
エアコンプレッサ
AC6001

2005年
40mmハンマドリル
HR4011C
（低振動機構搭載）

2014年
充電式インパクトドライバ
TD148D
（ブラシレスモータ採用）

1996年
充電式
ドライバドリル（海外仕様）
6213D（ニッケル水素電池第1号）

2013年
充電式草刈機
MUR182UD

2006年
充電式4モード
インパクトドライバ
TP130D（業界初の4モード）

当 社 は 2 0 1 5 年 3 月 2 1 日、お か げさまで 創 業 1 0 0 周 年を迎えました。モータの 販売・修理から始まり、現在の電動工 具 の
総合サプライヤーに至るまで、お 客様とともに歩み、成長してきたマキタ１００年の軌跡をご紹介いたします。

マキタ・マニュファクチュアリング・タイ
Co.,Ltd.設立

マキタd.o.o.（スロベニア）設立

2011年　2007年　

マキタ・ブルガリアEOOD設立

マキタ・インディアPvt.Ltd.設立

マキタ・コロンビアS.A.設立

2008年　

マキタ・アフリカs.a.r.l.a.u.（モロッコ）
設立

マキタ・ベトナムCo.,Ltd.設立2009年　
創業100周年スペシャルモデルとして
ゴールドカラーシリーズを発売

マキタ・マレーシアSdn. Bhd.設立

マキタ・ヨーロッパN.V.(ベルギー)設立
（欧州営業統括会社）

2013年　



〒446-8502 愛知県安城市住吉町3丁目11番8号  Tel.0566-98-1711（代表） Fax.0566-98-5580
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