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編集方針
当レポートは、コマツの中長期的な事業戦略と、事業
を通じたESG課題解決の好循環を、ステークホル
ダーの皆さまにわかりやすくお伝えすることを目的に
発行しています。編集にあたっては、国際統合報告評
議会（IIRC）による「国際統合フレームワーク」と、経
済産業省による「価値協創のための統合的開示・対話
ガイダンス」を参照しています。

報告対象期間　2018年4月1日～ 2019年3月31日
・ 最新の状況をご報告するため、報告対象期間以降の
活動内容も記載しています。
・ 当レポートに記載している「2018年度」および「2019
年3月期」は、特に記載のない限り、2018年4月1日
から2019年3月31日までの期間を示しています。
・ 2019年度の業績見通しは、2019年4月26日の決算
発表時の公表値を記載しています。

見通しに関する注記事項

当レポートに記載されている将来の業績

に関する予想、計画、見通しなどは、現在

入手可能な情報に基づき当社の経営者が

合理的と判断したものです。実際の業績

は様々な要因の変化により、記載の予想、

計画、見通しとは大きく異なることがあり

えますことをご承知ください。そのような

要因としては、主要市場の経済状況および

製品需要の変動、為替相場の変動、国内外

の各種規制ならびに会計基準・慣行の変

更などが含まれます。

コマツの経営の基本

コマツの経営の基本は、「品質と信頼性」を追求し、企業価値を最大化することです。そしてその「企業価値」とは、

我々を取り巻く社会とすべてのステークホルダーからの信頼度の総和であると考えています。信頼度を向上する

ためには、企業の社会的責任を自覚して行動するとともに、「コーポレート・ガバナンスの充実」と「“ものづくり”

競争力の強化」に努めなくてはなりません。この考え方を基盤として、「ブランドマネジメント」を導入することに

よって、コマツグループ社員が「企業の立場」から「お客さまの立場で考える」ように意識改革を図り、コマツグループ

の体質強化と人材育成を進めていきます。

社会を含むすべてのステークホルダー

社会

販売代理店 株主社員 マスメディア協力企業 投資家
アナリストお客さま 地域社会

「品質と信頼性」を追求し、社会を含むすべての

ステークホルダーからの信頼度の総和を最大化する経営の基本

コマツウェイ

責任ある企業行動

社会的課題への取り組み

経営戦略
新中期経営計画

「DANTOTSU Value
FORWARD  Together for Sustainable Growth」

持続的な成長に向けた中期経営計画を立てる

経営の基本を支えるコマツの
価値観・心構え・行動様式を明文化したもの

① マネジメント／リーダーシップ

② “ものづくり”

③ ブランドマネジメント

諸原則・国際基準
・国連グローバル・コンパクト　・ISO26000

・経団連「企業行動憲章」　・国連「持続可能な開発目標（SDGs）」

① コマツの行動基準
② 方針・基準・原則
③  コマツのCSR重点分野
生活を豊かにする／人を育てる／社会とともに発展する

FORW

経営の基本を
遂行することが
社会への貢献に
つながる

「経営が社会の
要請に沿って
いるか」を
常に確認

社会からの
信頼度の向上が
コマツのさらなる

成長に
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米州
●35　■21
▲15　▲2　▲3

● 中南米 3,256億円
● CIS 1,346億円
● 中国 1,648億円
● アジア 3,390億円
● オセアニア 2,156億円
● 中近東 302億円
● アフリカ 1,241億円

● 日本 3,127億円
● 北米 6,122億円
● 欧州 2,075億円

生産・販売拠点（2019年4月1日現在）

2018年度 建設機械・車両部門 売上高 地域別構成比（外部顧客向け）

● 生産拠点　

■ 販売拠点　

▲ パーツセンター

▲ リマン・リビルドセンター

▲ トレーニングセンター

コマツのあゆみ コマツの強み

グローバルな生産・販売体制
コマツは商品の需要地で生産することを基本方針としており、全世界に生産・販売拠点を設置しています。

更に、開発機能を持つ生産工場を「マザー工場」と位置づけ、同じ商品を生産する海外の工場（チャイルド工場）

に対して、安全・品質・コスト・納期の責任を持つ「マザー工場体制」をとっています。このフレキシブルな生産

体制の強みを活かし、お客さまや地域社会に密着しつつグローバルに事業を展開しています。

米州 欧州・CIS アジア*2 中近東・アフリカ 中国 日本 合計

生産拠点 35 14 14 1 9 12 85

うち、マザー工場*1 1 4 0 0 0 4 9

*1 コマツマイニング（株）を除く　*2 日本、中国を除く

欧州・CIS

●14　■14　
▲7　▲2　▲7

中国
●9　■4
▲4　▲2　▲1

日本
●12　■1
▲5　▲0　▲2

アジア・オセアニア
●14　■12
▲15　▲6　▲2

中近東・アフリカ
●1　■5
▲2　▲1　▲3

戦略市場

54%

伝統市場

46%

日本・世界の動き 主なマイルストーン グループ企業の展開

1929  世界大恐慌

1918  第一次世界大戦終了

1921  小松製作所設立
1924  市販プレス第1号製作

1931   農耕用トラクターの国産第1号完成

1943   国産ブルドーザーの原型
「小松1型均土機」製作

1951   本社を東京に移転
1955  アルゼンチンへの建機初輸出

1961   マルA対策を開始・
全社的品質管理（QC）導入

1964   インドに初の海外駐在員事務所を設立
1968   油圧ショベルの生産開始

1967   小松ヨーロッパ（株）

1979   小松オーストラリア（株）

1982  小松インドネシア（株）
1985   英国小松（株）
1988  小松ドレッサーカンパニー

1993   コマツカミンズエンジン（株）

1995   小松常林建機公司
小松山推建機公司

1996   デマーグコマツ（有）
1997   コマツ南部アフリカ（株）

2000   ギガフォトン（株）
2004   コマツフォレスト（株）
2008   コマツNTC（株）

2017   コマツマイニング（株）

1999   コマツ中近東（株）
コマツカミンズチリ（有）
コマツマイニングジャーマニー（有）

1970   小松アメリカ（株）
小松ブラジル（有）

1972   小型プレス分野に進出
1975   ブラジルにて初の海外

現地生産ブルドーザー完成

1983   インドネシアでの現地生産開始

1985   米国・英国での現地生産開始

1989   ドイツ ハノマーグ社に資本参加

1994   産業機械事業分社化

1994   コマツ産機（株）

1996  米国 モジュラーマイニングシステムズ社に資本参加

1998   KOMTRAX開発

2001   第一次経営構造改革を実施
2006   コマツウェイ制定

2008   無人ダンプトラック
運行システム、ハイブリッド
油圧ショベル市場導入

2013   ICTブルドーザー市場導入
2014  ICT油圧ショベル市場導入
2015   建設現場ICTソリューション

「スマートコンストラクション」開始
2017   ジョイ・グローバル社を買収

1945   第二次世界大戦終了

1961   日本の貿易・為替自由化
（機械輸入の自由化）

1971   ドルショック
1973   第一次オイルショック

円変動相場制に移行

1985   プラザ合意（円高の進行）

1991   ソビエト連邦解体・CIS創設

1997   アジア通貨危機

2008   リーマン・ショック

1940

1920

1960

1980

2000

創業・日本での地位確立

グローバル品質への挑戦

海外生産の拡大

「ダントツ」を目指して

2018年度
2兆4,666億円

コマツは1921年に石川県小松市で創業しました。以来、取り巻く環境が大きく変化する中、一貫して「品質と信

頼性の向上」に努めつつ直面する課題を解決し、その経験を自社の「強み」として蓄積してきました。

02 03

事業概況
コマツの成長戦略事業概況 ESG の課題解決 Corporate Pro� le

03



コマツの強み

セグメントの事業概況
コマツは、コアビジネスである建機・鉱山機械事業、産業機械事業に集中し、私たちの強みである「ダントツ商品」

「ダントツサービス」「ダントツソリューション」を更に進化させながら、「安全で生産性の高いスマートでクリーン

な未来の現場」の実現を目指します。

建設機械・車両部門

2兆4,666億円
コマツは、世界の建設現場や鉱山現場で活

躍する建設・鉱山機械や、フォークリフト、

林業機械、資源リサイクル機械、地下建設

機械など幅広い商品・サービス・ソリュー

ションを提供し、フルラインナップ展開と

ともに、圧倒的な高品質と技術革新によって、

建設・鉱山機械分野で国際的なリーダーと

しての地位を確立しています。

産業機械他部門

2,012億円
建設機械・車両部門と並ぶ中核事業とし

て、自動車のボンネットやサイドパネルの成

形に使用される大型プレス機械や、板金機

械、工作機械、半導体露光装置用光源（エ

キシマレーザー）などを提供しています。ほ

かにも、建設機械を中心とした物流事業

や、防衛省向け特機などの生産も行い、

様々なお客さまの事業活動に貢献していま

す。

リテールファイナンス部門

573億円
コマツ商品の販売ツールとして、お客さまの

資金負担軽減などに貢献するファイナンス

（ 金 融 ）事 業 に 取 り組 んで い ま す。

「KOMTRAX（所在地情報、稼働状況、エン

ジ ン ロックなど ）」技 術 を 活 用し た

延滞債権発生の予防や、スピーディーな審

査、競争力のあるファイナンス条件などを

強みとし、お客さまとの長期的な関係の構

築を目指しています。

セグメント別売上高 構成比
2018年度 連結売上高
（部門間取引消去前ベース）

2兆7,252億円
「品質と信頼性」を徹底追求し、全世界のお客さまのニーズと期待に最善の形で応える、安全で創造的な商

品の提供を目指しています。今後は、現場全体を ICTで有機的につなぐ「スマートコンストラクション」を

グローバルに推進するため、製品の自動化・自律化、電動化、遠隔操作化などの技術を活用し、更なる商

品の高度化を実現していきます。

商品

油圧ショベル

自走式破砕機

フォークリフトロープショベル

ファイバーレーザー加工機

ホイールローダー

ハーべスター エキシマレーザー

ダンプトラック 大型プレス

お客さまの車両を止めない万全の補給部品供給・サービスはもとよ

り、車体に取り付けた機器から位置や稼働時間、車両の状況などの情

報を提供する技術「KOMTRAX」を活用することにより、お客さまの

保有車両の稼働率向上や維持費の低減など、機械のライフサイクルに

対する更なる付加価値の向上を目指しています。

サービス

現場全体をICTで有機的につなぐ「スマートコンストラクション」の推

進は、労働力不足やオペレータの高齢化など、建設現場の課題を解決

するためのコマツのダントツソリューションです。建設現場に携わる

すべての人・モノ（機械、土など）に関する情報を ICTでつなぎ、解析、

シミュレーション、提案まで行います。

ソリュー
ション

営業利益と売上高営業利益率

2016 2017 2018年度

1,740

9.7

2,685

10.7

3,978億円

14.6%

当社株主に帰属する
当期純利益とROE

2016 2017 2018年度

1,133

7.3

1,964

12.1

14.7%

2,564億円

連結売上高

2016 2017 2018年度

25,011
27,252億円

18,029
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コマツの強み

人材の育成
コマツ創業者の竹内明太郎は、今からおよそ100年前、石川県小松市に株式会社小松製作所（現 コマツ）を設立し

ました。当時、欧州諸国で優秀な技術を目の当たりにし、触発された竹内は「海外への雄飛」「品質第一」「技術革新」
「人材の育成」という4つの経営理念を掲げました。コマツにとってかけがえのない財産である「人材」の育成に対す

る想いは、現在のコマツにも脈々と受け継がれています。

コマツウェイ  

グローバルコマツを支える社員
コマツは全世界で事業を展開し、社員の外

国籍比率も約7割にのぼっています。さま

ざまな国や地域の価値観や文化を互いに

受け入れつつ、コマツを支えてきた価値観

や、職場での自律的な改善をはじめとする

“ものづくり”競争力をグローバルに伝承

し、地域に根ざした人材を育成していくこ

とが、ますます重要になっています。

現場技能の向上・伝承
品質と信頼性に優れ、先進技術を取り入れた商品や、お客さまに安心してお使い

いただくためのサービス̶。コマツは、これらを実現する源泉が「現場の高い技能

の集積」だと考えています。グローバルな事業展開を見据えて、コマツは、自社拠

点はもとより、パートナーである協力企業や、世界各地のサービス代理店において

技能の向上・伝承に取り組んでいます。

　特に古くから技能の向上・伝承に取り組んできた生産部門では、「基盤強化とな

る技能水準の底上げ」を地道に現場レベルで実践することを活動の特長としてい

ます。更に活動を補強すべく、近年は国内外の各拠点内に教育専門の設備・機械を備えた技能トレーニングセンタを

整備し、基礎技能の鍛錬に活用しています。また技能レベルを測る場として、「オールコマツ技能競技大会」（写真）を毎年

開催し、10カ国以上の拠点から選抜された約200名の技能者が集う「技能の登竜門」として位置づけています。この大会

は世界各地域・各拠点代表との切磋琢磨を通じ、コマツ全体の技能レベルを継続して高めていくものであり、若手技能者

や技能指導者の励みとモチベーション向上にもつながっています。

QC活動による人材育成
コマツはQC（Quality Control）活動を1961年に導入し、現在国内にとどまらず

各海外拠点に展開しています。現場主義で課題を直視し、原因を源流工程まで突

き詰めて対策を講じ、永続的に改善サイクルを回し続けるQC活動は、コマツの卓

越した品質や信頼性、生産性向上の原動力となってきました。また職場での自律

的なQC活動は、社員の現場力、コミュニケーション力、リーダーシップ力を鍛え

る人材育成の場として定着しています。

　コマツのＱＣ活動の特長は、活動を商品の「質」はもとより、すべての業務の

「質」を向上するTQM（Total Quality Management）として取り組むとともに

人材育成の一環と位置づけ、管理・間接部門を含む全社に活動の幅を広げてグローバルに展開する点にあります。グロー

バルに展開されるQC活動を通して、コマツは社員の現場力向上とキャリア形成に、これからも取り組みます。

1 2 3

“ものづくり”

コマツの成長を支え競争力の源泉と

してきた、TQM(総合的品質管理 ) を

中心とする “ ものづくり” の考え方や

視点、価値観を、すべての社内部門や、

協力企業、代理店などのパートナーが

一体となって継承し、全員参加で実践

し続けていくことを目指しています。

ブランドマネジメント
（顧客価値創造活動）

「ブランドマネジメント」とは、「お客さ

まにとって、コマツでなくてはならな

い度合いを高め、パートナーとして選

ばれ続ける存在になる」ための活動で

す。お客さまの現場に入ってお客さま

の理想を知り、グループ、代理店と一

丸となってお客さまとともに目標を達

成し、お客さまとの関係性を深めてい

くことを目指します。

マネジメント／
リーダーシップ

経営トップ／リ－ダーは常に現場に

立脚し、代理店、協力企業を含むグ

ループ全体への貢献に重心を置いた

事業運営を行います。また取締役会

の活性化、ステークホルダーとのコ

ミュニケーション、コンプライアンス、

リスク対応、後継者育成をリーダーの

行動指針としています。

社員数

61,908人
（連結）

2019年3月31日現在

連結子会社数

215社
2019年3月31日現在

海外 

93%（201社）

海外籍 

68%

日本 

7%（14社）

日本籍 

32%

コマツウェイは、先人たちが幾多の困難を乗り越えた経験をもとに築き

上げてきた「コマツの強さ」「強さを支える信念」「基本的な心構え・視点」

「行動様式（スタイル）」を定義したものであり、コマツのDNAと呼ぶべき

ものです。

企業を取り巻く環境が大きく変化するなか、コマツがグローバルに発展

し、更に強い企業に成長するためには、文化や習慣の異なる全世界の社員

がコマツウェイを共有し、同じ方向へと導く実践活動が大切です。

The KOMATSU Way

コマツグループ外秘

T
he K

O
M

A
T

S
U

 W
ay　

コ
マ
ツ
ウ
ェ
イ

年1回、全世界の優秀な活動事例が発表されるオール
コマツQC大会を開催し、社員の現場力向上に取り
組んでいます。
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コマツの事業全体像

持続可能な成長を実現するため、企業に求められること。それは外部環境の変化に即応する強靭でフレキシブルな

収益構造と、ますます高まるESG課題の解決を両立することにあります。コマツは長年培ってきた”ものづくり” 

基盤を強みとし、お客さま、代理店、パートナー、地域社会、そして私たちすべての現場をダントツでつなぎ、社会の

要請に応えていきます。

中期経営計画
DANTOTSU Value  

FORWARD Together for 

Sustainable Growth

の達成

100周年と
その先の将来に

つなぐ

責任ある企業行動 コマツウェイ　 P.7

事
業
活
動
と
コ
マ
ツ
の
強
み 

（
建
設
・
鉱
山
機
械
事
業
）

E
S
G
課
題
解
決
の
取
り
組
み

研究・開発代表的なインプット 循環調達・生産 お客さまの現場での稼働

【気候変動への影響】CO2の総排出：30,240千トン 製品稼働中のCO2排出：26,419千トン（排出全体の87.4%）

金額は2018年度実績
拠点・人員数は2019年3月31日現在

生活を豊かにする 
―社会が求める商品を提供する―

社会とともに発展する

人を育てる

•  商品性能の決め手となる 
キーコンポーネント（エンジン・ 
油圧機器・パワートレインなど）の自社開
発・自社生産

•  社内のコア技術と外部の知見の 
融合（オープンイノベーション）に 
よる技術革新のスピードアップ

•  デジタルトランスフォーメーション 
P.20

•  グローバルな市場ニーズに密着した 
商品開発体制

•  協力企業会（コマツみどり会）との 
協働 による 
①“ものづくり”（品質と信頼性・ 
　商品競争力の向上） 
②品質の高い資材の安定供給

•  ICTを活用した「つながる工場」 
（見える化）の実現　 P.22

•  クロスソーシング： 
需要や為替変動に強いフレキシブルなグ
ローバル生産供給体制

•  マザー工場制による 
グローバルでのQDC（品質・納期・コス
ト）の向上

•  技能伝承とTQM　 P.7

•  高品質な中古車の 
グローバル循環

•  リマン・リビルド*

*  エンジン・トランスミッション
などの使用済みコンポーネン
トを新品同様に補修し、再販
売するシステム

ソリューション
建設機械
•  スマートコンスト 
ラクション

鉱山機械
•  無人ダンプトラッ
ク運行システム

（AHS）

サービス
•  保守契約サービスの強化

•  補給部品販生によるQDCの強化

建設機械
•  KOMTRAXから得られる 

稼働情報の活用

鉱山機械
•  KOMTRAX Plusから 

得られる稼働情報の活用

•  コマツ直営代理店によるきめ 
細かなサポート

商品

•  ダントツ商品: 
環境・安全・ICT・
生産性で 
圧倒する商品

•  建設・鉱山機械 
フルラインナップの
商品展開

•  品質と信頼性を追
求した商品づくり

• グローバル代理店網　• 代理店人材育成　• ブランドマネジメント

生産・物流
自社生産拠点：85拠点*

補給部品供給拠点：48拠点*
*  2019年4月1日現在

生産設備投資：676億円

知的財産
開発拠点： 

マザー工場（9拠点）、アジア開発センタ
研究開発費： 

734億円（売上高の2.7%）
情報の活用： 

KOMTRAX配車台数：約56万台

人材
社員数（連結）：61,908人

パートナー
10年配車台数*：約57万台
*  過去10年間の建設・鉱山機械の販売台数の累計で、 
お客さまの現場で稼働する台数の目安

販売・サービス代理店： 

146カ国208社（建設機械・車両）
協力企業：約2,700社
株主数：193,434名

地球環境
エネルギーの使用：9.2PJ 

（うち再生可能エネルギー：71TJ）
* PJ（ペタジュール）＝1015J、TJ（テラジュール）＝1012J

水の使用：3.7百万m3

鋼材（鉄）の使用：1054.7千t

財務
連結売上高：27,252億円
営業利益：3,978億円
フリー・キャッシュ・フロー：153億円
総資産：36,382億円

2021年度
会社目標

¥
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