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株主の皆様に当社へのご理解を一層深めていただけるよう、工場見学会を開催いたします。この機会にぜひご応募ください。

株主様工場見学会のご案内

見通しに関する注記事項　
この報告書に記載されている将来の業績に関する予想、計画および見通し等は、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、計画および見通しとは大きく異なることがあり得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の変動、製品需要の変動、
為替相場の変動および国内外の各種規制ならびに会計基準・慣行等の変更等が含まれます。

株式会社小松製作所（コマツ）　経営管理部 IR グループ　:　Tel : 03-5561-2687    Fax : 03-3582-8332

■締切  
2013年7月5日（金）（当日消印有効） 
ご応募が定員を超えた場合は抽選とさせていただきます。抽選結果は、
2013年8月中旬までに応募者全員に郵送にてお知らせいたします。

ご応募に際し当社が取得する個人情報は、本工場見学に関する事務以外には使用いたしません。

■対象  
2013年3月31日現在、当社株式100株以上をご所有の株主様
※ より多くの株主様にご見学いただくため、ご参加は株主様

ご本人のみとさせていただきます。

■参加費 
 無料

（現地までの往復交通費は株主様のご負担とさせていただきます。）

■応募方法  
参加を希望される見学会をお選びいただき、はがきに必要事項を
ご記入の上、ご郵送ください。また、郵送料につきましては株主様
にてご負担くださいますようお願い申しあげます。

<はがき記入要領>

事業所 日時 定員 コース番号
大阪工場   所在地    :大阪府枚方市

最寄駅    :京阪電鉄 枚方市駅
生産品目 : 中・大型油圧ショベル 

 大型ブルドーザー等

9月10日（火）
13:30より約3時間 50名 1

9月11日（水）
13:30より約3時間 50名 2

粟津工場   所在地    :石川県小松市
最寄駅    : JR北陸本線 粟津駅
生産品目 : 中・小型油圧ショベル 

 中・小型ホイールローダー等

9月19日（木）
13:30より約3時間 50名 3

9月20日（金）
13:30より約3時間 50名 4

①ご希望の見学会のコース番号
　1〜4のうちいずれかひとつを

ご記入ください

②郵便番号

③ご住所

④株主様のお名前（ふりがな）

⑤電話番号

⑥株主番号
 （同封の「配当金計算書」
 「配当金領収証」などに
  記載しております）
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第144期の報告書をお届けするにあたり、株主の皆様に
ごあいさつ申しあげます。

事業の経過およびその成果
当期において、建設機械・車両部門は、一般建設機械分野では中

国の需要が大幅に減少するとともに、鉱山機械分野では石炭価格
の下落の影響を受け主にインドネシアの需要が大幅に減少したた
め、売上げは減少しました。

産業機械他部門は、自動車業界向けの大型プレスやエンジン製
造向けの工作機械の販売が増加したものの、太陽電池市場向け
のシリコンインゴットの切断に使用されるワイヤーソーの販売が
大幅に減少したことによる影響が大きく、売上げは減少しました。

これらの結果、連結売上高は、1兆8,849億円（前期比4.9％減）
となりました。利益につきましては、販売価格および製造原価の改
善等に継続的に注力しましたが、販売数量の減少が大きく、建設機
械・車両部門および産業機械他部門とも減益となり、営業利益は
2,116億円（前期比17.5％減）、売上高営業利益率は前期に比べ
1.7ポイント下回る11.2％、税引前当期純利益は2,046億円（前期
比18.0％減）、当社株主に帰属する当期純利益は1,263億円（前期
比24.4％減）と、それぞれ前期を下回りました。

代表取締役社長（兼）CEO　
大橋　徹二

代表取締役会長
野路　國夫

対処すべき課題等
コマツグループでは、商品の付加価値向上、成長市場での更な

る体制強化、グループ全体での永続的な改善能力の維持向上な
どを目指し、2010年4月から2013年3月までの3カ年を対象とし
た中期経営計画「Global Teamwork for Tomorrow」に取り組
んできました。この間、大幅な円高、東日本大震災の発生、ワイヤー
ソーおよび中国やインドネシアの建設・鉱山機械の急激な需要の
増減など経営環境は目まぐるしく変化してきました。しかしながら、
販売価格および製造原価の改善、為替や需要の変動にもフレキシ
ブルに対応できる体制作りなどを進め、このような環境下でも高
い収益性の維持に努めました。

建設・鉱山機械の需要は、2008年9月の米国発の金融危機を契
機とした世界的な景気の後退により大幅に落ち込んだ後、中国や
インドネシア等が牽引役となり急速に回復してきましたが、現在は
両国が調整局面を迎えていることもあり、当面、需要は足踏みする
ことも考える必要があります。しかしながら、世界の人口の増加お
よび都市化率の上昇を背景に、中長期的には需要は順調に増加し
ていく見通しです。コマツグループは、コアビジネスである建設・鉱
山機械事業、産業機械事業に引き続き集中し、成長のための投資
と更なる企業体質の強化を図るため、新たな3カ年の中期経営計画

「Together We Innovate GEMBA Worldwide」を本年4月よ
りスタートしました。

今回の中期経営計画においては、コマツの強みを活かした「成
長戦略」と企業体質の強化を狙う「構造改革」を両輪とした重点活
動に取り組むと同時に、株主の皆様への利益還元水準の向上に尽
力していきます。

ハードルの高い重点活動に効果的に取り組むためには、「現場
力」すなわち課題を形成し解決するという改善活動を継続する力
を持った社員のチームワークが欠かせません。今後も全世界の社
員が「コマツウェイ」に基づき業務の改善活動を推進していきま
す。特に、お客様の「現場」を深く理解し、お客様にとってなくてはな
らない存在になるための活動（ブランドマネジメント活動）を一層
強化していきます。これらの活動を通じ、グローバルな事業拡大に
必要な人材の育成に結びつけていきます。
※新中期経営計画の詳細については、P3〜4の「特集」をご覧ください。

コマツグループは、「企業価値とは、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」との考えにより、コーポレート・
ガバナンスを更に強化し、健全で透明性の高い経営に努めるとと
もに、経営効率の向上を目指しています。また、コマツグループの
全社員が「コマツウェイ」を共有し、安全・環境・コンプライアンス、品
質保証などの基本活動を引き続き不変に追い続けるとともに、業
績の向上に加え、企業体質の更なる改善および社会的使命の達
成をバランスよく実現させていきます。

株主の皆様におかれましては、引き続き変わらぬご支援とご協
力を賜りますようお願い申しあげます。

2013年6月

代表取締役会長 代表取締役社長（兼）CEO
野路　國夫 大橋　徹二

売上高 1兆8,849億円（前期比 4.9%減）
営業利益 2,116億円（前期比 17.5%減）
売上高営業利益率 11.2%（前期比 1.7ポイント減）
税引前当期純利益 2,046億円（前期比 18.0%減）
純利益* 1,263億円（前期比 24.4%減）
*米国会計基準における「当社株主に帰属する当期純利益」
部門別売上高（部門間取引消去前ベース）

建設機械・車両 1兆6,795億円（前期比 3.7%減）
産業機械他 2,162億円（前期比 13.9%減）
消去 △108億円
計 1兆8,849億円（前期比 4.9%減）
注 : 金額は億円未満を切り捨てて表示しています。

連結決算ハイライト < 米国会計基準 >
2013年3月31日に終了した事業年度（2012年度）

1株当たりの年間配当金 2011年度［第143期］: 42円
 2012年度［第144期］: 48円
 2013年度［第145期］: 58円（予想）

<コマツの第145期以降の配当方針>
● 連結業績を反映した利益還元を実施し、引き続き安定的な配当の継続に

努めていく。
● 連結配当性向を30%以上とし、連結配当性向が50%を超えないかぎり、

減配はしない。

売上高 2兆500億円（前期比 8.8%増）
営業利益 3,050億円（前期比 44.1%増）
売上高営業利益率 14.9%（前期比 3.7ポイント増）
税引前当期純利益 2,970億円（前期比 45.2%増）
純利益* 1,840億円（前期比 45.7%増）
*米国会計基準における「当社株主に帰属する当期純利益」
注 : 金額は億円未満を切り捨てて表示しています。

連結業績予想について（2013年4月25日公表） 配当金について
2014年3月31日に終了する事業年度（2013年度）

ごあいさつ

当社および一部の連結子会社は、有形固定資産の減価償却方法として、定率法を採用
していますが、2013年度より定額法に変更する予定です。定額法は有形固定資産の今
後の使用実態をより適切に反映する方法として望ましい方法であると考えています。こ
の減価償却方法の変更の影響は、会計上の見積りの変更として将来にわたって認識さ
れます。2013年度において、この償却方法の変更により、減価償却費が約100億円減
少する見込みです。
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　コマツグループは、2013年4月、3カ年の中期経営計
画をスタートしました。
　建設・鉱山機械の需要は、世界の人口増加、都市化率の
上昇を背景に、中長期的には順調に増加していく見通し
です。全世界のコマツグループ社員、販売代理店および
協力企業などパートナーの皆さんと力を合わせ、お客様
の現場をお客様とともに革新し、新しい価値を創造する
イノベーションを提供することで、コアビジネスである建
設・鉱山機械事業、産業機械事業での成長を目指します。
そして、事業の成長を通じて、株主の皆様への利益還元
水準の向上に尽力していきます。

中期経営計画の基本方針
１． 将来の需要拡大に向けて、成長への種蒔きを間断なく

行う。
２． お客様にとってなくてはならない存在となるため、現場

に対する理解度を上げ、代理店、協力企業、社員の力を
結集する。

３． 価格競争から一線を画し、お客様との関係性を強化す
るため、ICT（情報通信技術）を活用し、バリューチェーン
の拡大を目指した成長戦略を推進する。

中期経営計画の経営目標
１．業界トップレベルの収益性・財務体質を目指す。
２．株主の皆様への利益還元水準を向上させる。
３． 成長への投資を行いつつ、ネット・デット・エクイティ・

レシオ、ROEを改善する。

中期経営計画  2015年度目標値
年度 2001

実積
2007
実積

2012
実積

2012
前中計目標

2015
目標

収益性 売上高
営業利益率 △1.3％* 14.8％ 11.2％ 15％以上 18〜20％

収益性
効率性 ROE △18.5％ 25.1％ 11.5％ 20％ 18〜20％

健全性 ネット・デット・
エクイティ・レシオ 1.09 0.39 0.49 0.4以下 0.3以下

株主
還元 連結配当性向 − 20.0％ 36.2％ 安定配当

20〜40％
安定配当
30〜50％

前提
条件

売上高（億円） 10,358 22,430 18,849 20,000±1,000 23,000±2,000

為替
米ドル（円） 126 114 83 90 90〜95
ユーロ（円） 111 162 107 125 120〜125
元（円） 15.2 15.3 13.2 13.5 15.0〜15.3

*2001年度は売上高セグメント利益（△損失）率

中期経営計画の重点活動項目
① イノベーションによる成長戦略
　ICTの活用や主要コンポーネント（基幹部品）の開発・生産技術等、自社の強みに加え、有望な分野で
先進技術を持つ企業との協業も活用した技術開発を推進します。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の開発、導入を通じて、お客様の現場をお客様とともに革新し、新しい価値を創造
する「イノベーション」を起こしていきます。
　施工の効率化、自動化を実現するICT建機、鉱山オペレーションの安全性、生産性向上に貢献する無
人ダンプトラック運行システム、林業機械のフリート管理システムなど、最先端のICTの活用により、自
動化、無人化を可能にする将来建機の開発、市場導入を促進します。2013年度は、ICT建機の先行モ
デルとして、中型ブルドーザー「D61EXi/PXi」、中型油圧ショベル「PC210LCi」をそれぞれ米国、欧州
を皮切りに導入していきます。
　産業機械の分野では、主要コンポーネントの自社開発・生産を進め、革新的な新商品の導入を目指
します。

② 既存事業の成長戦略

中型ICTブルドーザー「D61PXi」

オーストラリアの鉄鉱山で稼働する
無人ダンプトラック

新中期経営計画をスタート（2013-2015年度）
Together We Innovate GEMBA Worldwide

特集

　2014年以降、米国、欧州および日本で開始される新たな排出ガ
ス規制に対応した商品開発に引き続き注力し、円滑な市場導入を
目指します。また、補給部品の受発注・物流改革などの事業改革に
引き続き取り組むとともに、今後も成長が見込まれるバケットや
ツース・履帯などの戦略部品の拡販に努め、収益の拡大を目指しま
す。これまで取り込めていなかった潜在需要を持つ分野について
は、社外との積極的な協業も選択肢に入れ強化を図っていきます。
　搭載車両台数が30万台を超えた「KOMTRAX（機械稼働管理

　コマツグループの売上高はこの10年で約2倍となりましたが、
固定費をほぼ一定に抑制しています。成長とコストの分離の方針
に基づき、今後も適正な固定費水準を維持していきます。国内生
産拠点での電力使用量半減を目標に、生産改革や建屋の統合お
よび更新を推進し、生産固定費の大幅な削減を目指します。
2013年度は、まず粟津工場（石川県）において、最新鋭の省エネ
設備と革新的な生産効率を両立する新建屋建設に着手します。

システム）」は、機能と活用方法を今後も進化させ、「KOMTRAX 
Plus（鉱山機械管理システム）」および部品の状態や交換履歴の
把握を可能にする「KOMTRAX Parts」（2013年度導入予定）と
ともに、様々な情報の見える化を実現していきます。進化する
KOMTRAXを最大限に活用し、速やかな部品供給やサービス活
動を実施するとともに、レンタル、中古車の循環事業やリテール
ファイナンス事業も含めたバリューチェーンを拡大し、お客様の
満足度を更に高めていきます。

　また、グローバル販生オペレーションセンタを中心に販売・生
産・在庫管理のレベルを向上させるとともに、代理店在庫ゼロ活
動の範囲を拡大し、在庫の適正化を進めます。加えて、コマツの
現場とお客様の現場の直結化を促進するため人材・組織の配置
転換などを実施し、将来の成長に向けた投資のために必要な人
材や資源を確保していきます。

③ 土台強化のための構造改革
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全自動ブレード制御機能搭載ICTブルドーザーを発表
2013年4月にドイツ・ミュンヘンで開催された建設機械見本市Bauma2013にて、中型ICT

ブルドーザー「D61EXi/PXi」を発表しました。 
整地の仕上げ作業時だけではなく、掘削作業時を含む世界初* の全自動ブレード制御機能

を搭載し、作業効率の大幅な向上を実現しました。また、コマツのKOMTRAXとトプコン社の施
工管理システムの融合により、施工情報の効率的な一元管理が可能になります。コマツ製「ICT
建機」の第一弾として、6月に予定している北米での発売を皮切りに世界での導入を進めてい
きます。
*当社調べ。市販ベースの主要7建機（クローラー式油圧ショベル、ホイール式油圧ショベル、ホイールローダー、
ブルドーザー、モーターグレーダー、リジッド式ダンプトラック、アーティキュレート式ダンプトラック）において。

————————————————————————————————————————
KOMTRAX搭載車両が30万台を突破

機械稼働管理システム「KOMTRAX」を搭載した車両が、30万台を突破しました（2013年
3月末現在：約30万5千台）。

2001年に国内で標準搭載を開始したKOMTRAXは、GPS（全地球測位システム）および
移動体通信などのICTを活用した建設機械の遠隔稼働管理システムです。コマツでは、
KOMTRAXから得られる稼働データを活用し、お客様のオペレーションコスト削減、販売代
理店の的確かつ迅速なサポート活動を支援するともに、需要予測や販売・生産計画の精度向
上にも活用しています。

また、鉱山機械の管理システム「KOMTRAX Plus」や、部品の状態や交換履歴の把握を可
能にする「KOMTRAX Parts」の開発、フォークリフトや産業機械への搭載など、建設機械以
外での活用も拡大しています。
————————————————————————————————————————
油圧駆動式フォークリフト「FHシリーズ」が日本機械工業連合会会長賞を受賞 

コマツが2012年7月に販売を開始した油圧駆動式フォークリフト「FHシリーズ（FH40/
FH45/FH50）」が、一般社団法人日本機械工業連合会の平成24年度（第33回）「優秀省エネル
ギー機器表彰」において、日本機械工業連合会会長賞を受賞しました。本表彰は、省エネルギー
効果の著しい産業用機器を開発・実用化した企業等に授与されるもので、FHシリーズは、新開
発の油圧駆動式トランスミッション「電子制御HST（Hydro-Static Transmission）」など、建設
機械の開発で培った油圧・制御技術を結集し、従来車と比較して最大で30％の燃料消費量低減
を実現した点が評価されました。
————————————————————————————————————————
コマツフォレスト（株）が林業機械アタッチメントメーカーを買収

2012年11月、コマツは100%子会社で林業機械の製造、販売を手がけるコマツフォレスト
（株）を通じて、スウェーデンの林業機械アタッチメントメーカーであるログマックス（株）および
その米国販売子会社を買収しました。

ログマックス（株）は、シンプルな構造で信頼性の高いハーベスターヘッド* を製造し、お客様
から高い支持を得ています。コマツフォレスト（株）のハーベスターヘッドと特徴の異なるログ
マックス（株）の製品により品揃えが一層充実しました。
*ハーベスターヘッド：木を切り倒して所定の長さに切り揃える作業を自動で行う機械。

新型ACサーボプレス、工作機械の新製品を販売開始
　コマツグループは生産性向上と省エネ、省スペースを実現したプレスと工作機械を発売しま
した。
　コマツNTC（株）では2012年11月に小型円筒研削盤「NTG-4SP」を、コマツ産機（株）では
2013年3月に新型ACサーボプレス「H1F-2」、ACサーボプレスブレーキ「PVS8525」をそれ
ぞれ発売しました。いずれも従来機に比べ50%以上の省エネ、省スペースを達成しています。
　また、2013年5月にコマツ産機（株）より発売されたファイバーレーザー加工機「KFLシリー
ズ」は、薄板の高速切断を実現するとともに、空気中の窒素を濃縮高圧アシストガスとして使用
する技術で大幅な省エネを達成しています。 ファイバーレーザー加工機「KFL2051」

トピックス

コマツの水陸両用ブルドーザー「D155W-1」が東日本大震災の復興工事で活躍
コマツは、東日本大震災の復興工事を支援するため、1993年製の水陸両用ブルドーザー「D155W-1」

を全面的に改修しました。1968年にコマツが世界で初めて実用化した水陸両用ブルドーザーは、ラジ
コン操作で水中作業も安全に実施できますが、需要が限定されており、1996年を最後に生産を行って
いませんでした。

現在も稼働している5台* のうち1台を、コマツ大阪工場と約100社の協力企業の協力のもと、約9カ
月かけて改修しました。2013年1月より、東日本大震災で発生した津波で被害を受けた宮城県名取市
の橋梁復旧工事で稼働しており、工事完了後も他の現場で稼働予定です。
*5台すべて青木あすなろ建設株式会社様グループが保有されています。

認定特定NPO法人「日本地雷処理を支援する会（JMAS）」 カンボジア国王より感謝状と名誉勲章
コマツがカンボジアとアンゴラで活動を支援している、認定特定NPO法人「日本地雷処理を支援す

る会（以下JMAS）」は、カンボジアでの不発弾・地雷処理活動ならびにコミュニティ開発事業が10周年
を迎え、これまでの実績に対して、カンボジア国王から感謝状と名誉勲章が授与されました。コマツは
2008年1月から、JMASの活動を支援しており、カンボジア・アンゴラにおいて、対人地雷除去機

「D85MS」の無償提供による地雷除去活動と、農地開発や学校建設、道路・橋の補修などのコミュニ
ティ再生・復興事業を支援しています。この支援を通じて、カンボジアではこれまで4校のコマツ小学校
が建設されており、今後も支援を続けていきます。

コマツ女子柔道部員が国内外の大会で活躍
2012年度は、2012年8月に開催されたオリンピック柔道競技での杉本美香選手の銀メダル獲得を

はじめとして、国内外の大会で女子柔道部員が優秀な成績をおさめました。
杉本選手は競技生活から引退し、今後はコマツ女子柔道部のコーチとして部員の育成、指導に当たり

ます。今後も選手、指導者が一丸となって世界の柔道普及、発展に貢献していきます。
　＜主な戦績＞
　2012年5月　全日本選抜柔道体重別選手権大会 優　勝　杉本美香 78kg超、宇髙菜絵 57kg

　8月　ロンドンオリンピック 柔道競技 銀メダル　杉本美香 78kg超
　11月　講道館杯全日本柔道体重別選手権大会 優　勝　浅見八瑠奈 48kg、大野陽子 70kg、佐藤瑠香 78kg
　12月　東京グランドスラム2012 優　勝　浅見八瑠奈 48kg、橋本優貴 52kg、佐藤瑠香 78kg

　2013年2月　グランドスラム・パリ国際柔道大会 優　勝　浅見八瑠奈 48kg、橋本優貴 52kg
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KOMTRAX搭載車両の配車状況

林業機械の稼働風景

木材を運搬する油圧駆動式フォークリフト「FH45」

全面改修された水陸両用ブルドーザー
「D155W-1」

カンボジアで稼働する対人地雷除去機
「D85MS」

▶CSRへの取り組み…………………………………………………………………………………………………………………………………

グランドスラム・パリ国際柔道大会
女子52kg級で優勝した橋本優貴選手

（左から2番目）と3位の宮川拓美選手（右端）

Bauma2013で発表された中型ICTブルドーザー
「D61EXi」



産業機械他部門では、大型プレスや工作機械の販売が増加した
ものの、ワイヤーソーの販売が大幅に減少したことに加え、東日本
大震災の復旧・復興向けの仮設ハウスの需要も一巡した結果、売
上高は2,162億円（前期比13.9％減）、セグメント利益は62億円

（前期比62.9％減）となりました。
生産性・安全性・環境性の向上を図った新商品の開発に注力し、

昨年11月の研削盤「NTG-4SP」に続き、本年3月にACサーボプレス
「H1F-2」およびACサーボプレスブレーキ「PVS8525」の販売を開
始しました。なお、レーザー事業においては、重複する経営資源の
効率的な活用を目的として、コマツNTC（株）の開発・販売・サービ
ス機能をコマツ産機（株）へ統合する組織再編を本年4月1日に実
施しました。

2000年頃から続いていた中古車輸出台数が新車需要を上
回るストック調整が終了し、東日本大震災からの復旧・復興

向けの建設機械需要がレンタル向けを中心に伸長したことから、需要は堅調
に推移し、売上げは前期を上回りました。新排出ガス規制に対応した商品につ
いては、昨年7月より30機種を導入し販売拡大を図りました。また、引き続き
代理店と一丸となりすべての主要機種で前期よりも販売価格を改善しました。

住宅建設向けの需要増加に加え、レンタル、エネルギー向
けが好調に推移し、需要は増加しました。新排出ガス規制

に対応した商品は、KOMATSU CAREを付帯し積極的に市場導入を進めた
ことにより新車販売台数の7割を超えました。また、好調なレンタル需要に
合わせ代理店によるレンタル事業の強化に取り組みました。これらの活動の
結果、売上げは前期を上回りました。

主要市場である西欧のドイツ、フランス、イギリスの需要も
低調に推移したため、売上げは前期を下回りました。新排出

ガス規制対応商品の市場導入を進めるとともに、施工の自動化を担う「ICT
建機」の2013年度の販売に向け準備を進めました。

最大市場であるブラジルの一般建設機械分野の需要が低
調に推移したものの、チリやペルーを中心に銅鉱山向けの

需要は好調であり、全体としては堅調に推移しました。堅調な鉱山向けの需
要を捉え、売上げは過去最高の水準となりました。

金鉱山向けを中心に需要が堅調に推移したため、売上げは
前期を上回りました。太平洋国立大学および極東連邦大学

と建設･鉱山･道路機械分野の人材育成を協力して行うことで合意しており、
太平洋国立大学では昨年10月より初年度のコースが開始されました。

政府による金融緩和政策が実施されたものの、依然として
新規プロジェクトの着工に目立った動きはなく、油圧ショベ

ルの需要は前期と比べて大幅に減少したため、売上げは前期を大きく下回り

ました。大幅な需要の減少に対し、KOMTRAXを最大限駆使することによ
り、市場の状況をいち早く把握し適正水準での在庫管理に努めました。足元
では需要はようやく底打ち感が見られ、本年2月に燃費性能を向上させた20
トンクラスの新型油圧ショベルを導入したこともあり、春節後の油圧ショベ
ルの販売台数は前年並まで回復しました。

タイにおいて2011年の洪水被害からの復興向け需要が伸
長しましたが、最大市場であるインドネシアにおいて燃料炭

価格の下落等の影響を受け鉱山向けの大型機械、中小型の建設機械の需要
が大きく減少したため、売上げは前期を大幅に下回りました。

鉄鉱山向け需要および一般建設機械需要が堅調に推移し、
売上げは前期を上回りました。2011年11月にリオティント

社との間で覚書を締結した、オーストラリアの鉄鉱山における無人ダンプト
ラックの大規模導入プロジェクトは順調に進んでおり、プロジェクトの成功
に向けて両社一体となり継続的に取り組んでいます。

主要市場であるトルコの需要が低調であったことが影響し、
売上げは前期を下回りました。昨年10月に物流拠点をドバ

イに開設し、代理店在庫の削減や納入期間の短縮を図りました。また、今後
の需要の増加が見込まれるサウジアラビアでは、昨年12月に地元の有力企
業と新たに代理店契約を締結しました。

金鉱山向けを中心に需要が堅調に推移したため、売上げは
前期を上回りました。部品供給体制改善のため部品倉庫

（デポ）を南部アフリカ地域の代理店と連携し開設するなど、販売・プロダ
クトサポート体制の強化に引き続き取り組みました。また、ブランドマネジメ
ント活動の一環として、主に南アフリカのマイニングのお客様とともに、
KOMTRAXから得られる情報を分析することによって保有機の燃料消費量
の低減に繋げる取り組みを行いました。

1兆6,795億円（前期比3.7％減）、セグメント利益は

2,089億円（前期比15.2％減）となりました。

このような状況のもと、収益性の向上および企業

体質の強化を進めるために、販売価格と製造原価の

改善、為替や需要の変動にもフレキシブルに対応で

きる体制作りなどに継続的に取り組みました。また、

主に戦略市場や鉱山分野で大きな需要を持つバケッ

トやツース等の戦略部品事業やリマン（コンポーネン

トの再生販売）事業の体制の拡充を図り、アフター

マーケット事業の強化に取り組みました。加えて、当

期より生産部門では国内拠点の電力使用量削減活

動を本格化しました。

環境・省エネルギーの面で特長を持つ商品開発に

も引き続き注力しました。北米、欧州に次いで、日本

でも昨年7月より新排出ガス規制に対応した商品を

導入し、併せて購入後のトータルライフサイクルコス

トの低減と長期間稼働に貢献するための新サービス

プログラム「KOMATSU CARE(コマツ・ケア)」の提

供も開始しました。また、各市場でのハイブリッド油圧

ショベル「HB205/215LC」の販売拡大にも引き続き

取り組み、本年3月にハイブリッド油圧ショベルの世

界累計導入台数が2,000台を超えました。フォークリフト事業にお

いては、建設機械で培ってきた油圧制御技術を結集した油圧駆動

式の新型フォークリフト「FHシリーズ」を昨年7月より日本市場に導

入し着実に受注を伸ばすとともに、本年2月より海外市場にも販売

を開始しました。

一般建設機械分野では、前期に比べて北米および日本の需要

は増加しましたが、中国の油圧ショベルの需要が大幅に減少した

ため、全体の需要は低調に推移しました。鉱山機械分野では、石炭

価格の下落の影響を受けインドネシアを中心に需要は減少したも

のの、中南米、オセアニアなどの本体および部品・サービスの需要

は堅調に推移しました。その結果、建設機械・車両部門の売上高は
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部門別の概況

中近東  296億円
（前期比 18.6％減）

アフリカ  980億円
（前期比 8.3％増）

オセアニア  1,930億円
（前期比 19.3％増）

中国  1,199億円
（前期比 40.4％減）

アジア  2,180億円
（前期比 31.8％減）

CIS  894億円
（前期比 12.2％増）

中南米  2,592億円
（前期比 26.3％増）

北米  2,764億円
（前期比 16.3％増）

日本  2,927億円
（前期比 2.2％増）

欧州  1,003億円
（前期比 16.8％減）
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注 : 比率は、小数点第 2 位以下を切り捨てて表示しています。

個人・他 23.4%
242,167名
230,922,794株

外国人   38.8%
825名
381,843,529株

金融機関 31.9%
190名
313,863,067株

一般法人 3.4%
1,744名
33,671,080株

金融商品取引業者 2.3%
177名
22,829,790株

取締役および監査役（2013 年 6 月 19 日現在 )

株式の状況（2013 年 3 月 31 日現在 )

発行済株式総数 983,130,260 株

株主数 245,103 名

株主構成

会社概要（2013 年 3 月 31 日現在 )

商号 株式会社 小松製作所（呼称: コマツ）

本社 〒 107-8414 
 東京都港区赤坂二丁目 3 番 6 号

設立年月日 1921 年（大正10 年）5月13日

資本金 連結 67,870 百万円（米国会計基準による）
 単独 70,120 百万円

従業員数 連結 46,730 名（当社と連結子会社146社の人員）
 単独 9,921 名（出向者を除く）

株式関連情報

事業年度 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで
定時株主総会 6 月
基準日 定時株主総会・期末配当 3 月 31 日
 中間配当 9 月 30 日
公告方法 電子公告
 公告掲載 URL  http://www.komatsu.co.jp/

単元株式数 100 株
株主名簿管理人  東京都千代田区丸の内一丁目 4 番 5 号
特別口座の 三菱 UFJ 信託銀行株式会社
口座管理機関

（同連絡先） 〒 137-8081 
  東京都江東区東砂七丁目 10 番 11 号 

三菱 UFJ 信託銀行株式会社 証券代行部 
0120-232-711（通話料無料）

株式に関するお手続きについて
証券会社等に口座を開設されている株主様 ▼
お取引口座のある証券会社等にお問い合わせください。
*郵送物の発送と返戻、取扱期間経過後の配当金に関するご照会は、
 三菱UFJ信託銀行で承ります。

特別口座に記録されている株主様 ▼
三菱UFJ信託銀行にお問い合わせください。（連絡先上記）

（事故その他のやむを得ない事由によって電子公告
による公告をすることができない場合は、東京都に
おいて発行する日本経済新聞に掲載して行います。）

取締役

野路　國夫
代表取締役会長

大橋　徹二*
代表取締役社長（兼）CEO

藤塚　主夫*
取締役（兼）専務執行役員

髙村　藤寿*
取締役（兼）専務執行役員

篠塚　久志*
取締役（兼）常務執行役員

黒本　和憲*
取締役（兼）常務執行役員

森　正尚*
取締役（兼）常務執行役員

堀田　健介**
取締役

狩野　紀昭**
取締役

池田　弘一**
取締役

監査役

森本　誠
常勤監査役

山田　浩二
常勤監査役

興津　誠***
監査役

蒲野　宏之***
監査役

松尾　邦弘***
監査役

***は社外監査役

 *は執行役員を兼務
**は社外取締役

会社情報連結業績の推移

配当金*2

（単位 :円） ウェブサイトのご案内
（トップページからの入り方） 

純利益とROE
（単位 :億円）

売上高
（単位 :億円）

株主資本、ネット有利子負債*1とネットD/Eレシオ
（単位 :億円）

営業利益と売上高営業利益率
（単位 :億円）

2011年度2010年度 2013年度2012年度

18,431

20,500
(見通し)19,817 18,849

1,840
(見通し)

1,670

17.2

14.6
17.3

2011年度2010年度 2012年度 2013年度

1,263

11.5

ROE（株主資本純利益率）(%)

1,5072,229

売上高営業利益率 (%)
2011年度2010年度 2013年度2012年度

2,116
2,563

12.1

14.9
12.9

3,050
(見通し)
3,050
(見通し)11.2

11,931

0.49

2010年度 2011年度 2012年度 2013年度

9,238

4,591

5,859
0.50 0.39

(見通し)

10,096

0.56

5,638

ネットD/Eレシオ
株主資本 ネット有利子負債

2010年度 2011年度

38

58
(見通し)

2012年度 2013年度

48
42

*2配当金は決議ベースです。

当社では、最新のIR情報や当社をご理解いただくためのさまざまな情報を
ウェブサイトを通じてご提供しています。

http://www.komatsu.co.jp/CompanyInfo/ir/ コマツ　株主・投資家情報│ 検 索

*1 ネット有利子負債は、有利子負債より現預金を差し引いた負債額です。

トップページ上部にある
「株主・投資家情報」を
クリック

おすすめコンテンツ
・IR 資料室
・個人投資家の皆さまへ
・社長インタビュー（動画配信）

（当社ウェブサイトトップページ）

（株主・投資家情報）
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