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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・慣行などの変更などが含まれます。
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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 22.3%
229,794名
220,140,226株

金融機関 29.0%
212名
285,830,402株一般法人 3.1%

1,610名
31,090,980株

金融商品取引業者 2.6%
182名
25,673,287株

外国人 42.7%
868名
420,395,365株

1,082億円
● 取締役および監査役（2014年6月18日現在)

● 株式の状況（2014年3月31日現在)

発行済株式総数 983,130,260株
株主数 232,666名
株主構成

● 会社概要（2014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 47,208名（当社と連結子会社143社の人員）
 単独 10,217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
証券会社などに口座を開設されている株主さま ▼
お取引口座のある証券会社など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さま ▼
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

池田　弘一
**取締役

奥　正之
** 取締役

薮中　三十二
** 取締役

監査役

森本　誠
常勤監査役

山田　浩二
常勤監査役

蒲野　宏之
 *** 監査役

松尾　邦弘
 *** 監査役

山口　葊秀
 *** 監査役

  *は執行役員を兼務
 **は社外取締役
***は社外監査役

会社情報



第145期の報告書をお届けするにあたり、株主の皆さまに
ごあいさつ申しあげます。

事業の経過およびその成果
当期は、建設機械・車両部門では、鉱山機械の需要が低調に推

移したものの、日本および中国などにおいて一般建設機械の需
要が増加し、加えて、為替が円安に推移したことから、売上げは増
加しました。産業機械他部門では板金・鍛圧機械の販売は底堅く
推移しましたが、ワイヤーソーの販売が更に落ち込んだことなど
により売上げは減少しました。これらの結果、連結売上高は1兆
9,536億円（前期比3.6%増）となりました。利益につきましては、
為替が円安に推移したことに加え、販売価格および製造原価の
改善、固定費の抑制などに継続的に注力した結果、営業利益は
2,404億円（前期比13.7%増）、売上高営業利益率は前期に比べ
1.1ポイント上回る12.3%となりました。

対処すべき課題など
コマツグ ル ープは、昨 年 4月より3カ年 の 中 期 経 営 計 画

「Together We Innovate GEMBA Worldwide」をスタートし、①
イノベーションによる成長戦略、②既存事業の成長戦略、③土台強
化のための構造改革、からなる重点項目に基づき活動しています。

代表取締役社長（兼）CEO　
大橋　徹二

代表取締役会長
野路　國夫

イノベーションによる成長戦略を担う次世代商品として、世界
初の自動ブレード制御機能を搭載した中型ICTブルドーザー

「D61PXi-23」を北米、欧州、日本市場へと順次導入し、商品系列
も拡大しました。既存事業の成長戦略では、「KOMTRAX（機械
稼働管理システム）」から得られるデータを活用し、サービスや戦
略部品の販売拡大などアフターマーケット事業の強化に取り組
みました。米国、欧州、日本で適用が開始されている排出ガス規
制に対応した商品は、ライフサイクルコストの低減と長期間稼働
をサポートするサービスプログラム「KOMATSU CARE（コマツ・
ケア）」を付与し、積極的に市場導入しました。土台強化のための
構造改革では、石川県の粟津工場で、省エネおよび生産効率を飛
躍的に高めた新建屋建設を進めるなど、国内生産拠点の電力使
用量の半減活動を推進しました。

また、お客さまの総合的なメリットを訴求するビジネスモデル
の強化に一層注力し、新車販売だけではなく、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
全体での販売拡大、販売価格および製造原価の改善などに継続
的に取り組みます。

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、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。

株主の皆さまにおかれましては、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。

2014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 1兆9,536億円（前期比 3.6%増）
営業利益 2,404億円（前期比 13.7%増）
売上高営業利益率 12.3%（前期比 1.1ポイント増）
税引前当期純利益 2,420億円（前期比 18.3%増）
純利益* 1,595億円（前期比 26.3%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」
部門別売上高（部門間取引消去前ベース）

建設機械・車両 1兆7,522億円（前期比 4.3%増）
産業機械他 2,091億円（前期比 3.3%減）
消去 △77億円
計 1兆9,536億円（前期比 3.6%増）
注 : 金額は億円未満を切り捨てて表示しています。

2013年度実績 <米国会計基準>
2014年3月31日に終了した事業年度（2013年度）

売上高 1兆8,800億円（前期比 3.8%減）
営業利益 2,430億円（前期比 1.0%増）
売上高営業利益率 12.9%（前期比 0.6ポイント増）
税引前当期純利益 2,370億円（前期比 2.1%減）
純利益* 1,540億円（前期比 3.5%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」
注 : 金額は億円未満を切り捨てて表示しています。

2014年度の連結業績見通し（2014年4月25日公表）

配当金について

2015年3月31日に終了する事業年度（2014年度）

ごあいさつ 連結決算ハイライト

連結業績の推移

● 売上高

● 株主資本、ネット有利子負債*1とネット・デット・エクイティ・レシオ

*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。

19,817 18,849 19,536 18,800（見通し）

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度

10,096
11,931

13,763

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度

● 配当金*2

*2配当金は決議ベースです。

42
48

58 58
（見通し）

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度

● 営業利益と売上高営業利益率

2,563

12.9

2,404
2,116

2,430
（見通し）

11.2 12.3 12.9

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度

売上高営業利益率（%）

● 純利益とROE

ROE（株主資本純利益率）（%）

1,670

17.3

1,263
1,595 1,540

（見通し）

11.5 12.4 11.0

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度

株主資本　　　　ネット有利子負債　　　　ネット・デット・エクイティ・レシオ

5,638 5,859 5,139
0.49 0.37

0.30
（見通し）0.56

1株当たりの年間配当金 2012年度［第144期］: 48円
 2013年度［第145期］: 58円
 2014年度［第146期］: 58円（見通し）

<コマツの配当方針>
● 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。

（単位 :億円）

（単位 :億円） （単位 : 円）

（単位 :億円） （単位 :億円）
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● 建設機械・車両

産業機械他部門では、自動車業界向けを中心に板金・鍛圧機
械の販売が底堅く推移したものの、ワイヤーソーの販売が更に
落ち込んだことなどにより、売上高は2,091億円（前期比3.3%
減）、セグメント利益は20億円（前期比67.2%減）となりまし
た。なお当期に、需要が低迷しているワイヤーソーの在庫に係
る損失108億円を計上しました。

工作機械および板金・鍛圧機械分野では、生産性・安全性・環
境性の向上を図った研削盤「NTG-4SP」、小型ACサーボプレス

「H1F-2」、および新型ファイバーレーザー加工機「KFLシリー
ズ」などの戦略商品の販売拡大に努めました。

鉱山機械分野では、引き続き石炭および鉄鉱山向けなどの需
要が低調に推移したものの、一般建設機械分野では、旺盛な建
設投資などにより好調な日本、および当期から回復に転じた中
国で需要が順調に増加しました。加えて、為替は前期に比べて
米ドル、ユーロ、人民元に対して円安に推移したため、建設機
械・車両部門の売上高は1兆7,522億円（前期比4.3%増）、セグ
メント利益は2,421億円（前期比15.9%増）となりました。

部門別の概況

● 売上高
（部門間取引消去前ベース）

● セグメント利益／
売上高セグメント利益率

● 地域別売上構成比
（外部顧客向け売上高:2013 年度）

　1,939億円
（前期比 11.1%減） 11%

● アジア

　
● オセアニア
1,547億円

（前期比 19.9%減） 9%

● 中近東
553億円

（前期比 86.6%増） 3%

日本 ●

  　3,421億円
（前期比 16.9%増）20%

北米 ●

  　2,761億円
（前期比 0.1%減）

　
16%

欧州 ●

　1,219億円
（前期比 21.5%増）7%

中南米 ●

2,667億円
（前期比 2.9%増）15%

● 中国
1,620億円

（前期比 35.1%増） 9%
　

CIS ●

685億円
（前期比 23.4%減）4%

　

● アフリカ
1,082億円

（前期比 10.4%増） 6%

戦略市場 58％ 伝統市場 42％

2011年度 2011年度2012年度 2012年度2013年度 2013年度

17,442 2,462

14.1%

16,795
17,522

2,089

2,421

12.4%
13.8%

● 産業機械他

建設投資の増加や、東日本大震災被災地における
復興工事の本格化に加え、排出ガス規制の強化
を見据えた購入が増加したため需要は伸長しまし
た。特にレンタル向けの需要が好調に推移し、売
上げは前期を上回りました。

2012年度からのレンタル向けの更新需要が一巡
したことに加え、石炭を中心とする鉱山向け需要
が減少したものの、住宅建設や道路などのインフ
ラ分野向けの需要は伸長し、売上げは前期並と
なりました。

日本

北米

● 地域別の概況 ● セグメント利益／
売上高セグメント利益率

● 売上高
（部門間取引消去前ベース）

2011年度 2012年度 2013年度

2,511

2,162 2,091

2011年度 2012年度 2013年度

167

6.7%
62

20
2.9% 1.0%

昨年2月より中国に市場導
入した「PC200-8M0」。現
在は、インドネシアやタイ
などの新興国に幅広く展開
しています。

財政不安による景気低迷から、主要市場のうちド
イツ、フランスの需要は低調に推移したものの、
為替が円安に推移したことにより、売上げは前期
を上回りました。

チリやペルーの銅鉱山向けの需要が減少しまし
たが、為替が円安に推移したことにより売上げは
前期を上回りました。

金鉱山およびエネルギー向けの需要が減少に転じ
た影響が大きく、売上げは前期を下回りました。

2011年度より落ち込んでいた需要は、昨年4月よ
り回復に転じ、本年1月の春節（旧正月）以降に一
部減速は見られたものの、当期全体では増加しま
した。燃費性能を向上させた主力の20トンクラ
ス油圧ショベル「PC200-8M0」の販売拡大に努
めた結果、売上げは前期を大きく上回りました。

最大市場のインドネシアにおいて、燃料炭の国際
価格の低迷と昨年8月以降のインドネシアルピア
安の加速などによる影響を受け、鉱山機械および
一般建設機械の需要が落ち込んだため、売上げ
は前期を下回りました。

鉄鉱山向けの需要および一般建設機械需要が低
調に推移したことにより、売上げは前期を下回り
ました。

一部の湾岸諸国で需要が好調に推移し、売上げ
は前期を大きく上回りました。

「KOMTRAX Plus（鉱山機械管理システム）」から
得られる情報を活用した積極的な販売・サービス
活動を実施し、南アフリカに加えナミビアなどの
鉱山向けの販売が好調に推移したことにより売
上げは前期を上回りました。

欧州

中南米

CIS

アジア

オセアニア

中近東

アフリカ

中国

（単位 :億円）（単位 :億円）（単位 :億円）（単位 :億円）

ファイバーレーザー加工機
「KFL2051」
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■ 南極への第一歩

南極、プリンセス・エリザベス基地。「国際極地基金」（本拠地：
ベルギー）が運営するこの基地では世界の気候変動を観測して
います。特長は、南極で唯一、廃棄物を出さない「ゼロ・エミッ
ション」基地であること。建物には環境に配慮した素材を使い、
必要な電力や温水は、風や太陽光など自然のエネルギーだけを
利用。廃棄物も高度な技術で処理しています。

基地の周辺では、夏の間、建設機械が稼働し、敷地の拡張や除
雪を行います。南極ならではの厳しい気象環境のもと、高度な
環境性能と作業性能・品質・信頼性を同時に達成することは困
難な課題となっていました。

特集 南極にハイブリッド
油圧ショベル上陸

2014年1月、コマツハイブリッド油圧ショベル「HB215」が南極に上陸し、稼働を開始しました。
南極初の「ゼロエミッション」基地においても、
コマツの優れた環境性能や、品質と信頼性が高く評価されています。

2014年1月19日　 © International Polar Foundation

48日間の船旅を終え、南極・クラウン湾に上陸した「HB215」。更に約400km内陸
の基地まで、そりに載せて搬送しました。

オーストラリアで稼働する「HB335」

「南極の屋外作業にも、更なる環境への配慮を」――。国際極
地基金の要請に賛同し、コマツの欧州現地法人「欧州コマツ

（株）」は、2013年12月、ハイブリッド油圧ショベル「HB215」1
台をプリンセス・エリザベス基地に寄贈。2014年1月、基地に
到着した「HB215」は、苛酷な環境での作業を開始しています。

の「HB335」を開発。オーストラリアを皮切りにグローバル市
場への導入を図り、順次世界の様々な業種のニーズにお応えし
ていきます。

2014年3月末現在、全世界での累計販売台数が2,600台を
突破したコマツハイブリッド油圧ショベル。日本を中心に中
国、北米、東南アジア、欧州など、世界のお客さまから、優れた環
境性能および高い品質と信頼性で、ご支持をいただいています。

環境負荷の低減は、ますます重要性を増しています。コマツ
は更に省燃費でクリーンな機種の開発に向けて、今後も挑戦を
続けていきます。
*1 当社調べ。市販ベースの主要7機種において
*2 当社調べ。KOMTRAXの解析による平均作業パターン値。
　 実際の作業では、作業内容により、この数値以下になる場合があります。

● ハイブリッド油圧ショベルの変遷

第1世代

PC200-8E0
第3世代

HB205/215-2

HB335-1

第2世代

HB205/215-1

従来機「PC200-8」と比較して、
平均25%*3の燃費低減を実現 *3 当社調べ。平均作業パターン値。実際の作業では、作業内容により、この数値以下になる場合があります。

*4 特定特殊自動車排出ガスのNOx（窒素酸化物）、PM（粒子状物質）排出量の規制などに関する法律。

南極で稼働するコマツ製ドーザー
ショベル「D31A」。1985年に南極
のあすか基地（日本）に納入され、後
にプリンセス・エリザベス基地に譲
渡されました。約30年間南極で稼
働し続け、現在でも作動可能な当機
は、基地の信頼を得ています。

© International Polar Foundation

© International Polar Foundation

2013年12月2日　 © International Polar Foundation

南極補給船「マリー・アークティカ号」に船積みされるHB215（ベルギー・ゼーブルッヘ港）。

● NOx(窒素酸化物 )とPM(粒
子状物質)の排出量を大幅に
低 減し、日 本 の オフロ ード
法*42011年 基 準、北 米 EPA 
Tier4 Interim、EUの第3次B
規制をクリアした新世代エンジ
ンを新たに搭載。

● 油圧回路のロス低減を行い、
従 来 機「PC200-8」と比 較し
て、平均30%*3の燃費低減を
実現。

2008年

2013年

2014年

■ 世界で稼働する
　コマツハイブリッド油圧ショベル
 世界で稼働する

　コマツハイブリッド油圧ショベル

2008年、コマツは世界初*1のハイブリッド油圧ショベルを
市場導入しました。

車体旋回の減速時のエネルギーを電気に変換して蓄え、再び
活用するコマツ独自のハイブリッドシステムにより、燃料消費
量およびCO2排出量の大幅な削減を実現しました。

その後、性能を更に向上させ、現在日米欧で発売している第
3世代ハイブリッド油圧ショベル「HB205/215-2」は、通常の
油圧ショベル（PC200-8）に比べ、作業時間当たり平均30％も
の省燃費*2を達成しています。また、2013年には、より大型機
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トピックス

● 米国建機見本市に次期排出ガス規制対応機種を出展
2014年3月、米国ラスベガスで開催された建設機械見本市

「CONEXPO2014」に、次期排出ガス規制（米国では Tier4 
Final）に対応した新型油圧ショベル「PC490LC-11」をはじめ
とする建設機械を出展しました。

日米欧における建設機械の排出ガス規制は段階的に強化さ
れており、2014年から順次適用されるTier4 Final規制は、
NOx（窒素酸化物）排
出量を従来規制比で5
分の1以下に抑制する
必要があります。

コマツは、「PC490 
LC」を皮切りに、日米
欧において、順次次期
排出ガス規制をクリ
アする建設機械を市
場導入いたします。

● 生産技術開発センタを開所
2013年10月、大阪工場の敷地内に「生産技術開発センタ」

の新建屋を設置し、開所式を行いました。
建設機械の生産改革や性能の向上に重大な役割を果たす生産

技術の研究・実験・開発機能を、本体開発センタの隣接地に集約。
更に基盤技術強化のため、シミュレーションや計測技術に関連
した試験装置を増
設しました。生産
と開発が緊密に連
携し、本体およびコ
ンポーネントの鋳
造・熱処理・溶接・機
械加工といった生
産技術を、集中的に
研究開発する体制
が実現しました。

CONEXPOのコマツ出展ブース

生産技術開発センタ

● 自動ブレード制御機能を搭載した
小型ICTブルドーザーを市場導入
2013年12月、世界初*の自動ブレード制御機能を搭載し

た小型ICT（情報通信技術）ブルドーザー「D37PXi-23」の国
内市場への導入を開始しました。
「D37PXi」は、2013

年9月に導入開始した
中型ICTブルドーザー

「D61PXi」の系列拡大
機種として、国内主力
クラスである7トン級
湿地仕様のブルドー
ザーに自動ブレード制
御機能を搭載した商品
です。

*当社調べ。市販ベースの主要
7機種において。

● コマツとGE、次世代鉱山機械の開発合弁会社
設立で契約締結
コマツとゼネラル・エレクトリック・カンパニーのトランスポー

テーション事業部門に属するGEマイニング（以下総称して「GE」）
は、次世代の鉱山機械の開発を行う合弁会社「コマツ・ジーイー・
マイニング・システムズ（Komatsu GE Mining Systems, LLC）」
を設立することで合意し、2014年1月に契約を締結しました。

GEはこれまで、コマツの電気駆動式ダンプトラックへ電気駆
動システムを供給
しており、今回は
この関係を更に発
展させ、世界中の
お客さまのニーズ
を先取りし、先進
技術で応えていき
ます。

ICTブルドーザー「D37PXi」

GEイメルト会長兼CEO（左）とコマツ大橋社長兼CEO（右）

● 新型バッテリーフォークリフトを発売
2014年5月、新型バッテリーフォークリフト「FE25-1」を日

本国内向けに発売しました。
「FE25」は独自の急速充電システムならびにイージーメンテ

ナンスバッテリーを採用し、バッテリーフォークリフトの環境
性能・低ランニングコストはそのままに、急速補充電により1日
当たりの稼働時間を大
幅に延長。更に車体の
耐水性・防塵性を高め、
雨天の屋外現場や粉塵
の多い現場でも安心し
てご利用いただけます。

また「KOMTRAX」を標
準搭載し、車両の稼働状
況を遠隔地から把握し、
車両管理に活用するこ
とが可能になります。 4月22日、当社栃木工場で開催した「FE25」発表会

● 小松山推建機公司、品質管理における
世界最高ランクの「デミング賞」受賞
中国山東省において中型油圧ショベルを生産する子会社

「小松山推建機公司」が、2013年11月にデミング賞*を受賞
しました。

小松山推建機公司は、2010年に開始した経営品質管理活動
を通じ、組織力の向上と現地スタッフの育成に取り組んできま
した。活動を通して、大幅な需要変動に柔軟に対応できる社内
体制や、品質の向上、顧客ニーズへの迅速な対応、トータルコス
トの低減、労働災害の減少、社員満足度の向上などをテーマに
改善に取り組み、顕
著な成果を挙げたこ
とで、今回の受賞に
至ったものです。
*TQM（総合的品質管理）
の進歩に功績のあった民
間団体および個人に授与
される賞。 品質管理指導会の様子

2014年世界柔道選手権にコマツから4選手が代表に決定
4月に福岡国際センターにおいて開催された「全日本選抜柔道体重別選手権大会」で、57kg

級の宇髙菜絵選手、78kg級の佐藤瑠香選手がそれぞれ優勝しました。
大会後、優勝した宇髙菜絵選手、佐藤瑠香選手に加え、52kg級の橋本優貴選手、63kg級の

田代未来選手の4名が世界選手権大会の日本代表に選ばれ、8月にロシア・チェリアビンスク
で開催される大会に出場します。

最新のトピックスやIR情報など、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。

全日本選抜柔道体重別選手権大会で優
勝した57kg級の宇髙選手

2013年 5月 全日本選抜体重別選手権大会 ● 優勝 浅見八瑠奈　48kg級、橋本　優貴　52kg級、佐藤　瑠香　78kg級
2013年 8月 2013リオ世界柔道選手権大会 ● 銀メダル 浅見八瑠奈　48kg級　● 銅メダル 橋本　優貴　52kg級
2013年 11月 講道館杯全日本柔道体重別選手権大会 ● 優勝 片桐　夏海　63kg級、岡村　智美　78kg級
2013年 11月 柔道グランドスラム東京2013 ● 優勝 橋本　優貴　52kg級、宇髙　菜絵　57kg級　
2014年 2月 グランドスラム・パリ国際柔道大会 ● 準優勝 宇髙　菜絵　57kg級　● 3位 田代　未来　63kg級
2014年 4月 全日本選抜柔道体重別選手権大会 ● 優勝 宇髙　菜絵　57kg級、佐藤　瑠香　78kg級

主な
戦績

ウェブサイトのご案内 ▶ 当社ウェブサイトトップページ

  http://www.komatsu.co.jp/

最新のニュースリリース ●

決算情報や社長インタビュー ●

環境・CSR活動のご紹介 ●

女子柔道部のニュースや戦績 ●
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■ 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。
郵送料につきましては株主さまにてご負担くださいますよう、お願い申しあげます。

■ 参加費 
 無料 （現地までの往復交通費は株主さまのご負担とさせていただきます。）

■ 締切  2014年6月30日（月）（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、2014年8月初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、本見学会のほか、株主さま向けの活動充実のために使用させていただく場合がございます。

対 象 者
● 2014年3月31日現在、当社株式100株以上をご所有の株主さまと、そのご家族。
● より多くの方にご参加いただくため、ご参加は、株主さまご本人を含め

1組5名までとさせていただきます。

開催日時 2014年8月26日（火）　13：00より約2時間30分

所 在 地 静岡県伊豆市

交通手段 JR伊東線 伊東駅または伊豆箱根鉄道 修善寺駅よりタクシーで約20分
伊豆スカイライン「冷川IC」より車で約10分

定　　員 130名（同伴者含む）

〈はがき記入要領〉

107-8414
東
京
都
港
区
赤
坂
2–

3–

6

コ
マ
ツ 

広
報
グ
ル
ー
プ
行

52円
切手

① ご希望の見学会
　 「テクノセンタ見学会」と
　 ご記入ください
② 郵便番号
③ ご住所
④ 株主さまのお名前（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）
⑦ 来られる方全員のお名前、

ご年齢をご記入ください。
（1組5名まで）

建設機械の展示コーナー

株主の皆さまに当社へのご理解を一層深めていただけるよう、工場およびコマツテクノセンタ（お子さま対象）で
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。

当社の建設・鉱山機械の展示およびデモンストレーションをお子さまと一緒にご覧いただけます。

インフォメーション

株主さまを対象とした見学会のご案内▶

昨年度の見学会で行われた
理科教室

コマツテクノセンタ見学会お子さまを対象とした

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 株主さまのお名前（ふりがな）
⑤ ご年齢
⑥ 電話番号
⑦ 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）

107-8414
東
京
都
港
区
赤
坂
2–

3–

6

コ
マ
ツ 
広
報
グ
ル
ー
プ
行

52円
切手

〈はがき記入要領〉

昨年の茨城工場での建設機械のデモンストレーション

昨年の粟津工場での見学

事業所 対象者 日時 定員 コース番号

● 茨城工場

● 2014年3月31日現在、当
社株式100株以上をご所
有の株主さま。

● より多くの株主さまにご
見学いただくため、ご参加
は株主さまご本人のみと
させていただきます。

2014年9月8日（月）
13：30より約3時間 60名 1

所在地    ：茨城県ひたちなか市
最寄駅    ：JR常磐線 勝田駅
生産品目：大型ダンプトラック、
　　　　　大型ホイールローダーなど

2014年9月9日（火）
13：30より約3時間 60名 2

● 粟津工場   2014年9月24日（水）
13：00より約3時間 50名 3

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など

2014年9月25日（木）
13：00より約3時間 50名 4

茨城工場・粟津工場見学会

参加方法
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