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2014年 4 月1日 〜 2015年 3月31日

〒 107-8414
東京都港区赤坂 2-3-6
http://www.komatsu.co.jp/

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。

株式会社小松製作所（コマツ） コーポレートコミュニケーション部 広報グループ : Tel : 03-5561-2616    Fax : 03-3505-9662

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 19.8%
198,482名
192,959,172株

金融機関 30.9%
204名
300,643,459株一般法人 2.6%

1,441名
25,302,653株

金融商品取引業者 2.4%
173名
24,200,281株

外国人 44.1%
888名
428,862,095株

■ 取締役および監査役（2015年6月24日現在)

■ 株式の状況（2015年3月31日現在)

発行済株式総数 971,967,660株
株主数 201,188名
株主構成

■ 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
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
松尾 邦弘
 *** 監査役
山口 葊秀
 *** 監査役
篠塚 英子
 *** 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

利根川（茨城県）の堤防強化工事で稼働中のICT油圧ショベル「PC200i-10」。
作業機をほぼ自動で制御することにより、経験の少ないオペレーターでも、短納期で精度の高い施工が可能になります。
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■ 会社概要（2015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 47,417名（当社と連結子会社138社の人員）
 単独 10,416名（出向者を除く）



15,289

0.32

第146期の報告書をお届けするにあたり、株主の皆さま
にごあいさつ申し上げます。

事業の経過およびその成果
2015年3月期（2014年4月1日から2015年3月31日まで）

の連結売上高は1兆9,786億円（前期比1.3%増）、営業利益
は2,420億円（前期比0.7%増）となりました。建設機械・車
両部門では、北米、欧州などの先進国で一般建設機械の需要
が堅調に推移し、為替が円安に進んだことで、新興国の一般
建設機械および鉱山機械の需要低迷に伴う販売量減少を補
い、売上げは前期並となりました。産業機械他部門では、自
動車業界を中心とした設備投資に支えられ、鍛圧機械の販売
が堅調に推移したことで、売上げは前期より増加しました。

対処すべき課題など
2016年3月期（2015年4月1日から2016年3月31日

まで）は、建設機械・車両部門において中国をはじめとする

代表取締役社長
大橋 徹二

代表取締役会長
野路 國夫

新興国で需要の減少が大きく、また、鉱山機械需要が資源
価格低迷による投資マインドの冷え込みから更に落ち込
み、市場環境は一段と厳しくなることが見込まれます。し
かし、中・長期的には、建設・鉱山機械需要は、世界人口の増
加と都市化率の上昇を背景に、増加に転じるものと考えて
います。引き続き、お客さまへの総合的なメリットを訴求
するビジネスモデルの展開を図るとともに、経営環境の変
化にもフレキシブルに対応できる体制を強化します。

コマツは、コーポレート・ガバナンスを強化し、全社員が
「コマツウェイ」を共有することで、安全・環境・コンプライ
アンス、品質保証などの基本活動を追い続け、業績向上と
企業体質の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。

2015年6月

代表取締役会長 代表取締役社長
野路 國夫 大橋 徹二

ごあいさつ

<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。

18,849 19,536 19,786

2012年度 2013年度 2014年度

■ 売上高

売上高 1兆8,800億円（前期比 5.0%減）
営業利益 2,210億円（前期比 8.7%減）
売上高営業利益率 11.8%（前期比 0.4ポイント減）
税引前当期純利益 2,140億円（前期比 9.4%減）
純利益*2 1,380億円（前期比 10.4%減）

2016年3月31日に終了する事業年度（2015年度）
■ 2015年度の連結業績見通し（2015年4月27日公表）

（単位:億円）

当期事業の詳細および部門別の概況につきましては、「第146回定時株主総会招集ご通知」をご参照ください。
�（ウェブサイト http://www.komatsu.co.jp/CompanyInfo/ir/shares/meeting/）

■ 営業利益と売上高営業利益率

2,4042,116 2,420

11.2 12.3 12.2

2012年度 2013年度 2014年度
売上高営業利益率（%）

（単位:億円）

■ 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
（単位:億円）

11,931
13,763

2012年度 2013年度 2014年度

5,859 5,139
0.49

0.37

4,818

配当金について

売上高 1兆9,786億円（前期比 1.3%増）
営業利益 2,420億円（前期比 0.7%増）
売上高営業利益率 12.2%（前期比 0.1ポイント減）
税引前当期純利益 2,360億円（前期比 2.5%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」

■ 2014年度実績 <米国会計基準>
2015年3月31日に終了した事業年度（2014年度）

*2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。

■ 純利益とROE

1,263
1,595 1,540

11.5 12.4 10.6

2012年度 2013年度 2014年度
ROE（株主資本純利益率）（%）

（単位:億円）

*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。

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

18,800
（見通し）

2015年度

2,210
（見通し）

11.8

2015年度

1,380
（見通し）

9.0

2015年度 2015年度

0.27
（見通し）

■ 1株当たりの年間配当金*3

*3配当金は決議ベースです。

（単位:円）
48 58 58

2012年度 2013年度 2014年度

58
（見通し）

2015年度

連結業績の推移

1 2



トピックス

■ ファイバーレーザー加工機、優秀省エネ機器に認定
コマツ産機（株）が2013年から販売しているファイ

バーレーザー加工機「KFLシリーズ」が、2014年度優秀省
エネルギー機器表彰*における「日本機械工業連合会会長
賞」に選定されました。本機器は薄板板金加工の優れた
生産性を維持しながら発振器電力使用量を50%削減し、
ランニングコストの低減も実現した画期的な製品です。

*（社）日本機械工業連合会が、優秀な省エネルギー機器を開発・実用化することによ
り、エネルギーの効率的利用の推進に貢献していると認められる企業とその他団
体などを表彰する制度です。 

■ ICT建機の製品ラインナップの拡充すすむ
コマツは2014年10月より、施工の自動化を担う「イン

テリジェントマシンコントロール」を世界で初めて*1 実
現したICT油圧ショベル「PC200i-10」、「PC210LCi-10」
を、日・米・欧の市場に順次導入しています*2。これに続
き、2015年4月には、大型ICTブルドーザー「D155AXi-8」
を北米、日本市場に導入しました*2。今後も施工の自動化
を担うICT建機のラインナップを拡充します。

*1当社調べ。市販ベースのク
ローラー式油圧ショベル、
ホイール式油圧ショベルに
おいて。

*2 日本市場での導入は、コマ
ツのグループレンタル各社
およびコマツレンタル（株）
から開始。

ICTブルドーザー「D155AXi-8」

ファイバーレーザー加工機「KFL2051」

日本国内の建設・土木の現場では、労働力不足や、オペ
レーターの高齢化が進むなか、より安全で低コスト・短
納期・高精度の施工が求められています。
コマツは2015年から全国のコマツレンタル網を通じ、
新しいソリューション『スマートコンストラクション』
の提供を開始しました。

現場に関わるすべての情報をICT（情報通信技術）でつ
なぎ、現場作業の安全、効率を飛躍的に向上。さらにお
客さまとコマツが現場の情報を共有し、ともに課題を解
決する「未来の現場」を実現します。

『スマートコンストラクション』を通じ、コマツは建設・
土木現場の「イノベーション」に取り組んでいきます。

― 数ヵ月を要した測量が大幅に短縮されることで、 土木工事に革命が起きるのではないか。
— お客さまの声 —

― スマートコンストラクションはまさに我々が目指している土木施工の姿になっていくだろう。 

現場に、未来がやってくる
〜 『スマートコンストラクション』 開始〜

特 

集

設備建屋 バイオマスボイラーの燃料となる木質チップ

新設されたプノムヴェーン小学校で行われた式典

現況の高精度測量

● 無人ヘリ（UAV*1）などで
現場を測量し、高精度な
現況3次元データを生成

ICT建機による施工・
施工支援

● ICT建機で安全・高精度・
高効率な施工

● サポートセンターが施工
計画の変更や操作につ
いての問い合わせに対応

施工計画の作成

● 施工完成図面を3次元
化し、施工する範囲や土
量を自動で計算

● 工期優先、コスト優先な
どの最適な施工計画を 
 シミュレート

工事の完了・維持保守

● 作業実績をデータ化して
蓄積・保管

施工現場に関わる情報をICT（情報通信技術）で結ぶことにより、
蓄積した膨大なデータを解析し、最適な提案をすることで、工事全体をトータルで支援

*2全自動ブレード制御機能搭載ICTブルドーザーD61PXi-23*1�UAV（Unmanned�Aerial�Vehicle）

*2

■ 粟津工場でバイオマス発電本格稼働
粟津工場（石川県）の敷地内に、バイオマス蒸気ボイ

ラーシステムを新たに設置しました。昨年5月に竣工し
た同敷地内の新組立工場では、当ボイラーシステムなど
での電力創出に加え、建屋統合による床面積削減・省エネ
などの取り組みにより年間購買電力量の約90%を削減
予定です。また、地元の未利用間伐材を燃料として購入
することで林業を活性化させ、「地方創生」と「エネルギー
コストの低減」の両立を目指します。

■ カンボジアの小学校で地域復興支援事業の
セレモニーを開催
2014年12月、バッタンバン州の小学校にて地域復興

支援事業の式典を開催しました。コマツは2008年より
認定NPO「日本地雷処理を支援する会（JMAS）」と提携
し、カンボジアとアンゴラで、自社開発の車両を活用した
地雷除去活動や道路整備といったコミュニティ再生復興
プロジェクトを行っており、この7年間で、カンボジアで
7集落の地域復興を完了させました。

3 4



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。

①�ご希望のコース番号3～6
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�性別
⑥�ご年齢
⑦�電話番号
⑧�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

〈工場見学会 はがき記入要領〉

①�ご希望のコース番号1～2
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�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）

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

〈コマツテクノセンタ見学会 はがき記入要領〉

見学会のご案内
株主さまを対象とした

対象者

対象者

インフォメーション

● 2015年3月31日現在、当社株式100株以上を保有の株主さま。
● 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。

● 2015年3月31日現在、当社株式100株以上を保有の株主さまと、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。

参
加
方
法

感謝品進呈のご案内

三菱ＵＦＪ信託銀行 証券代行部株主さまサポートセンター
(株)小松製作所感謝品専用窓口
0120-676-252（通話料無料）��受付時間：�9：00～17：00（土日祝を除く）�

株主さまへの

● 2015年3月末現在、当社株式を3年以上保有し、
かつ3単元（300株）以上を保有の株主さま。

8月中に発送
株主名簿に記載されたご住所に、お
1人さまに1個、宅配便にてお届け
いたします。（申込は不要です）

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。

コマツテクノ
センタ見学会

工場見学会

お子さまを対象とした

コース
番号 開催場所 日時 定員

*同伴者含む
概要

1
コマツテクノ

センタ

2015年8月27日（木） 
13：00より約2時間30分 130名* 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2 2015年8月28日（金） 

13：00より約2時間30分 130名*

● 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  2015年7月8日（水）（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、2015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、個人を特定できない形式にて、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。

コース
番号 開催場所 日時 定員 概要

3
 茨城工場

2015年9月10日（木） 
13：30より約3時間 60名 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4 2015年9月11日（金） 
13：30より約3時間 60名

5
粟津工場

2015年10月8日（木）
13：00より約3時間 50名 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6 2015年10月9日（金）
13：00より約3時間 50名

建設機械のデモンストレーション

建設機械のデモンストレーション
（茨城）

組立工場見学（粟津）

対象者

工作コーナー

感謝品のお届けについて

感謝品進呈に関するお問い合わせ先

オリジナルミニチュア
�「PC210LCi-10」

● 縮尺 
1/87 

● サイズ（本体）
全長：110mm
幅 ：36mm
高さ：41mm

 (アンテナまで）
● 対象年齢 

15歳以上

当社株式を長期にわたり保有いただいている株主さまに、感謝品とし
て当社製品のオリジナルミニチュア(非売品)を進呈いたします。
＊毎年１機種ずつリリースし、シリーズ化していきます。

感謝品

ICT油圧ショベルをミニチュアで
再現しました。
作業機・旋回部は可動します。

5 6


