
株主の皆さまへ

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 20.0%
195,659名
194,397,775株

金融機関 34.3%
187名
333,672,602株一般法人 2.5%

1,417名
24,839,084株

金融商品取引業者 2.9%
151名
28,386,602株

外国人 40.1%
873名
390,671,597株

 株式の状況（2016年3月31日現在）
発行済株式総数 971,967,660株
株主数	 198,287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
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）

 会社概要（2016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

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

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

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）

―2016年6月発行 ―

法面（斜面）の整形作業を行うICT油圧ショベル「PC128USi-10」（千葉県茂原市）
撮影協力：株式会社	マイタック殿



株主の皆さまには、日頃よりご理解とご支援をいただ
き、厚く御礼申しあげます。

2015年度（2015年4月1日から2016年3月31日まで）は、
鉱山機械ならびに新興国における一般建設機械の需要減の
影響が大きく、連結売上高は1兆8,549億円（前期比6.3％
減）、営業利益は2,085億円（前期比13.8％減）となりました。
引き続き厳しい経営環境が見込まれるなか、コマツは
2016年度から2018年度までの3カ年を対象とする新た
な中期経営計画を策定いたしました。
コマツの経営の基本は、「品質と信頼性」を追求し、企業価値
を最大化することにあります。全社員が「コマツウェイ」を共
有し、環境・社会・コーポレートガバナンスについてこれまで以
上に強く意識しながら、業績の向上、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してまいります。

株主の皆さまには、引き続き変わらぬご支援、ご協力を
賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。

2016年6月

ごあいさつ

代表取締役社長　
大橋　徹二

代表取締役社長　
大橋　徹二

取締役会長
野路　國夫

取締役会長
野路　國夫

連結業績の推移

配当金について

 1株当たりの年間配当金*
（単位:円）

2013年度 2014年度 2015年度 2016年度
（見通し）

 売上高
（単位:億円）

19,536 19,786

2013年度 2014年度

18,549

2015年度

16,850

2016年度
（見通し）

*配当金は決議ベース

58 58 58 58

 純利益とROE
（単位:億円）

2013年度 2014年度 2015年度 2016年度
（見通し）ROE（株主資本純利益率）（%）

12.4

1,595 1,540

10.6
6.2

920
9.0

1,374

 営業利益と売上高営業利益率
（単位:億円）

2013年度 2014年度 2015年度 2016年度
（見通し）売上高営業利益率（%）

2,404

12.3

2,420

12.2

2,085

11.2
1,500

8.9

本年4月よりスタートした新たな中期経営計画において、「連結配当性向を
40％以上（従来『30％以上』）とし、連結配当性向が60％（従来『50％』）を超
えないかぎり減配はしない」方針といたしました。

配当性向を引き上げました配当方針
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 熊本地震被災地への支援を実施
4月に発生した熊本地震を受けて、コマツは被災地で必要と

される建設機械、フォークリフト、発電機などの機材やプレハ
ブハウス、ユニットハウスの無償貸与をはじめとする1,000万
円相当の支援を行ってまいります。
被災地の皆さまには心からお見舞い申しあげますとともに、

一日も早い復旧・復興をお祈り申しあげます。

 コマツ女子柔道部より田代未来選手が
　リオデジャネイロ五輪代表に決定　
8月に行われる第31回オリンピック競技大

会（ブラジル・リオデジャネイロ）柔道競技の日
本代表に63kg級の田代未来選手が選出されま
した。オリンピックに向けて引き続きの応援
をよろしくお願いいたします。

田代未来選手

 スマートコンストラクションが「2015年日経優秀 
製品・サービス賞 日本経済新聞賞 最優秀賞」を受賞
「日経優秀製品・サービス賞」は毎年
1回、特に優れた新製品・サービスを表
彰するものです。建設現場のあらゆ
る情報をICTでつなぐ「スマートコン
ストラクション」は、油圧ショベル
「PC200-8ハイブリッド」（2008年）、
「建機・鉱山機械の自動管理・運行シス
テム」（2013年）に続く通算3回目の
受賞となります。

2016年度から2018年度までの3カ年を対象とする新たな
中期経営計画では、建設・鉱山機械の需要が停滞するなかで、引
き続き「イノベーションによる成長戦略」、「既存事業の成長戦
略」、「土台強化のための構造改革」の3つの経営戦略のもと、将
来の成長に向けた種

たねま
蒔きに注力するとともに、コマツグループ

の強みである「IoT（Internet	 of	 Things）」の更なる活用などに
より成長を加速させます。

4月より新たな
中期経営計画を
スタート

2015年12月、国内市場への導
入を開始したICT油圧ショベル
「PC128USi-10」

トピックス

応援してくださる方々に感謝の気持
ちを持って、夢であるオリンピックでの
金メダルを目指して頑張ります。

田代選手のコメント

成長性 業界水準を超える成長率を目指す
収益性 業界トップレベルの営業利益率を目指す
効率性 ROE*1は10％レベルを目指す

株主還元
①	成長への投資を主体としながら、株主還元
	（自社株買いを含む）とのバランスをとる
②	連結配当性向を40％以上とし、60％を
	 超えない限り減配はしない

健全性 業界トップレベルの財務体質を目指す

リテール
ファイナンス
事業

①	ＲＯＡ*2	2.0％以上
②	ネット・デット・エクイティ・レシオ*3	を5倍以下

*1	ROE＝当社株主に帰属する当期純利益／（（期首株主資本＋期末株主資本）／2）
*2	ROA＝税引前当期純利益／（（期首総資産＋期末総資産）／2）
*3	ネット・デット・エクイティ・レシオ＝（有利子負債－現預金）／株主資本

 メキシコに建設・鉱山機械の代理店を設立
2016年4月、メキシコシティ

にて新たに建設機械と鉱山機
械の双方をカバーする代理店
をスタートいたしました。
重要市場であるメキシコにお

いて、代理店をメーカーである
コマツ主導で運営することによ
り、更なる成長を目指します。

メキシコの金鉱山で稼働する
コマツダンプトラック「960E」「930E」

 経営目標

Tog
ether We Innovate GEMBA Worldwide

Growth Toward Our 100th Anniversary(2021) and Beyond 
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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）�

● 2016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）

対象者

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
� �「WA380-8 」

●	縮尺	
1/87	

●	サイズ（本体）
高さ	 39.7mm
横	 33.5mm
縦	 95.6mm

●	対象年齢	
13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、シリーズ化しています。

コマツは個人株主の皆さまとの対話をより活性化するため、経
営トップによる会社説明会や、工場を直接ご覧いただける見学
会などを開催しています。
今後も、当社をより深くお知りいただける企画を検討してまい
りますので、ぜひご参加ください。

感謝品

ホイールローダーを
ミニチュアで再現しました。
バケット部分が上下します。

nformation インフォメーションi

感謝品進呈のご案内
株主さまへの

個人株主さまを対象とした

さまざまなイベントを
実施しています 01

個人株主の皆さまとのコミュニケーションの場として、毎年2
都市で開催し、経営トップが業績や経営戦略についてご説明し
ています。1997年に開始して以来41回開催し、約12,000名
の株主の皆さまにご参加いただいています。

 会社説明会

 工場見学会
コマツの「モノ作り」をより深くご理解いただくため、生産工場
などの見学会を2007年より開催しています。見学会では、概要
紹介、施設見学、質疑応答などを実施。株主さまとのコミュニ
ケーションを深める良い機会となっています。

参加された方の声

参加された方の声

●	遠隔地なので株主総会に参加できずにいました。地方での説明会は非常
に有意義だと思います。

●	今までより身近に会社を感じることができました。

●	工場見学を通じ、普段見ることがない建設機械にも日本らしい技術を駆使
していることが分かった。

●	建機の組立工程や動く様子を見ることができて、感動しました。
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nformation

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、施設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。

対象者

● 2016年3月末現在、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、ご参加はお子さまとその保護者（成人）とし、株主さまご本人を含め1組4名までと
� させていただきます。

当社の建設・鉱山機械の展示および組立ラインをお子さまと一�緒にご覧いただけます。

粟津工場・こまつの杜 見学会 

コース
番号 開催場所 日時 定員

*同伴者含む
概要

1
粟津工場・
こまつの杜

2016年8月23日（火）	
13：00より約2時間30分 32名* 所在	地	 ：	石川県	小松市

最寄	駅	 ：	JR北陸本線	粟津駅（粟津工場）、小松駅（こまつの杜）
施設	概要	：	粟津工場（中小型建設機械の生産）
	 	 こまつの杜（展示施設）2 2016年8月24日（水）	

13：00より約2時間30分 32名*

対象者

●	2016年3月末現在、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。

工場見学会

コース
番号 開催場所 日時 定員 概要

3
 茨城工場

2016年9月15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 2016年9月16日（金）	
13：30より約3時間 60名

建設機械のデモンストレーション
（茨城工場）

こまつの杜建設機械の組立ライン（粟津工場）

他の工場見学や参加方法は次のページをご覧ください ＞＞

インフォメーションi

見学会のご案内
株主さまを対象とした02

ちびっこ NEW!!
新イベント
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インフォメーションnformationi

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�見学される方全員の
お名前、ご年齢をご記入
ください。（1組4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

粟津工場・こまつの杜 見学会
はがき記入要領

建設機械の実機見学（大阪工場）

組立工場見学（粟津工場）

参
加
方
法

●	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。）

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。

●	締切	 	2016年7月5日（火）（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、2016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。

ちびっこ

コース
番号 開催場所 日時 定員 概要

5
大阪工場

2016年9月29日（木）
13：30より約3時間 40名 所在	地	 ：	大阪府	枚

ひらかた
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、

大型ブルドーザーなど6 2016年9月30日（金）
13：30より約3時間 40名

7
粟津工場

2016年10月6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8 2016年10月7日（金）
13：00より約3時間 50名

①�ご希望のコース番号3～
8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）
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