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インターネットで世界とつながる、次世代の技術・生産改革

〒 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
この中間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 20.1%
197,794名
195,372,145株

金融機関 32.4%
191名
315,080,405株一般法人 2.9%

1,433名
28,572,462株

金融商品取引業者 3.2%
168名
31,624,546株

外国人 41.2%
837名
401,318,102株

■ 取締役および監査役（2015年9月30日現在)

■ 株式の状況（2015年9月30日現在)

発行済株式総数 971,967,660株
株主数 200,423名
株主構成

■ 会社概要（2015年9月30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 47,310名（当社と連結子会社139社の人員）
 単独 10,629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

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

山田 浩二
常勤監査役
森本 誠
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



コマツは、世界の現場で稼働する建設・鉱山機械と、全ての生
産工場、サプライヤー（協力企業）、代理店、販売・生産・在庫管理
システムなどをインターネットで結ぶ「IoT（Internet�of�Things）」
を推進しています。
IoTによって、お客さまそれぞれの現場ニーズに即応したサー

インターネットで世界とつながる、次世代の技術・生産改革

IoTで、コマツが変わる。特集

ごあいさつ

コマツ取締役会メンバー
（後列左から） 黒本 和憲、篠塚 久志、 池田 弘一
 奥 正之、薮中 三十二、森 正尚

（前列左から） 藤塚 主夫、野路 國夫、大橋 徹二、髙村 藤寿

第147期の中間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。

当中間期（2015年4月1日から2015年9月30日まで）の
連結売上高は8,924億円（前年同期比5.3%減）、営業利益は
990億円（前年同期比21.2%減）となりました。

当中間期は、日本で開始した建設現場の課題解決のためのソ
リューション事業「スマートコンストラクション」において、

「ステレオカメラ」の導入など、お客さまの施工全体の安全と生
産性向上に貢献する建設現場の「IoT（Internet of Things）」を
推進しました。

また建設・鉱山機械の新車需要が落ち込む中でも、アフターマー
ケットのさらなる体制強化を図るため、小山工場（栃木県）敷地内
の部品販生オペレーションセンタの機能を拡充しました。

コマツグループは、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」を共有し、安全・環境・コンプライアンス、品質
保証を不変に追い続けることを通じ、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11月
代表取締役会長 代表取締役社長

■ 売上高
（単位:億円）

中
間
年
間
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19,536
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2014年度
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見通し［4月公表値］

2015年度

■ 営業利益
（単位:億円） 中

間
年
間

1,089

2,404

2013年度

1,256

2,420

2014年度

990

2,210
見通し［4月公表値］

2015年度

■ 純利益
（単位:億円） 中

間
年
間

788

1,595

2013年度

779

1,540

2014年度

650

1,380
見通し［4月公表値］

2015年度

連結業績

売上高 8,924億円（前年同期比 5.3%減）
営業利益 990億円（前年同期比  21.2％減）
売上高営業利益率 11.1 % （前年同期比 2.2ポイント減）
税引前純利益 978億円（前年同期比 20.8%減）
純利益* 650億円（前年同期比 16.5%減）

2015年9月30日に終了した6カ月間
■ 連結決算 ＜米国会計基準＞

*米国会計基準における「当社株主に帰属する四半期純利益」

建設現場のあらゆる情報をICTでつなぎ、安全で生産性の高い「未来の現場」を実
現するソリューション事業「スマートコンストラクション」。2015年2月に日本で
サービスを開始し、延べ1,000を超す現場でご利用いただいています。

新技術の導入も進んでいます。新たにICT油圧ショベルPC200iへの搭載を開始し
た「ステレオカメラ」は、車体周囲の施工地形を高速・高精度に計測し、リアルタイムに
クラウド型データベース「KomConnect」に蓄積します。無人ヘリ（UAV）で測量した
施工前の地形と、設計図面データの完成予想地形、さらにステレオカメラによる施工中
の地形を自動照合することで、現場全体の正確な施工進捗管理が可能になりました。

スマートコンストラクション

世界各地のコマツの工場だけでなく、サプライヤーの生産設備までもネットワークで
つなぎ、リアルタイムで製造現場を「見える化」して改善する「KOM-MICS」構想を推進。

さらに市場情報をコマツの製造現場に直結化することで、本体・部品供給のス
ピードアップと中間在庫の最少化に取り組みます。

生産の「つながる化」

KOM-MICS端末導入試験中の工作機械（大阪工場）

ICT油圧ショベル「PC200i-10」に搭載したステレオ
カメラ

ビス・ソリューションの提供や安全性・生産性の飛躍的向上と
いった、かつてない改革が可能になります。
2001年、機械稼働管理システム「KOMTRAX」の標準装備に

よって建機のICT化に先鞭をつけたコマツは、IoTによる未来の
ビジネスモデル構築においても「ダントツ」を目指します。

現場からリアルタイムに送信されるデータを取り込ん
だ上、工事の進捗に応じ最適な作業工程をシミュレート
し、提案します。�

KomConnect：②施工計画シミュレーション

UAV測量地形と完成図とを自動照合し、「掘り下げ
る」「土を盛る」などの作業指示を色で表示します。

KomConnect：①施工土量の差分計算

ステレオカメラは施工中の現場を随時撮影し、周囲の
工事進捗を「KomConnect」にデータ送信します。

ステレオカメラによる工事進捗把握
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1 株当たりの中間配当金 2015 年度［第 147期］：29�円
 （2014 年度［第 146 期］：29 円）

■ 配当金

建設機械・車両部門

中国 346億円 （前年同期比 44.4% 減）    

アジア 997億円 （前年同期比   4.0% 減）    

オセアニア 569億円 （前年同期比 21.5% 減）    

中近東 313億円 （前年同期比   2.4% 増）    

日本 1,485億円 （前年同期比   2.1% 減）

北米* 1,735億円 （前年同期比 27.9% 増）

  アフリカ 441億円 （前年同期比 18.8% 減）  

戦略市場：50% 伝統市場：50% 

中南米*  1,090億円 （前年同期比 15.6% 減）

欧州 714億円 （前年同期比   4.0% 減）  

CIS 233億円 （前年同期比 16.5% 減） 

5%

4%

7%

13%

4%

19%

22%

 9%

14%

3%

■ 地域別売上構成比（外部顧客向け売上高：2015年9月30日に終了した6カ月間）

産業機械他部門

中
間
年
間

部門別の概況

995

2,091

2013年度

1,024

2,215

2014年度

1,007

2,150
見通し［4月公表値］

2015年度

■ 売上高（部門間取引消去前ベース）
（単位:億円）

中
間
年
間

小山地区の工場の生産改革が進む
7月、栃木県の小山工場と栃木工場の開発機能および小山工場

の管理機能を集約した「小山テクニカルセンタ」が完成しました。
また、8月より栃木工場でミニ建機・フォークリフトの組立ライン
を直線で延伸する「新整備工場」が本格稼働しました。

*小山工場では、エンジン、油圧機器、アクスル（車軸）の開発・生産を行っており、隣接
する栃木工場ではミニ建機・フォークリフトの開発・生産を行っています。

インドに新油圧ショベル工場設立
インド南部のチェンナイのコマツインディア（有）に新たな油

圧ショベルの工場を設立し、5月に開所式を行いました。将来的
にはインド国内だけでなく、中近東やアフリカなどのお客さま
へも高品質の商品をお届けしていく予定です。

第21回「半導体・オブ・ザ・イヤー」にて
ArFレーザー「GT64A4」が優秀賞を受賞

産業タイムス社主催の第21回「半導体・オブ・ザ・イヤー」でギガフォトン（株）の
ArF （アルゴン・フッ素）レーザー「GT64A4」が優秀賞を受賞しました。「GT64A4」
は、稼動データを共有する機能を搭載。お客さまやビジネスパートナーと連携し、ユー
ザーの視点から、運転コストや環境負荷低減といった技術開発やサービスの提供を可
能にした点が評価されました。

コマツインディア(有)の新油圧ショベル工場 小山工場敷地内に完成した
小山テクニカルセンタ

栃木工場の新整備工場

*2015年度 第1四半期より、メキシコ代理店の買収に伴い、「北米」に含まれていた一部のメキシコ向け売上高を「中南米」に変更しました。（2014年度 上期も遡及して組替表示）

ArFレーザー「GT64A4」

中
間
年
間

48
20

2013年度

78

162

2014年度

75

180
見通し［4月公表値］

2015年度

■ セグメント利益
（単位:億円）中

間
年
間

8,300

17,522

2013年度

8,436

17,634

2014年度

7,941

16,700
見通し［4月公表値］

2,100
見通し［4月公表値］

2015年度

■ 売上高（部門間取引消去前ベース）
（単位:億円） 中

間
年
間

1,057

2,421

2013年度

1,167

2,272

2014年度

924

2015年度

■ セグメント利益
（単位:億円）

世界柔道選手権で2選手がメダルを獲得
カザフスタン・アスタナで、8月24日から8月30日にわたり開催され

た世界柔道選手権大会において、48kg級の浅見八瑠奈選手と63kg級の
田代未来選手がメダルを獲得しました。皆さまのご声援ありがとうござ
いました。

 48kg級 浅見八瑠奈 ● 銀メダル
 63kg級 田代 未来 ● 銅メダル
 団 体 戦  田代 未来 ● 金メダル

CSR

浅見八瑠奈選手 田代未来選手

写真：アフロスポーツ写真：アフロスポーツ 主な戦績

トピックス

トピックス

1 株当たり配当金
（単位 : 円）

29

58

2013年度

29

58

2014年度

29

58
［予想］

2015年度

建 設 機 械・車 両 部 門 の 売 上 高 は
7,941億円（前年同期比5.9%減）、セグ
メント利益は 924億円（前年同期比
20.9%減）となりました。

北米において一般建設機械の需要を
着実に取り込んだものの、鉱山機械の
需要低迷に伴う販売減少や中国をはじ
めとする新興国の需要が大幅に減少
し、売上げは前年同期を下回りました。

産業機械他部門の売上高は1,007億円
（前年同期比1.6%減）、セグメント利益は
75億円（前年同期比3.5%減）となりました。

半導体業界の好調な設備稼働に支え
られギガフォトン（株）の売上げが伸長
したことに加え、鍛圧機械の販売が拡
大したものの、全体として売上げは前
年同期を下回りました。
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対象者

インフォメーション

● 2015年9月30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。

株主さま・個人投資家さま向け
ウェブサイトがより便利になりました!

小山／栃木工場・
大阪工場見学会

株主さまを対象とした

見学会のご案内

①�ご希望のコース番号�
1～5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（緊急のご連絡先）
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

〈はがき記入要領〉

栃木工場での見学の様子 大阪工場での見学の様子

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

インタビュー形式で、社長自らが
コマツの強みや今後の見通しにつ
いてお話しします。

直近の決算説明会や、事業説明会
などの資料を掲載。

会社紹介・株主になるメリットなど
の情報を掲載。

配当金や、株主さま向けイベント
などを紹介。

コース
番号 開催場所 日時 定員 概要

1
小山／

栃木工場

2016年3月17日（木） 
13：30より約3時間 50名

所在地    ：栃木県小山市
最寄駅    ：JR 小山駅
生産品目：【小山】エンジン、油圧機器、アクスル

（車軸）など
【栃木】フォークリフト、ミニショベル、

ミニホイールローダーなど
2 2016年3月18日（金） 

13：30より約3時間 50名

3

大阪工場

2016年3月23日（水）
13：30より約3時間 50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
4 2016年3月24日（木）

13：30より約3時間 50名

5 2016年3月25日（金）
13：30より約3時間 50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12月11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、2016年2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。

参
加
方
法

社長インタビュー

株主さま向けページ説明会資料

個人投資家さま向けページ
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