
2014年５月27日

株　主　各　位

第145回定時株主総会招集ご通知に際しての
インターネット開示事項

当社は、第145回定時株主総会招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、	
以下の事項につきましては、法令および定款第16条の規定に基づき、	
インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.komatsu.co.jp/）
に掲載することにより株主の皆様に提供しております。

①連結計算書類の「連結注記表」
	 ②計算書類の「個別注記表」



連結注記表

【連結計算書類作成のための基本となる重要な事項】
１．連結の範囲及び持分法の適用に関する事項
（1） 連結子会社の数 143社

（2） 持分法適用関連会社の数 36社

２．重要な会計方針
（1） 連結計算書類の作成基準
      当社の連結計算書類は、会社計算規則第120条の２第１項の規定により、米国において一般に公正妥当

と認められる企業会計の基準による用語、様式及び作成方法に準拠して作成しております。ただし、同項
の規定に準拠して、米国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準により要請される記載及
び注記の一部を省略しております。

（2） たな卸資産の評価方法及び評価基準
      たな卸資産の評価は低価法によっております。原価は、製品及び仕掛品については個別法、原材料及び貯

蔵品については総平均法により算定しております。また、補給部品の取得原価については主として先入
先出法により算定しております。

（3） 投資有価証券の評価方法及び評価基準
      米国財務会計基準審議会会計基準編纂書（以下、「会計基準編纂書」）320「投資－債券と持分証券」を適用

しております。
    売却可能投資有価証券 －－－－－  決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。）

（4） 固定資産の減価償却方法
    有形固定資産の減価償却方法 －－定額法

  （減価償却方法の変更）
  当社及び一部の連結子会社の有形固定資産の減価償却方法は、従来、
主として定率法を採用しておりましたが、2013年４月１日から、定額
法に変更しました。
  当社グループ（当社及び連結子会社）は、開発と生産を一体化したマ
ザー工場制を敷いており、付加価値が高く技術的重要性の高い主要コ
ンポーネントを日本で一極生産することで技術革新を継続しておりま
す。また、需要地で組立てを行うことを原則としながら、主力製品につ
いては需要・為替の変動に合わせ、最適な工場で生産し輸出するという
本体クロスソーシング活動も推進しております。更に、経営効率の改善
に向け、国内生産拠点においては電力使用量半減と合わせ、老朽化した
工場の刷新及び物流改善や技術革新による加工工程の見直しにより、
生産効率の向上と平準化並びに生産設備の安定稼働の確立を進めて
おります。設備投資は、一定水準の投資を継続することで、生産設備の
新陳代謝を計画的に行っていきます。これらの活動により、今後、生産
能力の範囲内で安定的な生産と設備稼働が見込まれ、それに伴う経済
的便益を耐用年数にわたって平均的に受けることが可能となります。
  これを契機に減価償却方法の見直しを行った結果、今後の有形固定資
産の使用形態をより適切に反映し、原価配分を収益に対応させるため
には、定額法による減価償却が望ましい方法であると判断しました。
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この減価償却方法の変更は会計基準編纂書250「会計上の変更及び誤
謬の修正」の規定に従い、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。
この変更により、当期において、減価償却費は従来の方法によった場
合に比べ12,181百万円減少し、当社株主に帰属する当期純利益は
7,540百万円増加しております。また、基本的１株当たり当社株主に
帰属する当期純利益及び希薄化後１株当たり当社株主に帰属する当
期純利益は、それぞれ７円91銭及び７円90銭増加しております。

    無形固定資産の減価償却方法 －－定額法
ただし、会計基準編纂書350「営業権とその他の無形固定資産」に準拠
し、営業権及び耐用年数が確定できないその他の無形固定資産につい
ては、償却を行わずに少なくとも年１回の減損テストを実施しており
ます。

（5） 引当金の計上基準
    貸倒引当金 －－－－－－－－－－  債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、

回収懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、
回収不能見込額を計上しております。

    退職給付債務 －－－－－－－－－  会計基準編纂書715「報酬－退職後給付」に準拠し、従業員の退職給付
に備えるため、当期末における予測給付債務及び年金資産の公正価値
に基づき計上しております。年金制度の積立状況、すなわち予測給付
債務と年金資産の公正価値の差額を連結貸借対照表で認識しており、
対応する調整をその他の包括利益累計額に計上しております。
過去勤務費用については、発生時の従業員の平均残存勤務期間年数で
定額償却しております。
年金数理計算上の純損失については、回廊（＝予測給付債務と年金資
産の公正価値のいずれか大きい方の10％）を超える部分について、そ
の発生時の従業員の平均残存勤務期間年数で、定額償却しております。

（6） 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

【連結貸借対照表関係注記】
１．受取手形及び売掛金並びに長期売上債権に係る貸倒引当金 19,463百万円

２．有形固定資産の減価償却累計額 741,610百万円

３．  その他の包括利益（△損失）累計額には、外貨換算調整勘定、未実現有価証券評価損益、年金債務調整勘定、
未実現デリバティブ評価損益が含まれております。

４．担保に供している資産

現金及び現金同等物 3百万円
その他の流動資産 1,423百万円
有形固定資産 858百万円
　合　計 2,284百万円
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５．保証債務
従業員、関連会社及び顧客等の借入金に対し、債務保証を行っております。

保証債務 67,388百万円

【１株当たり情報に関する注記】
１．１株当たり株主資本 1,443円97銭

２．基本的１株当たり当社株主に帰属する当期純利益 167円36銭

３．希薄化後１株当たり当社株主に帰属する当期純利益 167円18銭

【金融商品に関する注記】
１．金融商品の状況に関する事項

当社グループは、将来の事業活動に必要な資金を確保し、適切な流動性を維持することを財務の基本方針と
しております。この方針に従い、短期資金需要に対しては、営業活動から得られたキャッシュ・フローを主と
して充当し、必要に応じ銀行借入及びコマーシャル・ペーパーの発行等でまかなっております。また、中長期
資金需要に機動的に対応するため、当社は社債発行枠とユーロ・ミディアム・ターム・ノートプログラムを保
有しております。

受取手形、売掛金及び長期売上債権については、世界中の顧客、ディーラー及び関係会社を相手として営業
活動を行っており、それらの債権は信用リスクが集中しないよう分散されております。
一部の外貨建て債権・債務については為替の変動リスクにさらされており、これらのリスクを軽減するため、
外貨資金繰り予想に基づいて外国為替予約又は通貨スワップ契約を締結しております。
投資有価証券－市場性のある持分証券は上場株式であり、四半期ごとに時価の把握を行っております。
短期及び長期債務については、関連する金利リスクを管理する目的で、金利スワップ契約及び金利キャップ
契約を締結しております。
金融派生商品に対して、取引相手の契約不履行による信用損失を受けるリスクがありますが、取引相手の信
用度が高いため、その可能性は想定しておりません。なお、金融派生商品をトレーディング又は投機目的で
契約しておりません。

２．金融商品の時価等に関する事項
金融商品の連結貸借対照表計上額、公正価額及び差額は次のとおりです。

（金額単位：百万円）
連結貸借対照表

計上額
（＊）

公正価額
（＊） 差額

（1）現金及び現金同等物 90,872 90,872 －
（2）定期預金 277 277 －
（3）受取手形及び売掛金 617,334 617,334 －
（4）長期売上債権 260,904 260,904 －
（5）投資有価証券－市場性のある持分証券 59,109 59,109 －
（6）短期債務 （176,515） （176,515） －
（7）支払手形及び買掛金 （234,231） （234,231） －
（8）長期債務－１年以内期限到来分を含む （428,552） （421,487） 7,065
（9）金融派生商品－純額 （8,046） （8,046） －

（＊）負債に計上されているものについては、（   ）内で示しております。
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（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及び金融派生商品に関する事項
（1） 現金及び現金同等物、（2） 定期預金並びに（3） 受取手形及び売掛金
      これらの勘定は短期間で決済されるので、その連結貸借対照表計上額は公正価額に近似してお

ります。

（4） 長期売上債権
      長期売上債権の公正価額は、将来のキャッシュ・フローから、現行の予想利子率で割り引いて算

定されます。その結果、連結貸借対照表計上額は、公正価額に近似しております。

（5） 投資有価証券－市場性のある持分証券
      公正価額の見積りが可能な市場性のある持分証券の公正価額は、市場価格に基づいて算定して

おり、その結果を連結貸借対照表に計上しております。

（6） 短期債務並びに（7） 支払手形及び買掛金
      これらの勘定は短期間で決済されるので、その連結貸借対照表計上額は公正価額に近似してお

ります。

（8） 長期債務－１年以内期限到来分を含む
      長期債務の公正価額は、取引所の相場による価格に基づいて算定するか、あるいは、借入ごとに

将来のキャッシュ・フローから、類似の満期日の借入金に対して適用される期末時点での借入金利
で割り引いて算定した現在価値に基づいて算定しております。

（9） 金融派生商品－純額
      主に外国為替予約及び金利スワップ契約からなる金融派生商品の公正価額は、金融機関から入

手した見積価格に基づいて算定しており、その結果を連結貸借対照表に計上しております。

（注２）  非上場株式（連結貸借対照表計上額8,066百万円）は、主に市場性のない持分証券であり、「投資有価
証券－市場性のある持分証券」には含めておりません。

【賃貸等不動産に関する注記】
当社グループにおいて保有する賃貸用の土地や建物等の総額に重要性はありません。

【重要な後発事象】
特に記載すべき事項はありません。

【その他の注記】
記載金額は百万円未満を四捨五入して表示しております。
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個別注記表

＜重要な会計方針に係る事項に関する注記＞
１．有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式 －－－－－－－－ 移動平均法による原価法
その他有価証券

時価のあるもの －－－－－－－－－－－－－ 決算日の市場価格等に基づく時価法
（  評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定）
時価のないもの －－－－－－－－－－－－－ 移動平均法による原価法

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法
商品及び製品、仕掛品 －－－－－－－－－－－ 個別法による原価法
原材料及び貯蔵品 －－－－－－－－－－－－－ 総平均法による原価法
なお、貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております。

３．固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く） －－－－－－－－－－－－－ 定額法
無形固定資産（リース資産を除く） －－－－－－－－－－－－－ 定額法
リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 －－－－－－－－－－－－ リース期間を耐用年数とした定額法

なお、リース取引開始日が2008年３月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引につい
ては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を採用しております。

４．引当金の計上基準
（1） 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

（2） 投資損失引当金
国内及び海外の非上場会社への投資に係る損失に備えるため、投資先の資産内容及び所在地国の為替相場
の変動等を勘案して計上しております。

（3） 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の当期費用負担分を計上しております。この計上額は、支給見込額に基づ
き算定しております。

（4） 役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の当期費用負担分を計上しております。この計上額は、支給見込額に基づき
算定しております。

（5） 製品保証引当金
製品販売後のアフターサービス費用の支出に備えるため、過去の実績に基づき必要額を計上しております。

（6） 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産に基づき、当期末において
発生している額を計上しております。
なお、過去勤務費用は、その発生事業年度において費用処理しております。数理計算上の差異は、各期の
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞ
れ発生の翌期から費用処理しております。
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５．収益及び費用の計上基準
原則として、国内は客先納入時に、輸出は船積完了時に販売価格の総額を計上しております。
また、据付工事を要する大型機械等は、据付完了時に売上を計上しております。

６．消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

＜会計方針の変更に関する注記＞
当社の有形固定資産の減価償却方法は、従来、主として定率法を採用しておりましたが、2013年４月１日から、
定額法に変更しました。
当社グループは、開発と生産を一体化したマザー工場制を敷いており、付加価値が高く技術的重要性の高い主
要コンポーネントを日本で一極生産することで技術革新を継続しております。また、需要地で組立てを行うこと
を原則としながら、主力製品については需要・為替の変動に合わせ、最適な工場で生産し輸出するという本体ク
ロスソーシング活動も推進しております。更に、経営効率の改善に向け、国内生産拠点においては電力使用量半
減と合わせ、老朽化した工場の刷新及び物流改善や技術革新による加工工程の見直しにより、生産効率の向上
と平準化並びに生産設備の安定稼働の確立を進めております。設備投資は、一定水準の投資を継続することで、
生産設備の新陳代謝を計画的に行っていきます。これらの活動により、今後、生産能力の範囲内で安定的な生産
と設備稼働が見込まれ、それに伴う経済的便益を耐用年数にわたって平均的に受けることが可能となります。
これを契機に減価償却方法の見直しを行った結果、今後の有形固定資産の使用形態をより適切に反映し、原価
配分を収益に対応させるためには、定額法による減価償却が望ましい方法であると判断しました。
これにより、従来の方法に比べて、当期の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ9,701百万円増
加しております。

＜貸借対照表等に関する注記＞
１．有形固定資産の減価償却累計額 400,673百万円

２．偶発債務
関係会社及び協力企業の金融機関借入金等に対する債務保証残高 48,160百万円
従業員の金融機関借入金（住宅融資）に対する債務保証残高 1,603百万円
関係会社の社債に対するキープウェル契約残高 117,760百万円

３．関係会社に対する金銭債権・金銭債務
短期金銭債権 229,368百万円
短期金銭債務 67,662百万円
長期金銭債権 25,263百万円
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＜損益計算書に関する注記＞
１．関係会社との間の取引高

売上高 593,829百万円
仕入高 140,153百万円
営業取引以外の取引高 75,586百万円

２．減損損失
当社の資産グループは、主として遊休資産及び賃貸資産においては個別単位で、事業資産においては管理会
計上の区分ごとにグルーピングしております。
このグルーピングに基づき、固定資産の減損を検討した結果、帳簿価額に対し時価が下落している資産につ
いて帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。
なお、回収可能価額は正味売却価額により測定しております。
当期において、当社は特別損失として以下の資産グループについて減損損失（160百万円）を計上しており
ます。

用途 種類 地域 減損損失
（百万円）

遊休資産 土地 関東地方 30
遊休資産 建物等 関東地方 126
遊休資産 土地 中部地方 3
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＜株主資本等変動計算書に関する注記＞
１．発行済株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数

普通株式 983,130,260株 － 　　株 － 　　株 983,130,260株

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数

普通株式（注）1, 2 29,802,378株 13,575株 438,568株 29,377,385株

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加13,575株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
２．  普通株式の自己株式の株式数の減少438,568株は、ストック・オプションの行使による減少

438,000株及び単元未満株式の売渡しによる減少568株であります。

３．配当に関する事項
（1） 配当金支払額

決　　　　議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり
配当額 基準日 効力発生日

2013年６月19日
定時株主総会 普通株式 22,879百万円 24円 2013年３月31日 2013年６月20日

2013年10月28日
取締役会 普通株式 27,658百万円 29円 2013年９月30日 2013年11月29日

（2） 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決　議　予　定 株式の種類 配当金の原資 配当金の総額 １株当たり
配当額 基準日 効力発生日

2014年６月18日
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 27,658百万円 29円 2014年３月31日 2014年６月19日
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４．新株予約権に関する事項

新株予約権の内訳
新株予約権

の目的となる
株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当期首
株式数

当期増加
株式数

当期減少
株式数

当期末
株式数

2005年
新株予約権　（注）１ 普通株式 150,000 － 150,000 －

2006年
新株予約権①（注）1, 2 普通株式 214,000 － 27,000 187,000

2006年
新株予約権②（注）2, 3 普通株式 396,000 － 113,000 283,000

2007年
新株予約権①（注）2, 3 普通株式 239,000 － 58,000 181,000

2007年
新株予約権②（注）2, 3 普通株式 323,000 － 70,000 253,000

2008年
新株予約権①（注）2, 3 普通株式 192,000 － 48,000 144,000

2008年
新株予約権②（注）2, 3 普通株式 255,000 － 49,000 206,000

2009年
新株予約権①（注）1, 2 普通株式 160,000 － 36,000 124,000

2009年
新株予約権②（注）2, 3 普通株式 302,000 － 56,000 246,000

2010年
新株予約権①（注）1, 2 普通株式 21,000 － 14,600 6,400

2010年
新株予約権②（注）1, 2 普通株式 55,800 － 18,400 37,400

2011年
新株予約権①（注）2, 4 普通株式 87,200 － － 87,200

2011年
新株予約権②（注）2, 4 普通株式 252,900 － － 252,900

2012年
新株予約権①（注）2, 4 普通株式 84,300 － － 84,300

2012年
新株予約権②（注）2, 4 普通株式 255,500 － － 255,500

2013年
新株予約権①（注）2, 4, 5 普通株式 － 56,100 － 56,100

2013年
新株予約権②（注）2, 4, 5 普通株式 － 235,800 － 235,800

（注）１．新株予約権の当期減少株式数は、新株予約権の行使によるものであります。
２．新株予約権①は会社法に基づき当社取締役に対して報酬として発行したものであります。

また新株予約権②は会社法に基づき当社使用人等に対して無償で発行したものであります。
３．  新株予約権の当期減少株式数は、新株予約権の行使及び新株予約権の権利行使期間満了によるもの

であります。
４．2014年３月31日現在、新株予約権を行使することができる期間は到来しておりません。
５．新株予約権の当期増加株式数は、新株予約権の新規発行によるものであります。
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＜税効果会計に関する注記＞
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
（繰延税金資産）

製品保証引当金 1,789百万円
たな卸資産 521
未払事業税 2,013
賞与引当金 3,056
退職給付引当金 8,533
投資損失引当金 3,618
減損損失 3,292
投資有価証券・関係会社株式 5,689
減価償却超過額 2,504
貸倒引当金繰入超過額 648
その他 7,233
繰延税金資産小計 38,901
評価性引当額 △10,092
繰延税金資産合計 28,809

（繰延税金負債）
固定資産圧縮積立金 △ 8,204
その他有価証券評価差額金 △13,550
その他 △ 1,449
繰延税金負債合計 △23,205
繰延税金資産の純額 5,603

（注）  法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」（平成26年（2014年）法律第10号）が2014年３月31日に公
布され、2014年４月１日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことにな
りました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、
2014年４月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の37.82％
から35.44％になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は945百万円
減少し、法人税等調整額が同額増加しております。

＜リースにより使用する固定資産に関する注記＞
１．リース取引開始日が2008年３月31日以前のリース取引
（1） リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

取得価額相当額
（百万円）

減価償却
累計額相当額
（百万円）

期末残高相当額
（百万円）

機械及び装置 3,909 3,254 655
工具、器具及び備品 135 131 3
合計 4,045 3,386 658

（2） 未経過リース料期末残高相当額

１　年　内 416百万円
１　年　超 318百万円
　合　計 735百万円
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（3） 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 352百万円
減価償却費相当額 310百万円
支払利息相当額 19百万円

（4） 減価償却費相当額の算定方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

（5） 利息相当額の算定方法
リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を利息相当額とし、各期への配分方法については利
息法によっております。

２．リース取引開始日が2008年４月１日以降のリース取引
（1） リース資産の内容

主に変圧装置（機械及び装置）であります。

（2） リース資産の減価償却の方法
＜重要な会計方針に係る事項に関する注記＞「３．固定資産の減価償却の方法」に記載しております。
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＜関連当事者との取引に関する注記＞
子会社等

属性 会社等の名称 議決権等の
所有割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（百万円） 科目 期末残高
（百万円）

子会社

コマツ建機販売㈱ 所有
直接100％

当社製品の販売
役員の兼任

製品の販売他
（注）１ 151,937 売掛金 74,198

キャッシュ・マネジメン
ト・システム借入（注）２ 10,882 預り金 12,930

コマツアメリカ㈱ 所有
直接100％

当社製品の製造・販売
役員の兼任

製品の販売他
（注）１ 136,446 売掛金 7,467

コマツ産機㈱ 所有
直接100％ 当社製品の販売

製品の販売他
（注）１ 23,770 売掛金 11,034

キャッシュ・マネジメン
ト・システム借入（注）２ 13,603 預り金 12,364

コマツＮＴＣ㈱ 所有
直接100％ 役員の兼任 キャッシュ・マネジメン

ト・システム貸付（注）２ 27,499 短期貸付金 24,400

コマツレンタル㈱ 所有
直接100％ 当社製品のレンタル キャッシュ・マネジメン

ト・システム貸付（注）２ 17,990 短期貸付金 18,264

コマツビジネス
サポート㈱

所有
直接100％

当社製品に係る販売
金融

キャッシュ・マネジメン
ト・システム貸付（注）２ 12,255

短期貸付金 5,790

長期貸付金 9,925

小松（中国）融資租賃
有限公司

所有
間接100％

当社製品に係る販売
金融

資金の貸付
（注）３ －

短期貸付金 1,130

長期貸付金 15,043

上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。
取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）１．製品他の販売価格その他の販売条件については、市場実勢を勘案し協議の上で決定しております。
２．  キャッシュ・マネジメント・システム借入及び貸付の利率については、市場金利を勘案して合理的に決

定しております。なお、取引が反復的に行われているため、取引金額は期中の平均残高を記載しており
ます。

３．資金の貸付の利率については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。

＜１株当たり情報に関する注記＞
１．１株当たり純資産額 712円79銭

２．１株当たり当期純利益 140円38銭

＜その他の注記＞
記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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