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2009年4月14日 

各  位 

会 社 名 コマツ（株式会社 小松製作所） 

代 表 者 名 代表取締役社長 野路 國夫 

本社所在地 東京都港区赤坂二丁目3番6号 

コード番号 6301 東、大 （各第一部） 

問 合 せ 先 コーポレートコミュニケーション部長 

  関 房雄 

Ｔ Ｅ Ｌ 03-5561-2616 

 

 

建設機械・車両ならびに産業機械の国内生産体制再編成について 

 

当社は、本日 4月 14 日開催の取締役会において、生産効率向上による競争力強化と収益力向

上を図るため、建設機械・車両ならびに産業機械の両部門における国内生産体制の再編成を決

議しましたので、下記のとおりお知らせします。 

コマツグループでは、成長市場である「グレーター・アジア」を中心とした生産能力の増強

や販売・プロダクトサポートの強化、更にはタイムリーな製品投入などにより、2008 年 3 月期

まで 6 期連続で売上げと利益を伸ばしてきました。しかしながら、昨年後半以降の世界的な景

気後退を背景として、建設機械・車両ならびに産業機械の両部門とも市場環境は極めて厳しい

状況に転じています。 

この急激な環境変化に対して、既に在庫の早期適正化を目指した生産調整に加え、欧米にお

ける工場・ラインの統廃合や生産機種の絞込み、国内販売体制の再編、100％子会社のコマツユ

ーティリティ(株)の工場・本社機能の集約、全社的な固定費削減などに取り組んでいますが、

将来に備えて、今更なる体質強化を図ることが重要であり、より効率的でかつ最適な生産体制

を構築すべく、今般真岡工場（栃木県真岡市）・小松工場（石川県小松市）の閉鎖と茨城工場（茨城

県ひたちなか市）・金沢工場（石川県金沢市）などへの生産移管を決定しました。また、100％子会

社であるコマツ NTC(株)においても、このほど神奈川県横須賀市で行っているワイヤーソーの

生産を富山地区に集約することを決定しました。 

大型建設機械や大型プレスに関しては、2005 年以降、アジア向け等で受注が増加傾向となり、

日本国内における生産能力拡大が課題となりましたが、当該製品の担当工場である真岡ならび

に小松工場は敷地の拡大余地が乏しく、また小松工場については駅前という立地環境等もあり、

大規模な新規投資が妥当ではありませんでした。両製品とも輸出が主体であることから、物流

コストや CO2 の削減を考えた時、港湾工場を新設することが最善との結論に至り、サプライヤ

ーとの地理的な近接度、地元行政からの協力・支援体制などを総合的に考慮し、常陸那珂港に

隣接する茨城工場と金沢港に隣接する金沢工場を新設しました。なお、万一生産能力が過剰に

なるという不測の事態が到来した際には、港湾に近く CO2が低減でき、かつ生産性の高い茨

城、金沢の両工場を最大限活用し、効率的な生産体制を再構築することで、将来の備えと

することとしました。しかしながら、昨年後半からの世界的な景気後退により、私たちを取り

巻く市場環境が急変し、今回真岡工場と小松工場の閉鎖を伴う国内工場の再編成を急遽実行せ

ざるを得ないと判断しました。 
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実施に当たっての日程など詳細につきましては、今後関係行政や社外関係先、労働組合など

との協議の上決定していきますが、各部門とも今月より着手し、真岡工場からの移管は 2010

年 7 月末を目処に、小松工場からの移管は 2010 年 3 月末を目処に、コマツ NTC(株)の生産拠点

集約は 2009 年 12 月末を目処に、それぞれ完了する計画です。 

 

１．生産体制再編成の概要 

（１）真岡工場の閉鎖と他工場への生産移管 

現在真岡工場で生産しているダンプトラック（リジット式）ならびにアーティキュレートダン

プトラックについては茨城工場へ、積載重量 10 トン以上の大型フォークリフトは、コマツユー

ティリティ(株)へ、アクスルについては使用機種に応じ、小山工場ならびに粟津工場へそれぞ

れ生産移管します。 

【再編後】                  【現状】 

工場・会社 担当製品 ← 工場・会社 担当製品 

茨城工場 ダンプトラック 

大型ホイールローダー 

アーティキュレートダンプトラック

 茨城工場 ダンプトラック 

（積載量 40 トン以上） 

大型ホイールローダー 

小山工場 エンジン、油圧機器 

アクスル（車軸） 

 小山工場 エンジン、油圧機器 

 

粟津工場 小型油圧ショベル 

中小型ブルドーザー 

中小型ホイールローダー 

モーターグレーダー 

トランスミッション 

アクスル（車軸） 

＊中型ホイールローダー用 

 粟津工場 小型油圧ショベル 

中小型ブルドーザー 

中小型ホイールローダー 

モーターグレーダー 

トランスミッション 

コマツユーティリティ フォークリフト（全機種） 

ミニショベル 

ミニホイールローダー 

 コマツユーティリティ フォークリフト 

（積載量 10 トン未満） 

ミニショベル 

ミニホイールローダー 

注：下線が今回の移管対象機種・コンポーネント  真岡工場 アーティキュレートダンプトラック

ダンプトラック 

（積載量 20～30 トンクラス）

大型フォークリフト 

（積載量 10 トン以上） 

アクスル（車軸） 

【移管スケジュール（予定）】  ＊今後労働組合等との協議の上、具体的な日程を決定。 

2009 年 10 月末を目処に各工場への生産移管完了 

2010 年 1 月末を目処に開発部門の移転完了（真岡工場 → 茨城、小山および粟津工場） 

2010 年 7 月末を目処に試験センタの移転完了（真岡工場 → 茨城および小山工場） 
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（２）小松工場の閉鎖と金沢工場への生産移管・集約、コマツ NTC(株)の生産拠点集約 

大型プレス機械の生産は、現在小松工場と金沢工場の二工場で行っていますが、組立を金沢工

場に集約し、機械加工は中型プレス機械の生産を委託している石川県内の協力企業である(株)

鈴木鉄工に移管・集約します。これに伴い、2010 年 3 月末を目処に小松工場を閉鎖することと

します。加えて、中型プレス機械の組立を鈴木鉄工から金沢工場へ移管し、鈴木鉄工は大型か

ら中型までの機械加工に特化する体制とします。 

また、コマツ NTC(株)においては、ワイヤーソーの生産を行っている技術センター（神奈川県

横須賀市）を富山地区（富山県南砺市）に集約し、経営資源を有効活用することで、生産の効

率化、開発のスピードアップなどに努めます。 

 

【再編後】                  【現状】 

工場・会社 担当製品 ← 工場・会社 担当製品 

金沢工場 大型プレス機械（組立） 

中型プレス機械（組立） 

超大型油圧ショベル 

 金沢工場 大型プレス機械（組立） 

超大型油圧ショベル 

   小松工場 大型プレス機械 

（機械加工、組立） 

コマツ NTC(株) 

富山工場 

福野工場 

研削盤、レーザー加工機 

トランスファーマシン 

マシニングセンター 

ワイヤーソー 

 コマツ NTC(株) 

富山工場 

福野工場 

研削盤、レーザー加工機 

トランスファーマシン 

マシニングセンター 

   コマツ NTC(株) 

技術センター 

ワイヤーソー 

（生産委託）   （生産委託）  

(株)鈴木鉄工 大型プレス機械（機械加工）

中型プレス機械（機械加工）

 (株)鈴木鉄工 中型プレス機械 

（機械加工、組立） 

 

【移管スケジュール（予定）】  ＊今後労働組合等との協議の上、具体的な日程を決定。 

大型プレスの組立、機械加工部門を順次移管し、2010 年 3 月末を目処に完了。 

コマツ NTC(株)の生産拠点集約は、2009 年 12 月末を目処に完了。 

 

 

２．真岡工場、小松工場およびコマツ NTC(株)技術センターの跡地活用について 

現在のところ未定です。 

 

 

３．今後の見通し 

本生産体制再編成による 2009 年 3 月期連結決算の税引前利益に与える影響は、約 65 億円を見

込んでいます。 



4 
 

 

４．再編成の対象となる各工場の概要 

工場 代表者 所在地 現在の生産品目 

粟津工場 執行役員 

生産本部 粟津工場長 

佐々木一郎 

〒923-0392 

石川県小松市符津町ツ 23 

小型油圧ショベル 

中小型ブルドーザー 

中小型ホイールローダー 

モーターグレーダー 

トランスミッション 

真岡工場 執行役員 

生産本部 真岡工場長 

上垣雅裕 

〒321-4346 

栃木県真岡市松山町 26 

アーティキュレートダンプトラック 

ダンプトラック 

大型フォークリフト 

アクスル（車軸） 

茨城工場 執行役員  

生産本部 茨城工場長 

上垣雅裕 

〒312-0004 

茨城県ひたちなか市長砂 163-46

ダンプトラック 

大型ホイールローダー 

金沢工場 生産本部 金沢工場長 

山野一郎 

〒920-0225 

石川県金沢市大野町新町 1-1 

大型プレス機械 

超大型油圧ショベル 

小山工場 執行役員  

エンジン・油機事業本部 

小山工場長 山下修二 

〒323-8558 

栃木県小山市横倉新田 400 

エンジン、油圧機器 

小松工場 執行役員 産機事業本部 

副本部長(兼)プレス・工

機事業本部長 

岡田正 

〒923-0868 

石川県小松市八日市町地方 5 

大型プレス機械 

コマツユーテ

ィリティ(株) 

代表取締役社長 

礒田進 

〒323-8567 

栃木県小山市横倉新田 110 

フォークリフト 

ミニショベル 

ミニホイールローダー 

コマツNTC(株) 代表取締役社長 

堀井弘之 

〒140-8571 

東京都品川区南大井 6-26-2 

大森ベルポート B館 8階 

＊本社所在地 

研削盤、レーザー加工機 

トランスファーマシン 

マシニングセンター 

ワイヤーソー 

以  上 


