株 主メモ
■決算期

3月31日

■基準日

定時株主総会議決権行使株主確定日：3月31日
期末配当金支払株主確定日：3月31日
中間配当金支払株主確定日：9月30日
その他の基準日：上記のほか必要ある場合は、取締役会の
決議によりあらかじめ公告して設定

■定時株主総会

■単元株式数
■公告方法

開催期

6月下旬

100株

電子公告
ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をす
ることができない場合は日本経済新聞に掲載して行います。
※電子公告掲載ウェブサイト https://www.mhi.com/jp

■株主名簿管理人・特別口座の口座管理機関
三菱UFJ信託銀行株式会社
■上記連絡先

東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
（郵便物送付先及び電話照会先）
〒137－8081 新東京郵便局私書箱第29号
電話番号 0120－232－711
（通話料無料）

1．
株式に関する各種お手続き

（1）
株式に関する各種お手続き
（住所変更、
配当金振込指定・変更、
単元未満株
式買取・買増請求等）
は、
原則として、
口座を開設されている口座管理機関
（証券会社等）
で承ることとなっております。株主名簿管理人
（三菱UFJ信
託銀行）
ではお取り扱いできませんのでご注意ください。
（2）
特別口座に記録されている株式
（証券会社等の口座に振替手続きがお済
みでない株式）
に関する各種お手続きにつきましては、
特別口座の口座管
理機関である三菱UFJ信託銀行で承りますので、
上記連絡先
（郵便物送付
先及び電話照会先）
にお問い合わせください。なお、
三菱UFJ信託銀行全
国各支店でもお取り次ぎいたします。
【ご注意】
特別口座に記録されている株式は、株式市場で売買できません。株式市場で
売買するためには、証券会社等に口座を開設し、三菱UFJ信託銀行の特別口
座から証券会社等の口座へ株式をお振り替えいただく必要がございます。特
別口座から証券会社等の口座への振替のお手続きにつきましても、三菱UFJ
信託銀行で承ります。

2．
単元未満
（100株未満）
株式をお持ちの株主様へ

単元未満株式はそのままでは株式市場で売買できませんが、
株主様は、
当
社に対して買取り
（株主様がご売却）
あるいは買増し
（株主様がご購入）
をご
請求いただけます。お手続きにつきましては、口座を開設されている口座
管理機関
（上記1．
（1）
及び
（2）
ご参照）
にお問い合わせください。なお、
買取
請求、買増請求の手数料は無料となっております。

①買取制度：ご所有の単元未満株式を当社が市場価格で買取らせていた
だく制度です。
②買増制度：ご所有の単元未満株式と併せて1単元株式
（100株）
となるよ
うに、株主様に当社から不足分の株式を市場価格でご購入
（買増し）
いただく制度です。
（具体例）
株主様が現在65株をご所有の場合、当社を通じて35株をご
購入いただき、
合計100株とすることができます。

三菱重工業株式会社

2020年

マカオLRT（Light Rapid Transit－新交通システム）
－中国／マカオ

株主通信

工 場見 学 会 開 催 見合わせ のお知らせ

ウェブサイトのご 案 内

当社では、株主の皆様に当社事業に対するご理解を深めていただくことを目的と
して、通常年に2回、当社工場の見学会を開催しております。
しかしながら、新型コロナウイルスへの感染が引き続き懸念される現状に鑑み
やむを得ず今秋の見学会の開催は見合わせとさせていただきます。
次回以降の見学会の開催につきましては、今後の状況に応じて検討のうえ、12月
に発送予定の「中間報告書」内でご案内いたします。

当社のウェブサイト
「IR情報」では、財務・業績情報、中期経営計画、IR資
料、IRイベント情報、株主総会情報、株式情報、
リアルタイムの株価情報
などを掲載しております。
「IRイベント動画」では、各種説明会の動画を
掲載しておりますので、是非ご覧ください。
「IR情報＞IRイベント動画」
2020年5月11日に
2019年度決算と中長期の取
り組みについて発表しました。
社長、CFOによる説明を
音声で配信しています。

見学会のご案内を楽しみにしてくださっていた皆様には大変申し訳ございません
が、ご理解のほど、何卒宜しくお願い申し上げます。

当 社関 連 施 設 へ のご招待
以下の当社関連施設に、
株主の皆様をご招待いたします。
いずれの施設も、
新型コロナウイルス感染症の拡大防止を目的とし臨時休館
となる可能性がございますので、
ご来館に際しましては、
各施設のホームペー
ジ等で開館状況を事前にご確認くださいますよう、
お願い申し上げます。

「三菱みなとみらい技術館」
明日を担う青少年たちが科学技術に触れ、夢を膨らませる場となるこ
とを願い開設されました。当社グループが手掛ける多様な事業を体
験型の展示でご紹介します。
所 在 地：横浜市西区みなとみらい三丁目３番１号 三菱重工横浜ビル内
アクセス：みなとみらい線
「みなとみらい駅」
けやき通り口より徒歩３分
JR根岸線/横浜市営地下鉄
「桜木町駅」
より徒歩８分
お問い合わせ先：電話番号045－200－7351
ホ ー ム ペ ー ジ：https://www.mhi.com/minatomirai/

「静嘉堂文庫美術館」
岩﨑彌之助（三菱第2代社長）
と小彌太（同第4代社長）の父子二代に
よって設立され、国宝7点、重要文化財84点を含む美術品を収蔵して
います。
展覧会の会期中のみの開館となります。展覧会のスケジュールは臨
時休館の影響により変更の可能性がございますので、ご来館の際は
ホームページ等にてご確認ください。
所 在 地：東京都世田谷区岡本2丁目23番1号
アクセス：東急電鉄「二子玉川」駅から東急コーチバス「玉30・31・32系統」利用。
「静嘉堂文庫」バス停下車徒歩５分。タクシー利用の場合、駅前から10～15分。
お問い合わせ先：050－5541－8600
（ハローダイヤル）
ホ ー ム ペ ー ジ：http://www.seikado.or.jp

ご 招待 券
有効期限

（同伴者3名様まで有効）
：2021年3月31日（お一人様一回）本券をご持参ください。

（本ご招待券で、有料体験プログラムをご利用いただくことはできません）
見本

三菱重工業株式会社

ウェブサイト
「IR情報」
はこちらから、

https://www.mhi.com/jp/finance/
検索はこちらから、 三菱重工 Ｉ
Ｒ

お知らせ
GPIFが採用した4つのESG投資指数の全構成銘柄に2年連続で選定
三菱重工グループは、社会の持続可能な発展を目指して、ESG(環境・社会・ガ
バナンス)の各側面において様々な取り組みを積極的に進めています。このこ
とが評価され、2020年2月、世界最大規模の年金基金である年金積立金管理
運用独立行政法人（GPIF）が日本企業へのESG投資にあたり採用している以
下4つの指数全ての構成銘柄に2年連続で選定されました。
・FTSE Blossom Japan Index
・MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数※
・MSCI日本株女性活躍指数（WIN）※
・S&P/JPXカーボンエフィシェント指数

※THE INCLUSION OF Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. IN ANY MSCI INDEX, AND THE USE OF MSCI LOGOS, TRADEMARKS, SERVICE
MARKS OR INDEX NAMES HEREIN, DO NOT CONSTITUTE A SPONSORSHIP, ENDORSEMENT OR PROMOTION OF Mitsubishi Heavy
Industries, Ltd. BY MSCI OR ANY OF ITS AFFILIATES. THE MSCI INDEXES ARE THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MSCI. MSCI AND THE
MSCI INDEX NAMES AND LOGOS ARE TRADEMARKS OR SERVICE MARKS OF MSCI OR ITS AFFILIATES.

また、世界の代表的なESG投資指数である「Dow Jones Sustainability Indices
（DJSI）」における「Asia Pacific Index」の構成銘柄にも3年連続で選定されています。
今後も社会の動向を把握し、SDGｓやESGの取り組みを充実させ適切な情報開示に
努めるとともに、事業活動を通じて持続可能な社会の発展に貢献していきます。

静嘉堂文庫美術館ご招待券
有効期限

：2021年3月31日

※展覧会の会期中のみ開館・本券有効
（お一人一回）本券をご持参ください。
（同伴者は200円引き）

見本

三菱重工業株式会社

静嘉堂文庫美術館ご招待券
有効期限

：2021年3月31日

※展覧会の会期中のみ開館・本券有効
（お一人一回）本券をご持参ください。
（同伴者は200円引き）

見本

三菱重工業株式会社

