
「MHIレポート2016」は、コンパクトに当社全体像を
伝えているほか、当社が抱える課題やリスクについ
ても率直に説明していることなどが評価され、優秀
賞に選ばれました。平成25年度から4年連続の受賞
です。今回の受賞を励みに、今後もステークホル
ダーへの情報発信に努めていきます。（ホームペー
ジ「株主・投資家の皆様へ」からご覧いただけます。）

第19回　日経アニュアルリポート
アウォード優秀賞を受賞

当社のホームページ「株主・投資家の皆様へ」では、株主の皆様向けの情
報として、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います。
「IRライブラリ」では、IRに関わる資料のほか、各種説明会の動画も掲載
していますので、是非ご覧ください。

ホームページのご案内

お知らせ

ホームページ「株主・投資家の皆様へ」はこちらから、
http://www.mhi.co.jp/finance/index.html

三菱重工　株主検索はこちらから、

● 決算説明会
平成29年5月9日に平成28年度決算
を発表しました。
社長、CFOによる説明を動画でご覧
いただけます。

当社がCSR活動の一環として平成27年11月に開催した「種子島宇宙教
室2015」が、文部科学省主催の平成28年度「青少年の体験活動推進企
業表彰」において、「審査委員会奨励賞（大企業部門）」を受賞しました。こ
の「種子島宇宙教室」は、衛星打上げ用ロケットの開発に40年以上挑戦し
続ける当社グループならではの社会貢献活動で、種子島でのロケット打
上げやロケットの製造工場に全国から公募した小学生らを招き、座学だけ
でなく、実際にモノに触れ、体験することを重視した特別理科教室です。
平成25年の開始以来、これまで3年間で74名の子供たちが参加しました。
CSR行動指針に「次世代への架け橋」を掲げる当社グループは、今回の受
賞を励みとして、今後も理科教室をはじめ、次世代育成支援活動を続けて
いきます。

「種子島宇宙教室2015」が「青少年の体験活動推進企業表彰」で
「審査委員会奨励賞」を受賞

「IRライブラリ」

株主メモ
■決算期 3月31日
■定時株主総会 開催期　6月下旬
■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
■単元株式数 1,000株
■公告方法 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 http://www.mhi.co.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　東京都江東区東砂七丁目10番11号
 電話番号 0120－232－711（通話料無料）

②買増制度：ご所有の単元未満株式と併せて1単元株式（1,000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652株をご所有の場合、当社を通じて348株を
ご購入いただき、合計1,000株とすることができます。

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。

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（1,000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。

3．「マイナンバー」に関するご案内
市区町村から通知されたマイナンバーは、株式の税務関係のお手続きの際
に必要となります。なお、株式に関するマイナンバーの詳細につきましては
口座を開設されている証券会社等へお問い合わせください。

平成29年　株主通信



第26回工場見学会を下記のとおり下関造船所（山口県下関
市）で開催いたします。
多くの皆様のご応募をお待ちしております。

お問い合わせ先
三菱重工業株式会社　グループ戦略推進室　広報部　ＳＲグループ
電話番号：03－6716－3111（大代表）
　　　　　８：45～17：30（土・日、祝日、当社休日を除く）

工場見学のお知らせ

見学会概要
 ● 見学場所 下関造船所（山口県下関市）
当造船所は、大正3（1914）年に操
業を開始し、現在は、船舶部門の
江浦工場、機械・航空機部門の大
和町工場の2工場体制です。伝統
に培われた豊富な技術と最先端の
技術で、海、陸、空と幅広い分野で
次代を見つめた「ものづくり」に取
り組んでいます。

 ● 実施日時 平成29年10月13日（金）
 13：00～17：30（予定）
 ● 対象者 当社株主の方（同伴者1名様まで可）
 ● 集合・解散 JR下関駅（予定）
 ● 参加費 無料（ただし、集合・解散場所までの往復交通

費は各自のご負担とさせていただきます。）

応募要領
 ● 応募方法
右記のとおり郵便はがき
に必要事項をご記入の
上、ご応募ください。

 ● 締切日 平成29年7月21日（金）（当日消印有効）
 ● 募集人数 80名様（同伴者を含む）
※お申し込み多数の場合は、抽選とさせていただきます。
　また、複数枚ご応募いただいた場合は1件とさせていただきます。
　厳正な抽選の上、当選発表につきましては当選者へのご連絡（8月中
旬発送予定）をもって代えさせていただきます。

　その際、当日の運営等詳細を併せてご連絡いたします。
※ご応募により当社が取得する個人情報は、本工場見学会を実施する
上で必要な限りにおいてのみ使用いたします。

※ご見学時は、バスの乗り降りや階段の昇り降りがあり、1時間程度工
場内をお歩きいただくこともございますのでご了承ください。

　なお、ご高齢の方及び小学生以下の方のご参加の際には、同伴者を
お願いする場合があります。
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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た三菱みなとみらい技術館は、これま
で250万人以上のお客様にご来館いただいております。参加
体験型の展示をお楽しみください。

「サイエンスプラザ」ではサイエンスショーやものづくりが楽しめ
るほか、「ハンズ・オンコーナー」では科学の原理について実験で
きます。また、「トゥモロースクリーン」では子供たちが大型スク
リーンの前でポーズをとると、自分のシルエットが未来の乗り物
のCGに変化し、未来の街を模したスクリーンに表示され「未来
感」を味わえます。

平成29年2月 「技術探検ゾーン」をリニューアル！
いつ来ても、毎日来ても、来るたびに楽しめる
アクティビティスペース誕生

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」けやき通り口から徒歩３分
　　　　　JR根岸線/横浜市営地下鉄「桜木町駅」から徒歩８分
開館時間：10:00～17:00（入館は16:30まで）
休 館 日：毎週火曜日（8月1日、15日、22日は開館）、年末年始
　　　　　及び特定休館日（平成29年9月11日（月）～15日（金））
お問い合わせ先：電話番号045－200－7351
ホームページ：http://www.mhi.co.jp/museum/

三菱重工業株式会社

本券をご持参ください。（同伴者3名様まで有効）有効期限 ：平成2９年11月30日

三菱みなとみらい技術館へのご招待

ハンズ・オンコーナー トゥモロースクリーン
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MARK IS みなとみらい

（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）

東洋文庫ミュージアムは、岩崎久彌（三菱第3代社長）が大正
13（1924）年に設立した、東洋学の専門図書館として日本最
大・最古である東洋文庫が所蔵する史料を鑑賞できるミュー
ジアムです。国宝5点、重要文化財7点を含む約100万冊の蔵
書数を誇り、貴重書や絵画など秘蔵の品々を展示しています。

所 在 地：〒113－0021　東京都文京区本駒込2－28－21
アクセス：JR・東京メトロ南北線「駒込駅」から徒歩8分
　　　　　都営地下鉄三田線「千石駅」から徒歩7分
　　　　　都営バス上58系統・茶51系統「上富士前」から徒歩1分
開館時間：10：00～19：00（入館は18：30まで）
休 館 日：毎週火曜日（火曜日が祝日の場合は翌平日）、
　　　　　展示替え期間（平成29年8月7日～15日、平成30年1月9日

～17日）、その他、臨時に開館・休館することがあります。
入 館 料：一般900円、65歳以上800円、大学生700円、中・高校生600円、小学生290円
　　　　　団体割引20％（20名以上）、障がい者（＋付添１名）350円
お問い合わせ先：電話番号03－3942－0280
ホームページ：http://www.toyo-bunko.or.jp/museum/

三菱重工業株式会社 三菱重工業株式会社
平成29年6月23日～平成30年3月30日
（お１人１回）本券をご持参ください。（同伴者は200円引き）

有効期間

平成29年6月23日～平成30年3月30日
（お１人１回）本券をご持参ください。（同伴者は200円引き）

有効期間

東洋文庫ミュージアムご招待券 東洋文庫ミュージアムご招待券

東洋文庫ミュージアムへのご招待

展覧会のご案内

古来、世界中で発生してきた大規模な災害の経
験を後世に伝えるため、人々は災害に関する記録
をみずから残してきました。本展では日本を中心
に世界各地の大災害と復興の歩みを歴史資料か
ら明らかにしていきます。

東洋文庫創設者である岩崎久彌が大正6
（1917）年に購入した世界的に貴重な洋書、絵
画資料のコレクション「モリソン文庫」。渡来
100周年を記念して、本展では『東方見聞録』
をはじめ有名な歴史資料の宝庫であるモリソ
ン文庫の名品、初公開品が一堂に会します。

①安政の大地震展－大災害の過去・現在・未来－
日時：平成29年4月19日(水)～8月6日(日)

②東方見聞録展－モリソン文庫の至宝－
日時：平成29年8月16日(水)～平成30年1月8日(月・祝)

「日本風俗図誌」ティツィング文政5（1822）年

「モリソン書庫」（ミュージアム2階）

見本

見本 見本


