ウェブサイトのご 案内

株 主メモ

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
などを掲載しています。
「IRイベント動画」では、各種説明会の動画を掲
載していますので、是非ご覧ください。

■決算期

「IRイベント動画」
平成30年5月8日に
平成29年度決算・2018事業
計画を発表しました。
社長、CFOによる説明を
動画でご覧いただけます。
ウェブサイト
「IR情報」
はこちらから、

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

株主

お知らせ
ESG
（環境・社会・ガバナンス）
投資指標で構成銘柄に選定
三菱重工グループは、
これまで社会・産業インフラを支える製品・技
術を世界に提供し、地球規模の課題解決に貢献してきました。
こうした取り組みが評価されて、世界の代表的なESG投資の指標で
ある
「Dow Jones Sustainability Index
（DJSI）
」
における
「Asia
Pacific Index」
の構成銘柄として、
また世界最大の年金基金である
年金積立金管理運用独立行政法人
（GPIF）
がESG投資における日本
株のパッシブ運用指数として採用している
「FTSE Blossom Japan
Index」
および
「MSCI日本株女性活躍指数
（WIN）
」
の構成銘柄とし
て選定されました。今回の選定を励みとして、人と地球の確かな未来、
持続可能な社会の実現に貢献していきます。

「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、株式の税務関係の手続きの
ため、株主様から、口座を開設されている証券会社等にお届出いただく
必要があります。なお、このお届出の期限は平成30年12月末までと
なっていますのでご留意ください。
本お届出等に関するご不明点等は、口座を開設されている証券会社等
にお問い合わせください。

株主メモ
3月31日

■定時株主総会

開催期

■単元株式数

100株

■基準日

■公告方法

6月下旬

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
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）
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定時株主総会議決権行使株主確定日：3月31日
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■公告方法

開催期

6月下旬

100株

電子公告
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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
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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。

ガスタービン・コンバインドサイクル発電プラント遠隔監視センター
（米国／オーランド）

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

平成30年

株主通信

工 場 見 学 会のお知らせ
第28回工場見学会を下記のとおり神戸造船所で開催いたします。
多くの皆様のご応募をお待ちしております。

見学会概要

見学場所 神戸造船所
（兵庫県神戸市）
当造船所は、明治38年
（1905年）
に船舶修理を主要業務として操業
を開始し、現在では、原子力関連製
品、航空機関連製品、宇宙機器製
品等を手掛けております。
● 実施日時
平成30年10月26日
（金）
13:00〜17:00
（予定）
● 対象者
当社株主の方
（同伴者1名様まで可）
● 集合・解散
神戸造船所 本工場
（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。）
●

三菱みなとみらい技術館へのご招待

静嘉堂文庫美術館へのご招待

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。

静嘉堂は、
岩崎彌之助
（三菱第2代社長）
と小彌太
（同第4代社
長）
の父子2代によって設立され、
国宝7件、
重要文化財84件
を含む多数の美術品を収蔵しています。数々の美術品との出
会いをお楽しみください。

平成30年2月「トライアルスクエア」
をリニューアル！

展覧会のご案内

「バーチャルツアーステーション」をオープン

「バーチャルツアーステーション」
は、半径7m、全幅15mに及ぶ
巨大シリンドリカル
（円筒形）
スクリーンが視界全域を覆い、
ま
るで映像の中に入り込んでしまったような、今まで体感したこと
のない“異次元空間"ツアーが体験できます。世界遺産の文化
遺産に登録された長崎造船所の
「クレーン」
など、三菱重工の
130年を超える技術開発の歴史を含めたレガシー
（未来への遺
産）
や将来ビジョンを体感できる映像をお楽しみください。

応募方法
インターネットまたは郵便はがきによるご応募をお願いいた
します。
・インターネットの場合
右記QRコードまたはURL
（https://www.mhi.com/jp/
finance/individual/kojo/）
より応募フォー
ムにアクセスの 上 、必 要 事 項をご 入 力くだ
さい。
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橋本雅邦「龍虎図屏風」（虎図・部分）明治28年（1895）

松浦武四郎展

北海道の名付け親として有名
な松阪出身の探検家・松浦武
四郎は、蝦夷地を6度も探査
し詳細な地図を作成しました。
彼はまた、考古遺物の大コレ
ひ す い まがたま
クターとしても知られていま
「翡翠勾玉首飾り」
す。生誕200年に当たる本年、
弥生時代～近世
彼の多彩な事蹟に是非ご注目 松浦武四郎肖像写真
ください。
（松浦武四郎記念館蔵）

バーチャルツアーステーション
クイーンズ
スクエア横浜

みなとみらい線

みなとみらい駅

至 横浜

MARK IS みなとみらい

●郵便番号
●住所

横浜みなと博物館

横浜美術館

●氏名

（ふりがなをご記入ください。
）

横浜
ランドマークタワー

●電話番号
●性別

日本丸

動く歩道

●年齢

三菱みなとみらい技術館

●同伴者の住所、氏名（ふりがな）

三菱重工横浜ビル 1F

電話番号、性別、年齢

首都高速
みなとみらい
ランプ

JR根岸線

裏面

平成30年7月25日
（水）
（はがきの場合は当日
消印有効）
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、複数ご応募いただいた場合は応募方法にかかわらず、1応募の
み有効といたします。
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月下
旬発送予定）
をもって代えさせていただきます。
※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。また、未就学児の方のご参加はご遠慮
いただいております。

お問い 合わせ 先

近代日本画で初の重要文化財指定となった橋本
雅邦「龍虎図屏風」をはじめとする壮麗な日本
画から細密な工芸まで、明治の美の世界をご堪
能ください。

日 時：平成30年9月24日(月・祝)～12月9日(日)
休館日：月曜日(9月24日、10月8日は開館)、10月9日(火)

･

●

郵 便 は が き

62 円
切手

ＩＲ ＳＲ室 ＳＲグループ

・郵便はがきの場合
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。

日 時：平成30年7月16日(月・祝)～9月2日(日)
休館日：月曜日(7月16日は開館)

②幕末の北方探検家

応募要領
●

①－明治150年記念－ 明治からの贈り物

三菱重工業株式会社 IR・SR室 SRグループ
電話番号：03−6716−3111
（大代表）
８
：30〜17：30
（土・日、祝日、当社休日を除く）

日石 横浜ビル
横浜銀行
クリーンセンター

至 横浜

駅

桜木町

桜木町駅

横浜市営地下鉄

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
（7月31日、8月14日は開館）
及び特定休館日
（平成30年7月9日(月)、9月3日(月)、9月5日(水)、9月10日
(月)〜14日(金)、10月22日(月)、11月26日(月)）
その他下記ご招待券の有効期限外の休館日に
つきましてはウェブサイトをご確認ください。
お問い合わせ先：電話番号045−200−7351
ウ ェ ブ サ イト ：http://www.mhi.co.jp/museum/

ご招待券
：平成3０年11月30日
（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）
有効期限

見本

本券をご持参ください。
（同伴者3名様まで有効）

三菱重工業株式会社

所 在 地：東京都世田谷区岡本二丁目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
開館時間：10：00〜16：30
（入館は16：00まで）
ただし、上記①会期中は10：00〜17：00
（入館は16：30まで）
入 館 料：一般1,000円、大高生700円（20名以上団体割引）、中学生以下無料
お問い合わせ先：03−5777−8600
（ハローダイヤル）
ウ ェ ブ サ イト ：http://www.seikado.or.jp

静嘉堂文庫美術館ご招待券
有効期間

見本

三菱重工業株式会社

平成30年7月16日〜平成30年9月2日
平成30年9月24日〜平成30年12月9日

（お一人一回）本券をご持参ください。
（同伴者は200円引き）

静嘉堂文庫美術館ご招待券
有効期間

見本

三菱重工業株式会社

平成30年7月16日〜平成30年9月2日
平成30年9月24日〜平成30年12月9日

（お一人一回）本券をご持参ください。
（同伴者は200円引き）

