
なお、当社のホームページでは、「株主・投資家の皆様へ」以外でも、経営理
念や製品についての詳しい説明を掲載していますので、是非ご覧ください。

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

スマートフォン用IR情報アプリケー
ション「三菱重工IR」を公開していま
す。iPhone端末を通じて、「ニュー
ス」、「イベント」、「株価」、「三菱重工グ
ラフ」など当社のIR情報及び企業活
動情報を提供しています。
詳細はこちらから、
http://www.mhi.co.jp/finance/
apps/index.html

【お知らせ】

「オンライン アニュアルレポート 2013」

当社では、株主の皆様の声を今後の様々な活動に反映していき
たいと考え、このたび単元株以上をお持ちの株主様を対象に、
アンケートを実施させていただくことといたしました。大変お手
数ではございますが、同封のアンケートはがきにお差し支えな
い範囲でご記入の上、平成26年7月31日（木）までにお送りい
ただきますようお願いいたします。

アンケートご協力のお願い

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、中期事業計画、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。

ホームページのご案内

三菱重工 株主検索はこちらから、

「三菱重工IR」

2013年に発行したア
ニュアルレポートでは、
社長メッセージや営業
概況、財務情報などの
情報に加え、環境・社会・
ガバナンス等の非財務
情報を拡充しています。
また、閲覧者の理解を
深めるため、より見やす

く、情報を検索しやすいオンライン版のアニュアルレポートを作
成し公開しています。

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。

652株 348株

1,000株

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）株券電子化に伴い、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（買取・買増制度のご案内）
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。お手続きについては、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。

2014年5月24日 H-ⅡAロケット24号機打上げ成功



第20回工場見学会を下記のとおり名古屋誘導推進システム
製作所（愛知県小牧市）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 広報グループ
電話番号：03－6716－3111（大代表）

８：45～17：30（土・日、祝祭日、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 名古屋誘導推進システム製作所
 （愛知県小牧市）
当製作所は、航空機・ヘリコプターに搭載
されるエンジンのほか、我が国の防衛を
担う各種ミサイルシステム、ロケットの
メインエンジンや宇宙ステーション補給
機（HTV）などを開発・製造する我が国の
航空宇宙分野を支える拠点の１つです。

 ● 実施日時 平成26年9月12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 JR中央本線 春日井駅（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26年7月18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、当日のスケジュール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。

裏面 

●郵便番号 

●住所 

●電話番号 

●氏名 
（ふりがなをご記入ください。）

●性別 

●年齢 

●同伴者の住所、氏名（ふりがな）

電話番号、性別、年齢 

あて名面 

郵 便 は が き  

52円 
切手 

東
京
都
港
区
港
南

二
丁
目
16
番
5 
号

三
菱
重
工
業
（株）

工
場
見
学
会
係
行

1 0 8 8 2 1 5

広
報
部 

広
報
グ
ル
ー
プ

ロケットエンジン（LE-7A）

航空機エンジン（PW4000）

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、本年
6月に20周年を迎え、これまで200万人以上のお客様にご来館
いただいております。6つのゾーンで参加体験型の展示をお楽
しみください。

未来の月面を舞台に資源採掘船を設計して月面資源の採掘
ミッションに挑戦できる“ミッション・ラボ”と、自分が設計した資源
採掘船の立体模型を3Dプリンタで出力し、後日郵送される“カ
スタム・ラボ”の2種類の体験プログラム（有料）を導入しました。

平成26年2月 トライアルスクエアをリニューアル！
設計体験と3Ｄプリンタによる日本初のコラボレーション
「スペース・プロジェクト」登場

モバイルサイトはこちら

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
開館時間：10:00～17:00（入館は16:30まで）
休 館 日：毎週火曜日（火曜日が祝日の場合は翌日）

年末年始及び特定休館日
（平成26年9月8日（月）～12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26年11月30日

三菱みなとみらい技術館へのご招待

ミッション・ラボ カスタム・ラボ

ご招待券
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横浜みなと博物館横浜美術館

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
1924年に設立した、アジア最大の東洋学センターである
東洋文庫内にある日本最大級の本のミュージアムです。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日）

年末年始、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26年6月27日～平成27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26年6月27日～平成27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

トルコの奥深い歴史と多様な文化をヨーロッパの
人々の記録やオスマン帝国時代の貴重な史料を
とおしてご覧いただけます。

東洋文庫創立90周年を記念して、
岩崎久彌旧蔵のコレクションか
ら、国宝・重文をはじめ秘蔵の
浮世絵・春画まで、名品を一挙
に公開します。

①－日本・トルコ国交樹立90周年－ トルコ展
日時：2014年4月23日(水)～8月10日(日)

②『孔子から浮世絵・春画まで～至高の岩崎コレクション』
日時：2014年8月20日(水)～12月26日(金)

キャーティプ・チェレビ『世界の鏡』1732年

喜多川歌麿
『高島おひさ』 重要文化財『論語集解』

見本

見本 見本


