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証券コード：6305

【株主の皆様へ】

厳しい環境下、未来を見据えた
諸施策を着実に実行
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中国・インドの経済成長鈍化など、先行き不透明
な状況が続きました。

当第２四半期連結累計期間における世界経済は、
米国では緩やかな回復傾向で推移しましたが、欧州
では金融面の影響から景気は引き続き停滞し、中国・
インド等の経済成長がさらに鈍化するなど、先行き
不透明な状況が続きました。

 売上高 209 億円
前年同期比 2.4% 増

161 億円
前年同期比 193.9% 増

3,769 億円
前年同期比 3.3% 増

137 億円
前年同期比 23.0% 減

 営業利益

 四半期純利益 経常利益

2013年3月期第２四半期（累計）の連結業績

株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
第49期第２四半期連結累計期間の当社グループにおける取り組みや、

今後の施策についてご報告申し上げます。

引き続き厳しい環境が続くことが予想されますが、
未来を見据えた諸施策を着実に実行し、
成長に向けて取り組んでまいります。

代表執行役 執行役社長

2012年11月

油圧ショベルを中心とした建設機械市場は、日本
では復興需要を背景にレンタル需要が拡大するなど
回復が見られ、アジア等新興国市場においても堅調
に推移しましたが、中国では油圧ショベル需要は前
年同期に比べほぼ半減しました。マイニング（鉱山）
機械市場は、特に中国の景気減速に伴う資源需要減
速の影響を受けました。
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マイニング機械のシェア向上、アフターサービス
の充実、経営の効率化を推進しました。

このような情勢の中、当期の収益確保をめざして
建設機械・マイニング機械におけるシェア向上策、原
価低減、経営の効率化を強力に推進しました。

建設機械については、日本ではレンタル向け等の
復興需要の取り込みに努め、海外では、新興国市場を
中心に、地域特有のニーズに合わせた「ZAXIS- ５型」
シリーズの積極的な拡販に取り組みました。

マイニング機械については、トルコの金鉱山向け
に電動式超大型油圧ショベルとトロリー式ダンプト
ラックを組合せて一括受注するなど積極的な拡販を
図りました。また、機械の高負荷・長時間稼働に対応
するため、部品サービス等のアフターサービスの充
実を図りお客様満足度向上に努めました。

この結果、売上高は3,769億円（前年同期比3.3％
増）となり、営業利益は、マイニング機械やサービス・
部品販売の増加、原価低減等により209億円（前年同
期比2.4％増）となりました。経常利益は、ユーロや
新興国通貨に対しての円高により為替差損益が約12
億円悪化したこともあり、137億円（前年同期比23.0
％減）となり、四半期純利益は、８月１日にTCM株式
会社の株式をユニキャリア株式会社に譲渡したこと

に伴い、約99億円の持分変動利益が発生し、161億
円（前年同期比193.9％増）となりました。

中国需要の反転の後ずれやインド市場の減速を	
見据え、目標達成に取り組みます。

連結業績の通期見通しについては、中国の油圧シ
ョベル需要の反転時期のさらなるずれ込みや、イン
ド市場の減速、また資源需要の減速によるマイニン
グ機械需要の弱含みなどの外部環境の変化や、円
高などを織り込み、売上高7,400億円（前期比9.4％
減）、営業利益560億円（前期比2.1％増）と業績予想
を修正いたしました。

引き続き厳しい環境が継続されることが予想され
ますが、販売体制の効率化や部品販売などのソフト
事業の充実を図るとともに、原価低減などを推進し、
目標達成に取り組んでまいります。

なお、中間配当金につきましては、前期比５円増
配となる１株当たり20円とすることを2012年10月
25日開催の取締役会において決議いたしましたこと
をご報告いたします。

株主の皆様におかれましては、当社グループの企業
活動に引き続きご理解を賜りますとともに、今後とも
一層のご支援のほどよろしくお願い申し上げます。

１株当たり配当金

10

20

30■ 中間　■ 期末　単位：円

2009年度 2010年度 2011年度 2012年度

20
5
5

10

10

15

15

■ 売上高 7,400 億円
前期比 9.4%減

560 億円
前期比 2.1%増

■ 営業利益

2013年3月期連結業績予想
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3,769
2,723

3,461 3,649

6,058
7,738 8,171 7,400

（予想）

売上高

2009年度 2010年度 2011年度 2012年度

450
（予想）

137

△26

120
178192

419
517

経常利益

2009年度 2010年度 2011年度 2012年度

209

9
123

204197

415

548
560
（予想）

営業利益

2009年度 2010年度 2011年度 2012年度

55

155.79
（予想）

25.92
76.04

△35.38

19.33
52.44

108.88

14.68

2009年度 2010年度 2011年度

純利益／１株当たり純利益

2012年度

第２四半期（累計）

330
（予想）

161

△73

3140 111

230

単位：円
通期

中国が大幅減少するも、マイニング機械の売上の増加、
アジア・大洋州、米州および日本の売上増でカバーし、売上高は前年同期比3.3%の増収 。1
マイニング機械やサービス・部品販売の増加、
原価低減などにより、営業利益は前年同期比2.4%の増益 。2
TCM株式会社の株式売却による約99億円の特別利益を計上し、
四半期純利益は193.9%の増益 。3

ポイント

■ 第２四半期（累計）　■ 通期　単位：億円
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建設機械
建設関連 中型・小型油圧ショベル、ホイール式

油圧ショベル、ミニショベル、ホイー
ルローダ、バックホウローダ、スキッ
ドステアローダ、クローラクレーン、
基礎工事用機械、道路機械、ブルドー
ザ、クローラ式キャリア、モーターグ
レーダ

マイニング関連 超大型・大型油圧ショベル、油圧バッ
クホウ船、リジッドダンプトラック、
アーティキュレートダンプトラック

環境関連 自走式クラッシャ、土質改良機、シュ
レッダ、木材リサイクル機、建設汚泥
リサイクル装置、小口径管推進機

商品開発関連 スーパーロング掘削機、解体作業機、
スクラップ処理機、林業仕様機、電動
ショベル、地雷除去機、無線式操縦シ
ステム、双腕仕様機

機器関連 建設機械用油圧機器、汎用油圧機器

レンタル関連 建設機械及び建設関連製品の賃貸

中古車関連 中古建設機械等の販売

サービス関連 建設機械等の保守及びサービス、特定
自主検査、部品販売、技術研修

ソフト関連 コンピュータソフトウェアの開発・販
売及び保守、建設機械・部品等の運
送、建設機械の割賦販売及びリース等
のファイナンス

産業車両
フォークリフト関連 中型・小型フォークリフト

特機車両関連 大型フォークリフト、トランスファー
クレーン等港湾関連製品

■ 中国 374億円（前年同期比45.1%減）

9.9%

地域別売上高
構成比 ■ 米州

596億円（前年同期比67.8%増）

15.8%

■ 日本
912億円（前年同期比3.4%増）

24.2%

■ 欧州
292億円（前年同期比11.0%減）

7.7%
■ ロシアCIS・アフリカ・中近東

322億円（前年同期比15.3%増）

8.6%
■ アジア・大洋州

1,272億円（前年同期比13.3%増）

33.8%

■ 建設機械事業
3,620億円（前年同期比8.7%増）

96.1%

■ 産業車両事業
148億円
3.9%

事業別売上高
構成比

＊「産業車両事業」は第１四半期連結会計期間の業績のみ表示
「産業車両事業」を構成していた連結子会社であるTCM株式
会社の全株式を売却。
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超大型油圧ショベルEX8000

マイニングダンプトラックEH4000ACⅡ

建設機械事業

産業車両事業

売上高		3,620億円（前年同期比 8.7%増 ）

● 多様化する地域特有のニーズに対応した「ZAXIS- ５
型」シリーズの拡充、後方超小旋回型ミニショベルの
モデルチェンジなどにより拡販に努力。

建設関連製品

● 「産業車両事業」を構成していた連結子会社である
TCM株式会社の全株式を2012年８月１日に売却し
たことにより、第１四半期連結会計期間の業績のみ
を表示。

売上高		148億円

● 大幅な生産性向上を実現しつつ燃料費低減及び環境
に配慮したトロリー式ダンプトラックと電動式超大
型油圧ショベルとのセット販売などによる需要の取
り込みに注力。

● お客様満足度向上に向け、マイニング機械の高負 
荷・長時間稼働に対応し、部品サービスなどのアフ
ターサービスを充実。

マイニング関連製品

バッテリー式フォークリフト「FB-W」

売上高構成比		96.1	％

売上高構成比		3.9	％

■	事業別売上高の概況（単位：億円）

■ 第２四半期（累計）　■ 通期

2011年度 2012年度

318

674

148

■ 第２四半期（累計）　■ 通期

2011年度 2012年度

3,331

7,498

3,620
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中	国

米	州

売上高		912億円
 （前年同期比 3.4%増 ）

売上高		1,272億円
 （前年同期比 13.3%増 ）

●  復興関連を中心とした公共工
事増、設備投資・住宅着工の
緩やかな回復、レンタル業界
向け販売増などにより好調に
推移。

●  レンタルと販売サービス部門を
統合発足した日立建機日本株 
式会社で業界初のポイントプロ 
グラムを開始。

●  インドネシアでアジア・大洋
州市場のニーズに応えた新
型機の現地生産を開始。

●  インドで油圧ショベル需要
が減速し、オーストラリア
では石炭・鉄鉱石など資源
需要が一部減速。

売上高		596億円
 （前年同期比 67.8%増 ）

売上高		374億円
 （前年同期比 45.1%減 ）

●  市場でのプレゼンス向上に
向け、重点戦略機種の市場
投入、サービス・部品販売
管理システムの本格活用、

「Global e-Service」システ
ムの活用を通じた代理店と
の協力関係を強化。

●  レンタル業界・エネルギー
関連業界向け需要が堅調
で、増加傾向で推移。

●  レンタル業界の買い替え需
要の取り込みに加え、排ガ
ス規制に対応した新型機を
拡販し、売上を拡大。

■ 第２四半期（累計）　■ 通期

2011年度 2012年度

1,856
（予想）

882

2,110

912

■ 第２四半期（累計）　■ 通期

2011年度 2012年度

1,066
（予想）

355

923
596

■ 第２四半期（累計）　■ 通期

2011年度 2012年度

2,400
（予想）

1,123

2,428

1,272

■ 第２四半期（累計）　■ 通期

2011年度 2012年度

744
（予想）682

1,350

374

日	本

アジア・大洋州

売上高構成比		24.2	％ 売上高構成比		15.8	％

売上高構成比		33.8	％

売上高		292億円
 （前年同期比 11.0%減 ）

売上高		322億円
 （前年同期比 15.3%増 ）

■ 第２四半期（累計）　■ 通期

2011年度 2012年度

564
（予想）

328

644

292

■ 第２四半期（累計）　■ 通期

2011年度 2012年度

770
（予想）

280

717

322

欧	州 ロシアCIS・アフリカ・中近東

●  日立建機ユーラシア販売
LLCを通じ代理店サポートを
強化。現地生産に向け、ロシ
ア新工場建設工事を開始。

●  南部アフリカでマイニング
機械向け部品再生工場のフ
ル稼働に向けた業務を推進。

●  トルコ大手コントラクターの海外工事案件やイラク官公庁向
け大口受注など拡販に注力。

●  クローラ式・ホイール式油
圧ショベルや、ミニショベ
ル、ラインアップの揃った
ホイールローダの拡販など、
きめ細かな代理店サポート
を実施するも事業環境は厳
しく前年同期比で減少。

売上高構成比		7.7	％ 売上高構成比		8.6	％

売上高構成比		9.9	％

■	地域別売上高の概況（単位：億円）
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負債純資産合計
10,861

負債純資産合計
10,036

流動資産
7,523

流動資産
6,683

固定資産
3,338

固定資産
3,353

負　債
7,173

負　債
6,324

純資産
3,688

純資産
3,712

資産合計
10,861

資産合計
10,036

売上高
3,649

営業利益
204 四半期

純利益
55

経常利益
178

売上高
3,769

営業利益
209 四半期

包括利益
67四半期

包括利益
△57

四半期
純利益
161

経常利益
137

（注）△印は、マイナスを示しています。

四半期連結貸借対照表の概要（単位：億円）

〈第48期〉 第2四半期（累計）
2011年４月１日から2011年９月30日まで

〈第49期〉 第2四半期（累計）
2012年4月1日から2012年9月30日まで

〈第48期〉 期末
2012年３月31日現在

〈第49期〉 第２四半期末
2012年９月30日現在

〈第48期〉 期末
2012年３月31日現在

〈第49期〉 第２四半期末
2012年９月30日現在

四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書の概要（単位：億円）

2
POINT 

3
POINT 

1
POINT 

1
POINT 

2
POINT 

3
POINT 
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▲

 より詳細な情報は下記URLからご覧ください。
http://www.hitachi-kenki.co.jp/ir/library/results/index.html
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〈第49期〉 第2四半期（累計）
2012年4月1日から2012年9月30日まで

8,830
9,444

10,861
10,036

3,442 3,490 3,688

1,441.73 1,447.52 1,522.86 1,539.88

2009年度 2010年度 2011年度 2012年度
〈第49期〉第2四半期末

3,712

■ 総資産  ■ 純資産（単位：億円）

●１株当たり純資産額 （単位：円）

811

現金及び
現金同等物
の期首残高

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び
現金同等物に係る
換算差額

現金及び
現金同等物の
四半期末残高

261 △114
△298

△35 625

四半期連結キャッシュ・フロー計算書の概要（単位：億円）

流動資産
主に売掛債権（受手・売掛金及びリース債権・投資資
産計）を前期末比手持ち日数39日、851億円減少させ
た結果、流動資産は840億円減少。

負　債
有利子負債を圧縮し、前期末比で376億円減少。
D ／ Eレシオは1.08と前期末比0.13ポイント改善。

自己資本比率
純資産合計は前期末比25億円増となる3,712億円と
なり、自己資本比率は32.5%に向上。

四半期連結貸借対照表のポイント

1
POINT 

2
POINT 

3
POINT 

営業利益
マイニング機械やサービス・部品販売の増加、原価低
減などにより、前年同期に比べ2.4％の増加。

経常利益
ユーロや新興国通貨に対する円高により為替差損益
が約12億円悪化するなど、前年同期に比べ23.0％
の減少。

四半期純利益
2012年８月１日にTCM株式会社の株式を譲渡したこ
とに伴い、約99億円の持分変動利益が発生し、前年
同期に比べ193.9％の増加。

四半期連結損益計算書のポイント

1
POINT 

2
POINT 

3
POINT 
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5月
 第７回株主様工場見学会を開催
土浦工場を株主様に見学いただきました。 P10をご覧ください。工場見学

6月  第48回定時株主総会開催

7月  2013年3月期第１四半期決算発表

9月
 MINExpo INTERNATIONAL 2012に出展
４年に１度の世界最大の鉱山機械見本市に出展 P10をご覧ください。イベント

 TCM株式会社の全株式を譲渡
 ロンドンオリンピック・パラリンピックに
当社社員の中山選手・藤田選手が出場！
あたたかいご声援ありがとうございました。　 P11をご覧ください。オリンピック

8月

ニュース＆トピックス

10月
 つくばテック株式会社を吸収合併
 2013年3月期第２四半期決算発表

最新情報

12 1 2 3 4
65

IRカレンダー（予定）

2013年3月期
第3四半期決算発表

2013年
1月下旬

2013年3月期決算発表2013年
4月下旬

第49回定時株主総会開催2013年
6月下旬

株主確定日（基準日）2013年
3月31日

期末配当金関係書類ご送付
株主様工場見学会開催

2013年
5月下旬

今後の活動については、下記をご参照ください。
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第7回株主様工場見学会を開催工場見学

　５月25日、第7回株主様工場見学会を当社の油圧ショベルの開発・生産を担う世界のマザー工場である土浦工場にて
開催し、多数の方にご参加いただきました。
　まずはじめに4月に就任した新社長の辻本より、会社説明し概要を理解いただきました。その後の工場見学では、
油圧ショベルの組立・製缶・溶接等の現場を見学しました。デモンストレーション地区では、世界各地の様々な環境に

対応できる製品作りのためのテストを行う恒温実験室
に入ったりと、日常ではなかなかできない体験に株主様
からは好評でした。
　今後ともこのようなイベントを継続していく予定で
すので、引き続き株主の皆様の応募をお待ちしてい
ます。

　９月24日から26日の３日間、アメリカ・ネバダ州ラスベガス
で「MINExpo INTERNATIONAL 2012」が開催されました。
　MINExpoは、４年に１度の世界最大の鉱山機械見本市
として知られ、2008年以来の開催となりました。今回は
1,800以上の企業・団体から出展があり、開催期間中約５万
人の来場者が訪れ、MINExpo史上最大の出展社数・来場
者数となり、大盛況でした。
　当社グループは、ディア社と共同で広さ約2,000㎡のブー
スを出展し、“We Dig. We Haul. That's all.（掘る。運ぶ。
それがすべて。）”をスローガンとして掲げました。このスロー
ガンには、当社グループは掘ること、運ぶことに特化して性
能を追求していくとの強いメッセージが込められています。
ブースには、EX5600-6、EH4000ACII、EH5000AC-3を展
示し、多くの来場者の注目を集めました。特に今回初めて公
にお披露目となるEH5000AC-3、SkyAngle（全周囲安全
確認支援装置）の実演、ダンプトラック自律運転のパネルに
多くの来場者の関心が寄せられ、市場の期待の高さがうか
がえました。

MINExpo	INTERNATIONAL	2012に出展イベント

● 凹凸のある現場やぬかるみで
も車体を安定させる「車体安定
化制御」搭載

● 公称積載質量 296ｔ

EH5000AC-3

● EH5000AC-3に設置した
SkyAngleの映像をモニターで
実演

SkyAngle

超大型油圧ショベルEX5600-6 日立建機グループのブース

EH5000AC-3とSkyAngleの展示

10

010_0710001602412.indd   10 2012/11/09   17:34:20



予想したとおり厳しい戦いでは
ありましたが、たくさんの応援を
いただいて、なんとかメダルを獲
得できました。
自分自身も納得の内容だったの
ですが、たくさんの人に喜んでも
らえたことが、何よりうれしいで
す。このメダルを取ることができ
てよかったです。
皆様からの応援、本当にどうも
ありがとうございました。

中山選手、藤田選手
2012ロンドンの舞台で健闘！

3回目のオリンピック挑戦となった今回、健闘し
ましたが惜しくも予選65点の第15位でした。

2度目のパラリンピック出場となった今回、競技ルール
の変更により不利なクラスでの戦いになったにもかか
わらず、ロードタイムトライアルで気迫の走りを見せ、
銅メダルを獲得しました。

ロンドンオリンピックでは、たくさんの応援をありが
とうございました。
3度目のオリンピックは私にとって非常に厳しい戦い
でしたが、オリンピックでしか味わうことができない
経験や想いを再び体験でき、私を支援し、応援してく
ださった皆様に感謝の気持ちでいっぱいです。負け
て駄目でも挑戦し、諦めず前へ進み、いつかメダル
を手にできるよう頑張りたいと思います。
本当にありがとうございました。

ロンドンオリンピック クレー射撃出場 ロンドンパラリンピック 自転車競技出場

中山由起枝（広報戦略室） 藤田征樹（技術開発センタ）

オリンピック

●	8月30日 １kmタイムトライアル（MC1-3）
 20位（1分14秒998）
●	8月31日 3km個人追い抜き（MC3）9位（3分51秒743）
●	9月	5	日 ロードタイムトライアル（MC3）〈16km〉
 ３位 銅メダル （23分55秒54）
●	9月	6	日 ロードレース（MC1-3）〈64km〉12位（1時間42分51秒）

競技結果

●	8月	4	日 クレー射撃女子トラップ 15位（65点）
競技結果
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商号 日立建機株式会社
Hitachi Construction Machinery Co.,Ltd.

本店所在地 東京都文京区後楽二丁目5番1号

資本金 81,576,592,620円

従業員数 4,548名

ホームページ http://www.hitachi-kenki.co.jp
（ 電子公告も上記ホームページよりアクセスいただけます。）

■	会社概要

株主・投資家向け情報
http://www.hitachi-kenki.co.jp/ir/index.html

株主・投資家の皆様に有用な情報
をまとめて掲載しています。

こちらのページでは以下のようなコンテンツや、さ
まざまなIR資料をタイムリーにご覧いただけます。

クリック

日立建機 検索

日立建機グループのこれから、
などを会長、社長の対談を通じ
た生の声でご紹介しています。

●	トップメッセージ

成長に向けた取り組みである 
中期経営計画 「Go Together 
2013」についてご紹介してい
ます。

●	中期経営計画

日立建機グループをわかりやす
く解説。株主様の工場見学会な
どさまざまな取り組みについて
もお伝えしています。

●	個人投資家の皆様へ	日立建機ってどんな会社？

12
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■	役員・委員会

代表執行役 執行役社長 辻　本　雄　一※

代表執行役 執行役副社長 三　原　新　一※

執行役専務 徳　重　博　史※

執行役常務 水　谷　　　努※

執行役常務 有　馬　幸　男※

執行役常務 徳　川　義　和
執行役常務 岩　瀬　善　美
執行役常務 田部井　三　浩
執行役 大　野　俊　弘
執行役 岡　田　　　理
執行役 落　合　泰　志
執行役 金　原　正　起
執行役 北　脇　秀　夫
執行役 住　岡　浩　二
執行役 平　岡　明　彦
執行役 廣　田　則　夫
執行役 横　山　昇　吾

執行役取締役

取締役
水 谷     努

取締役
有 馬 幸 男

取締役会長
木 川 理二郎

取締役
辻 本 雄 一

取締役
内 林 喜 一

※取締役
三 好 崇 司

取締役
三 原 新 一

取締役
徳 重 博 史

監査委員会
内　林　喜　一
谷　垣　勝　秀
渡　邉　光　誠

報酬委員会
辻　本　雄　一
三　好　崇　司
谷　垣　勝　秀

指名委員会
木　川　理二郎
辻　本　雄　一
三　好　崇　司
谷　垣　勝　秀
渡　邉　光　誠

※取締役
谷 垣 勝 秀

※取締役
渡 邉 光 誠

※は社外取締役です。

※は取締役を兼務しています。
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（注） 1.  当社は、自己株式3,291,632株を保有しておりますが、上表に
は含めておりません。

 2.  持株比率については、自己株式3,291,632株を除いて算出して
います。

株主総会

各事業部門、日立建機グループ会社

取締役 10名（うち社外取締役３名）

監査委員会
取締役3名
うち社外
取締役2名

指名委員会
取締役5名
うち社外
取締役3名

報酬委員会
取締役3名
うち社外
取締役2名

取締役会

執行役会
執行役17名

執行役 17名
代表執行役 執行役社長

監査委員会
事務局顧問弁護士

法務部
（役員会事務局）

総務・
コンプライ
アンス部

監査･
指導

協力

助言

会計
監査監査

選任／解任報告選任／解任

審議・
報告

業務
監査

選任／解任
統制・監督

報告

補佐

補佐

重要案件
附議・報告

報告

意見
交換

会計監査人
新日本有限
責任監査法人

監査室

(　　　)(　　　) (　　　)
(　　　　)

コーポレートガバナンス体制		概要図
■	株式の状況

発行済株式の総数 215,115,038株 

株主数 65,407名

株式所有比率

株主名 所有株式数
（千株）

持株比率
（%）

株式会社日立製作所 108,033 51.00
日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社（信託口） 7,582 3.58

日本マスタートラスト信託銀行株式
会社（信託口） 7,134 3.37

バンク オブ ニューヨーク ジーシー
エム クライアント アカウント ジエ
イピーアールデイ アイエスジー エフ
イー -エイシー

2,575 1.22

資産管理サービス信託銀行株式会社
（証券投資信託口） 2,537 1.20

ＪＰモルガン証券株式会社 2,270 1.07
ソシエテジェネラルセキュリティーズ
ノースパシフィックリミテッド 1,959 0.92

ドイチェ バンク アーゲー ロンドン 
ピービー ノントリティー クライアン
ツ 613

1,781 0.84

ドイツ証券株式会社 1,706 0.81
日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社（信託口9） 1,467 0.69

大株主（上位10名）

その他の国内法人
53.32%

証券会社
3.75%

外国法人・外国人
10.49%

個人その他
18.98%

金融機関
13.46%
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今後の見通しに関する注意事項
　本誌の記載内容のうち、将来に関する見通し、業績に関する計画等の歴史的事実ではないものについては将来予測であり、現在入手
可能な情報から得られた会社の判断に基づいています。これらの将来予測には、リスクや不確定な要素が含まれており、実際の成果や
業績等は、記載の見通しとは大きく異なる可能性があります。

事業年度 毎年４月１日から翌年３月末日まで

剰余金の配当の
基準日 毎年３月末日および毎年９月末日

定時株主総会 毎年６月開催

公告方法 電子公告
（http://www.hitachi-kenki.co.jp）

株主名簿管理人
東京証券代行株式会社
東京都千代田区大手町二丁目6番2号（日本ビル４階）
取次事務は、三井住友信託銀行株式会社の全国本支店で行っております。

郵便物送付先、
連絡先

〒168-8522
東京都杉並区和泉二丁目８番４号
東京証券代行㈱ 事務センター
電話（0120）49-7009（フリーダイヤル）

住所変更、単元未満
株式の買取・買増等
のお申出先について

お取引口座のある証券会社にお申し出ください。ただし、特別口座に記録された株式に係
る各種手続きにつきましては、特別口座の口座管理機関である東京証券代行㈱にお申し出
ください。

未支払配当金の
お支払いについて 株主名簿管理人である東京証券代行㈱にお申し出ください。

上場株式配当等の支
払に関する
通知書について

配当金を銀行等口座振込（株式数比例配分方式を除きます。）または配当金領収証にてお受
取りの場合、お支払の際ご送付している「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づ
く「支払通知書」を兼ねております。確定申告を行う際は、その添付資料としてご使用いただ
くことができます。なお、株式数比例配分方式をご選択されている株主様におかれましては、
お取引の証券会社等にご確認ください。

〒112-8563　東京都文京区後楽二丁目5番1号
http://www.hitachi-kenki.co.jp

見やすく読みまちがえにく
いユニバーサルデザインフ
ォントを採用しています。

株主メモ
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