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技術をもって社会の発展に貢献する。人材こそが最大かつ唯一の財産である。
この精神のもと，「規範性，倫理性を重んじる会社」として，
IHIグループは社会的要請に対し，誠実に対応していきます。

To Our Shareholders 

株主の皆様へ

代表取締役社長兼最高経営執行責任者

釡 和明

そうですね。当社の主要顧客の1つである自動車業
界の不振や円高傾向が続いていることなどもあり，厳
しい状況にあったことは確かです。しかし，そうした
中で，事業の選択と集中を推し進め，グループ一丸と
なって収益力強化に取り組んできました。その結果，
当期の受注高は１兆1,767億円，売上高は１兆3,880
億円，受注残高は1兆5,502億円となりました。
損益面では，エネルギー・プラント事業の回復など
により，営業利益は256億円，経常利益は135億円と
なりましたが，建設機械事業において発生した貸倒引
当金などの損失を計上した結果，最終的に当期は74
億円の赤字となっています。 
なお，中間配当，期末配当につきましては，利益確保
が困難であったため，誠に遺憾ながらその実施を見送
らせていただきました。

Q
当期後半は米国の金融不安に端を発した景気後退が
世界を直撃しましたが，当期のIHIグループの業績へ
の影響はどの程度あったのでしょうか？

A
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この厳しい状況を逆に好機と捉え，例えばですが，
業務効率改善による費用削減，円高メリットを利用し
た資機材の調達などに全社を挙げて取り組んでいる
ところですし，また，プロジェクトの管理体制を強化
し，当初の計画の維持および利益確保に努めていると
ころでもあります。
さらに，今年の４月にはアジア地域の戦略機能を強
化するため，アジア総支配人を配置しました。今後は，
米州統括会社とともにグローバル市場でのさらなる
成長を目指していきます。
また，同じく今年の４月，ものづくり改革推進本部
を設置しましたが，これは，競争力の源泉である「もの
づくり力」を再構築していきたいと考えてのことです。

今年5月に「特設注意市場銘柄」の指定が解除された
わけですが，本件については，株主の皆様には大変ご
心配，ご迷惑をおかけしました。この1年余り，グルー
プを挙げて内部管理体制の改善に注力してきました。
今後もその継続・進化に不断の努力を続けていきます。

中長期の経営戦略としては，当社グループの中長
期の成長に向けて今年５月に策定した「IHIグループ
ビジョン」に凝縮されています。その中で，当社グ
ループの目指す姿を「21世紀の環境，エネルギー，産
業・社会基盤における諸問題を，ものづくり技術を
中核とするエンジニアリング力によって解決し，地
球と人類に豊かさと安全・安心を提供するグローバ
ルな企業グループとなる。」と定めました。また，当
社グループの事業全てを，市場および技術の違いか
ら「資源・エネルギー」「船舶・社会基盤・セキュリ
ティ」「産業機械・システム」「回転・量産機械」「航
空・宇宙」の５つの事業領域に再定義しましたが，そ
れぞれの事業領域で選択と集中を加速することで，
主導的な事業に成長させていきたいと考えています。
これからも当社グループへのご支援をよろしくお
願いします。

A

Q
収益力強化と言われましたが，収益性を高めるための
具体的な取り組みを教えてください。

Q
プロジェクトの管理体制を強化したということです
が，内部管理体制の整備状況はいかがでしょうか？

A

Q
一般銘柄に復帰し，平成21年度は新たなスタートの
年となると思います。持続的成長に向けて，今後，中
長期的にどのような経営戦略をお持ちでしょうか？

A
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Business Review by Segment

事業部門別概況

橋梁が減収
鉄道車両，船舶用クレーンが増収
・受注高

・売上高

・営業損益

民間設備投資需要の急激な落ち込みにより，前期比8.5％減の
1,747億円
橋梁が減収となったものの，鉄道車両や船舶用クレーンなど
が増収となったため，前期比11.1％増の2,046億円
公共投資関連工事の採算性回復が遅れているため，14億円の損失

物流・
鉄構事業

売上高 億
円1,843 億

円2,046
当期前期

営業損益 億
円△19 億

円△14

車両用過給機が減収
工業炉，圧延機が伸張
・受注高
・売上高

・営業利益

工業炉などが堅調に推移した結果，前期比13.6％増の1,942億円
車両用過給機が減収となったものの，工業炉，圧延機などが
伸張したため，前期比14.0％増の2,205億円
車両用過給機の減収や資機材価格上昇などの影響を受けた
ため，前期比19.2％減の126億円

機械事業

売上高 億
円1,933 億

円2,205
当期前期

営業利益 億
円156 億

円126

ボイラ，原子力機器の定期点検,
改造工事が堅調
・受注高

・売上高

・営業損益

原子力機器などが堅調であったものの，化学機械や，陸舶用
原動機が減少したため，前期比30.5％減の2,998億円
ボイラ，原子力機器の定期点検，改造工事などが堅調であっ
たことから，前期比10.3％増の4,364億円
円高の影響などがあったため，62億円の損失

エネルギー・
プラント事業

売上高 億
円3,956 億

円4,364
当期前期

営業損益 億
円△740 億

円△62
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農業機械，建設
機械の受注減少不動産

事業 ・受注高
世界的な景気後退の影響を
受けて，前期比35.4％減の
973億円

・営業利益
前期比52.2％減の24億円

・売上高
前期比15.9％減の1,404億円

その他
事業

民間航空エンジンが堅調に推移
・受注高

・売上高

・営業利益

民間航空エンジンが堅調に推移したため，前期比0.1％増の
3,236億円
円高の影響および整備工事が減収となったことなどにより，
前期比5.0％減の2,978億円
円高の影響などにより，前期比53.1％減の110億円

航空・
宇宙事業

売上高 億
円3,134 億

円2,978
当期前期

営業利益 億
円236 億

円110

船舶・
海洋事業

新造船の採算性が改善
・受注高
・売上高

・営業利益

新造船が減少したことなどにより，前期比71.7％減の789億円
修理船が減収となったものの，新造船の引渡し隻数が増加し
たことから，前期比13.0％増の1,817億円
新造船の採算性が改善されたことなどにより，前期比19.0％
増の28億円

売上高 億
円1,608 億

円1,817
当期前期

営業利益 億
円24 億

円28

売上高 億
円407 億

円158
当期前期

営業利益 億
円123 億

円52

売上高 億
円1,670 億

円1,404
当期前期

営業利益 億
円51 億

円24

不動産販売が減少
・受注高
不動産販売が減少したこと
などにより，前期比20.2％
減の79億円

・営業利益
前期比57.8％減の52億円

・売上高
前期比61.2％減の158億円
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Performance Transition

業 績 の 推 移

受注高（連結）

売上高（連結）

受注残高（連結）

12%
7%

25%

22%

31%

3%0%

第189期
（平成18年3月31日）

第190期
（平成19年3月31日）

第191期
（平成20年3月31日）

第192期
（平成21年3月31日）

20,000

15,000

10,000

5,000

0

（億円） 通期

15,300
17,050

15,502

18,521物流・鉄構事業 1,844
機械事業 1,168
エネルギー・プラント事業 3,948
航空・宇宙事業 3,364
船舶・海洋事業 4,762
不動産事業 4
その他事業 409

（単位：億円）
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12,210
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4,593 5,175
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通期 第２四半期累計期間

6,104

13,880

15%

17%

25%
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（平成17年度）
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（平成18年度）
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（平成19年度）
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（平成20年度）
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（億円） 通期 第２四半期累計期間

5,216 6,054

12,255
13,611

7,192

15,565

6,049

11,767

物流・鉄構事業 1,747
機械事業 1,942
エネルギー・プラント事業 2,998
航空・宇宙事業 3,236
船舶・海洋事業 789
不動産事業 79
その他事業 973

（単位：億円）

機械事業 2,205
エネルギー・プラント事業 4,364
航空・宇宙事業 2,978
船舶・海洋事業 1,817
不動産事業 158
その他事業 1,404

物流・鉄構事業 2,046
（単位：億円）

消去または全社 △1,094
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連結貸借対照表（要旨） （単位：百万円）

科　目
当期末 前期末

平成21年３月31日 平成20年３月31日

資
産
の
部

流動資産 1,036,428 1,082,624

　現金及び預金 87,547 72,080

　受取手形及び売掛金 352,840 358,945

　棚卸資産 471,164 455,885

　その他 124,877 195,714

固定資産 452,914 459,671

　有形固定資産 273,964 261,761

　無形固定資産 24,341 20,945

　投資その他の資産 154,609 176,965

資産合計 1,489,342 1,542,295

連結損益計算書（要旨） （単位：百万円）

科　目
当期 前期

平成20年４月１日～
平成21年３月31日

平成19年４月１日～
平成20年３月31日

売上高 1,388,042 1,350,567
　　売上原価 1,221,612 1,235,111
売上総利益 166,430 115,456
　　販売費及び一般管理費 140,751 132,263
営業利益 25,679 △ 16,807
　　営業外収益 10,588 8,566
　　営業外費用 22,746 22,571
経常利益 13,521 △ 30,812
　　特別利益 14,952 90,774
　　特別損失 19,940 13,168
税金等調整前当期純利益 8,533 46,794
　　法人税等 16,150 21,661
　　少数株主損失（△） △ 210 △ 62
当期純利益又は当期純損失（△） △ 7,407 25,195

連結キャッシュ・フロー計算書（要旨） （単位：百万円）

科　目
当期 前期

平成20年４月１日～
平成21年３月31日

平成19年４月１日～
平成20年３月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー △ 17,638 3,339

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 41,727 46,789

財務活動によるキャッシュ・フロー 42,812 △ 48,786

現金及び現金同等物の期末残高 107,720 130,428

Financial Statements

連結財務諸表

（単位：百万円）

科　目
当期末 前期末

平成21年３月31日 平成20年３月31日

負
債
の
部

流動負債 898,181 898,682
　支払手形及び買掛金 294,871 315,008
　短期借入金及び社債・コマーシャルペーパー 229,084 159,706
　前受金 212,362 226,838
　その他 161,864 197,130
固定負債 385,211 409,207
　長期借入金及び社債 188,626 208,216
　その他 196,585 200,991

負債合計 1,283,392 1,307,889

純
資
産
の
部

株主資本 187,062 194,676
　資本金 95,762 95,762
　資本剰余金 43,032 43,037
　利益剰余金 48,423 56,012
　自己株式 △ 155 △ 135
評価・換算差額等 4,981 25,241
新株予約権 206 114
少数株主持分 13,701 14,375

純資産合計 205,950 234,406
負債純資産合計 1,489,342 1,542,295
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Topics

ト ピ ッ ク ス

機械事業

物流・
鉄構事業

当社は，平成21年1月，国土交通省北陸地方整備局から，新潟県燕
市の大河津分水に建設される大型水門である大河津可動堰改築ゲー
ト設備を受注しました。引渡し時期は平成23年8月の予定です。
当社は，これまで国内外の水門建設に数多く携わっており，4,000
門以上の納入実績を誇ります。今後も高い技術力によって，国内外
の社会基盤の整備に貢献するべく，積極的な営業活動を展開してい
きます。

国土交通省から
国内最大規模の河川ゲートを受注

台湾の中国鋼鉄社向け
第1高炉改修工事を受注

当社は，台湾で唯一の一貫製鉄メーカーである中国鋼鉄社（CSC）
から，高雄製鉄所第１高炉の３次改修工事を受注しました。納期は
平成22年の予定です。
当社は，これまで同製鉄所の第2・第3高炉を納入しており，安定
操業と短工期に対応し得るエンジニアリング能力が高く評価され受
注に至ったものです。工事完了後は，現在1日当たりの出銑量4,000
トンが，5,800トンに拡大します。

河川ゲートイメージ図　※写真提供：国土交通省

当社が過去に納入した高雄製鉄所第2高炉
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当社が共同開発事業に参画している最新型ジェットエンジン「GEnx」（推
力：55,000～75,000ポンド）の受注が引き続き好調で，平成21年3月末時
点で1,200台以上の受注を獲得しています。平成20年3月には，米国連邦航
空局（FAA）から型式承認を取得し，ジェットエンジンとしての運用が正式に
認められました。本エンジンは，ボーイング社の次世代航空機787と747-8
向けジェットエンジンとして，米国ゼネラル・エレクトリック社を中心に平成16年に開発が開始されました。
当社は，本エンジンに共同事業パートナーとして約15％のシェアで設計・開発・製造の事業に参加しており，エン
ジンの低圧タービン部と高圧圧縮機後段部を担当しています。

航空・
宇宙事業

加圧水型（PWR）原子力発電所
「AP1000（TM）」向け原子炉
格納容器を米国で連続受注

当社は，米国の大手エンジニアリング会社シカゴ・ブリッジ＆アイアン社
（CB＆I）から，ウェスチングハウス社（米国，WEC）が米国で受注し，プラント
全体を取りまとめている新規加圧水型（PWR）原子力発電所「AP1000」向け
原子炉格納容器2基の設計・材料調達・製作・輸送までの範囲を受注しました。
当社は，CB&Iと相互協力しWECへの受注活動を行なっており，今回の受注
で平成21年2月に「AP1000」の原子炉格納容器2基を初受注してから，2つのプロジェクトで計４基の連続受注となり
ます。本原子炉格納容器の大きさは，径40メートル，高さ66メートル，1基当たりの製品重量は約4,000トンです。

エネルギー・
プラント事業

ボーイング787向け
最新エンジンの受注が
引き続き好調

AP1000（TM）のイメージ図

GEnxエンジン
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不動産
事業

その他
事業

新型インフルエンザ感染予防
対策用オゾン関連機器の
事業体制強化

豊洲地区
賃貸オフィスビル計画が着工

新型護衛艦
「ひゅうが」の引渡し

当社の子会社である株式会社アイ・エイチ・アイ マリンユナイテッ
ド（IHIMU）は，平成21年3月，防衛省向け平成16年度計画ヘリコプター
搭載護衛艦（DDH）「ひゅうが」をIHIMU横浜工場にて引渡しました。
IHIMUは，「ひゅうが」に続く２番艦を現在建造中で平成23年に就役予
定です。本艦は，基準排水量13,500トンと自衛隊の護衛艦としては最大
であり，哨戒ヘリコプターを同時に４機発着させることができます。IHIMUは，今後も高度な技術が必要とされる護衛
艦の建造をはじめとした付加価値の高い船舶を建造していきます。

船舶・
海洋事業

当社が開発を主導している東京都江東区
豊洲地区では，豊洲三丁目3-1街区において，
三菱地所株式会社を事業パートナーとした
賃貸オフィスビルを建設中です。同事業は，
平成20年12月に着工し，平成22年秋の竣
工に向け順調に工事が進んでいます。
一方，豊洲地区以外でも，当社のCRE

（Corporate Real Estate）戦略の一環として，社宅跡地などを活用
した分譲マンション事業や賃貸マンション事業を進行中です。今後
も所有不動産の有効活用を推進していく予定です。

当社と当社の子会社である株式会社
IHIシバウラは，新型インフルエンザ感
染予防対策用として，オゾンガスによる
除菌・集塵機などオゾン関連機器の製
造・販売体制強化に取り組んでいます。
平成21年度には，新型インフルエンザ
対策用に国内主要空港，医療施設，企業
の事業所など向けに販売台数を従来の
2.5倍の1,500台へ大幅拡大を図ります。

オゾンエアクリア
『eZ-2000』

(仮称)豊洲3-1街区
賃貸オフィスビル

Topics

ト ピ ッ ク ス

新型護衛艦「ひゅうが」
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Group Topics

グ ル ー プ ト ピ ッ ク ス

このたび，社団法人日本産業機械工業会主催の 「第34
回優秀環境装置表彰」 において，当社の子会社である株
式会社IHIエスキューブ（IS³）の漏油検知器「オイルリー
クモニタ」が同会会長賞を受賞しました。この表彰は，
メーカーが開発した優秀な装置の普及と技術開発の促
進を目的としており，このたびの受賞は，「オイルリーク
モニタ」 が環境保全に貢献する製品として，品質・性能
の両面で高く評価されたことによるものです。
IS³の漏油検知器「オイルリークモニタ」は、油膜はも
ちろん，浮遊状態・混濁状態の微量の油も，最速わずか
12秒という高速で検知します。省スペース設計のため，
あらゆる環境・場所に設置することが可能，また取り
付けも簡単です。

当社の子会社である新潟原動機株式会社は，このた
び， NOx（窒素酸化物）を30％削減し，IMO（国際海事機
関）が平成23年から適用を開始する次期NOx規制に対
応した新型舶用中速エンジン（2,070～3,330キロワッ
ト）を開発しました。平成22年に納入を開始し，年70
～100台の生産を予定しています。
本エンジンは，従来同型エンジンに比べNOxを約
30％削減，燃費2％向上，出力20％向上を実現しており，
平成23年から採用されるIMOのNOx2次規制（NOxを
16～22％削減）に対応しています。

漏油検知器「オイルリークモニタ」が
第34回優秀環境装置表彰 
日本産業機械工業会会長賞を受賞

環境規制対応を実現した
新型舶用中速エンジン
「28AHX」を開発

新型舶用中速エンジン
「28AHX」小型監視器 フロート型センサ（高感度型）
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環境・社会に貢献するIHIグループ

当社グループは，「技術をもって社会の発展に貢献する」という経営理念のもとに，幅広い事業
分野での社会インフラに役立つ製品づくりを通して，グローバル規模での地球環境保全に貢献
すると同時に，身近な環境配慮製品や技術の紹介，ものづくりを通した次世代育成にも注力して
います。また，国内の各事業所では，地域社会との共生，さらには地域社会の発展に貢献するこ
とを目指しています。以下，その一例をご紹介します。

クローズアップ

北海道洞爺湖サミットに先立ち，平成20年６月19日
から３日間，札幌ドームで「環境総合展2008」が開催
され，産業界などの環境問題への取り組みが紹介され
ました。当社は，当社の子会社である株式会社IHI回転
機械と共同でブース出展し，3日間で1,200人を超える
見学者が訪れました。
展示会では，当社のオイルフリースクリューコンプ
レッサーのほか，環境に優しい当社製品について紹介し
ました。オイルフリースクリューコンプレッサーは，潤
滑油を使わずに水で運転し，圧縮空気に油分を含まない
ため，金魚が泳ぐ水槽にも使えます。当日のデモンスト
レーションでは，コンプレッサーの圧縮空気を「金魚が
泳ぐ水槽」の空気源として使用し，来場された方々に「金
魚すくい」を楽しんでいただきました。

環境総合展2008への出展

金魚すくいを楽しむ
お子様

当社ブースの様子
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国内最大規模の市民マラソンである「東京マラソン2009」が
平成21年3月22日に開催され，ランナー35,000人，ボランティ
ア13,000人が参加しました。
当社は，この「東京マラソン」に平成19年の第1回目よりボラン
ティア参加し，本年も38キロメートル地点（豊洲IHIビル前）で約
20人の従業員が給水・給食を担当しました。開催当日の38キロ
メートル地点は風が強く，時折雨も降る中，ゴールを目指し最後
の力を振り絞るランナーへ向け，沿道の観客と一緒に精一杯の
声援を送りました。

東京マラソンでのボランティア参加

横浜事業所の技術開発本部では，従業員有志による「IHIものづ
くり教室」を毎年開催しています。自分たちが小さいころに経験
した「作って遊ぶ楽しさ」を今の子どもたちにも経験してもらい
たいという気持ちから，技術開発本部の有志メンバーでスター
トし，横浜市磯子区の小学校では恒例行事となりつつあります。
昨年で3年目を迎えて工作物の種類も増え，今ではヘリコプター
をはじめ，10種類近くの玩具を子どもたちと一緒に作っています。
さらに本年からは磯子区役所とタイアップして開催し，「企業・
学校にじの架け橋事業」として取り組んでいます。

＜IHIものづくり教室＞横浜事業所　技術開発本部
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Corporate Data

会  社  概  要

会社の概要（平成21年3月31日現在）

商 号

設 立 年 月 日

本 社 所 在 地

資 本 金

株 主 数

ホームページアドレス

株式会社ＩＨＩ

ＩＨＩ Corporation

明治22年１月17日

〒135-8710　東京都江東区豊洲三丁目1番1号

95,762,421,600円

123,260名

http://www.ihi.co.jp

豊洲IHIビル

役員 （平成21年6月26日現在）

会計監査人 新日本有限責任監査法人　東京都千代田区内幸町二丁目２番３号　日比谷国際ビル

代表取締役社長
釡　　和明

兼最高経営執行責任者

代表取締役副社長 渡辺　康之

代表取締役副社長 昼間　祐治

取締役 芹澤　　誠
塚原　一男
坂本　譲二

取締役 稲川　泰弘
兼常務執行役員 下條　良明

橋本伊智郎
斎藤　　保

取締役 中村　房芳
兼執行役員 出川　定男

寺井　一郎

社外取締役 佐藤　文夫
浜口　友一

常勤監査役 清水　照雄
丸山　正和

社外監査役 井口　武雄
郷原　信郎
能仲　久嗣

常務執行役員 大隅　敏彦
浅岡　光勝

執行役員 丸山　　睦
瓦谷　立身
石戸　利典
岩本　　宏
井元　　泉
犀川　淳一
吉田　詠一
高田　成人
井上　　明
我孫子　治
村井　一郎
吉田　　豊
朝倉　　啓
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■所有者別株式分布状況

個人・その他
121,382名／

553,511,122株

金融機関
91名／548,421,764株

政府・
地方公共団体

2名／78,009株
0.00％

その他
国内法人
1,334名／
68,151,490株

外国人
380名／
267,279,006株

金融商品取引業者
71名／29,617,091株

37.72％

37.38％

4.64％

18.21％

2.01％

株主名 持株数（株） 出資比率
（％）

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口4G） 58,503,000 3.98

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（中央三井アセット
信託銀行再信託分・株式会社東芝退職給付信託口） 55,422,000 3.77

第一生命保険相互会社 54,060,700 3.68

ユービーエス　エージー　ロンドン　アカウント アイピービー　
セグリゲイテッド　クライアント　アカウント 44,869,000 3.05

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 43,860,000 2.98

みずほ信託銀行株式会社退職給付信託みずほ銀行
口再信託受託者資産管理サービス信託銀行株式会社 43,680,050 2.97

日本生命保険相互会社 34,095,886 2.32

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 28,198,000 1.92

IHI共栄会 22,863,000 1.55

三井住友海上火災保険株式会社 22,268,000 1.51

株式事項（平成21年3月31日現在）

発 行 可 能 株 式 総 数

単 元 株 式 数

発 行 済 株 式 の 総 数

う ち 単 元 株 式 数

3,300,000,000株

1,000株

1,467,058,482株

1,463,439,000株

●株式の総数

●株主構成●大株主

（注） IHI Reportの作成に当たり，金額および株数・出資比率は単位未満を切捨
て表示しました。ただし，連結財務諸表の金額は四捨五入表示しました。
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地球環境に配慮した大豆油
インキを使用しています

Cert no. SGS-COC-2499

株式事務のお問い合わせは

〒168-0063　東京都杉並区和泉二丁目８番４号　
中央三井信託銀行株式会社　証券代行部
電話　0120-78-2031（フリーダイヤル）

株主メモ

事 業 年 度
定 時 株 主 総 会
基 準 日

株主名簿管理人

同 事 務 取 扱 所
郵便物送付先
電 話 照 会 先

同 取 次 窓 口

毎年４月１日から翌年３月31日まで
毎年６月
定時株主総会・期末配当：毎年３月31日
中間配当：毎年９月30日 
東京都港区芝三丁目33番１号
中央三井信託銀行株式会社
〒168-0063
東京都杉並区和泉二丁目８番４号
中央三井信託銀行株式会社　証券代行部
電話 0120-78-2031（フリーダイヤル）
中央三井信託銀行株式会社　全国各支店
日本証券代行株式会社　本店および全国各支店

（ ）

CSR報告書について

当社は，社会的課題や社会的要請に対する当社グループの取り

組み内容をまとめた「IHI CSRレポート2009」を平成21年６月

26日に発行いたしました。

報告書の電子ファイルは，当社ホームページからダウンロード

できます。

http://www.ihi.co.jp/ihi/environment/index.htm

・住所変更，単元未満株式の買取・買増等のお申し出先について
株主様の口座のある証券会社にお申し出ください。
なお，証券会社に口座がないため特別口座が開設されました株主様は，
特別口座の口座管理機関である中央三井信託銀行株式会社にお申し出
ください。
・未払配当金の支払いについて
株主名簿管理人である中央三井信託銀行株式会社にお申し出ください。
・株主様のご住所・お名前に使用する文字に関してのご案内
株券電子化実施に伴い，株主様のご住所・お名前の文字に，株式会社証
券保管振替機構（ほふり）が振替制度で指定していない漢字等が含まれ
ている場合は，その全部または一部をほふりが指定した文字またはカタ
カナに変換して，株主名簿にご登録いたしております。このため，株主
様にご送付する通知物の宛先が，ほふりが指定した文字に置換えられる
場合がありますのでご了承ください。株主様のご住所・お名前として
登録されている文字については，お取引の証券会社等にお問い合わせく
ださい。

IHI CSR レポート 2009
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