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株主の皆様には、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げ
ます。
当社の 年度第 四半期の連結決算につきましては、

不動産事業において、マンション分譲戸数が前年同期を上
回ったこと等により、営業収益は前年同期に比べ増加いた
しましたが、旅行事業を中心に、東日本大震災の影響を受け
たこと等により、営業利益は前年同期に比べわずかに減少
いたしました。一方、経常利益及び四半期純利益は、持分法
による投資利益が増加したこと等により前年同期に比べ増
加いたしました。
なお、今後も厳しい事業環境が続くものの、東日本大震災

の影響が当初想定より縮小する見通しであり、各コア事業
において各種営業施策を講じるとともに、コスト削減に努
めていること等から、通期の連結業績予想を上方修正いた
しました。

次に、最近の主な取り組みですが、不動産事業では、 月
日より「うめきた（大阪駅北地区）先行開発区域」に建設中

のマンション「グランフロント大阪オーナーズタワー」の第
期分譲を開始いたしました。「グランフロント大阪」は、

「ナレッジキャピタル」やオフィス、商業施設、ホテル、住宅
等多様な都市機能を集積しており、今後も、魅力あふれる街
づくりに向けて「うめきた先行開発区域」の開発を鋭意進め
てまいる所存でございますので、ご期待いただきたく存じ
ます。
また、国際輸送事業では、 月にアジア地域発着の貨物を

手配する集約拠点としてシンガポールに新倉庫を開設し、
処理能力を大幅に向上させるなどロジスティクスサービス
の拡充に努めております。今後もこれを契機として旺盛な
アジア地域の物流の取り込みに努めてまいります。
一方、流通事業では、阪急梅田駅において、パウダーコー

ナー併設の化粧雑貨店「Ｃｌｅｄｕｐｌｅ（クレデュプレ）」を新ブ
ランドとして立ち上げるなど阪急梅田駅の店舗リノベー
ション計画を推進し、駅ナカ事業の再強化に取り組んでお
ります。
当社グループでは、引き続きグループ全体の一層の発展

を目指して邁進してまいりますので、株主の皆様におかれ
ましては、変わらぬご理解とご支援を賜りますよう、よろし
くお願い申し上げます。
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2011年度第2四半期
連結決算の概要 2011年4月1日から2011年9月30日まで

自己資本比率純資産総資産
％百万円百万円

．，， ，年度第 四半期末
．，， ，年度末
．，

活

，比較増減
※当社グループでは自己資本比率を（自己資本）÷（総資産）として算出しております。なお、自己資本は、純資産から新株予約権及び少数株主持分を
差し引いた金額を表しております。

経営成績の概況

財政状態の概況

当第 四半期連結累計期間のわが国経済は、東日本大震
災の影響等により厳しい状況で推移したものの、個人消費
など一部の指標には持直しの動きが見られました。しかし
ながら、円高・株安の進行に加え、欧州の債務問題を始め
とした世界経済の下振れ懸念等により、先行きは不透明な
ものとなっております。
この間、当社グループにおきましては、 年度を目標年
度とする「阪急阪神ホールディングスグループ 中期経
営計画」を実現すべく、グループ経営機能を担う当社の下、
中核会社を中心に、各コア事業の競争力強化を図るととも
に、コア事業間の連携を通じてグループ総合力の発揮に努
めました。

この結果、不動産事業において、マンション分譲戸数が前
年同期を上回ったこと等により、営業収益は ， 億 百
万円となり、前年同期に比べ 億 百万円増加いたしまし
たが、旅行事業を中心に、東日本大震災の影響を受けたこと
等により、営業利益は 億 百万円となり、前年同期に比
べ 億 百万円減少いたしました。一方、経常利益は、持分
法適用関連会社に対する持分比率の増加に伴い持分法によ
る投資利益が増加したこと等により 億 百万円となり、
前年同期に比べ 億円増加し､また、四半期純利益は、 億
百万円となり、前年同期に比べ 億 百万円増加いたし
ました。

当第 四半期連結会計期間末の資産合計は、受取手形及
び売掛金が減少したほか、減価償却費の計上等により有形
固定資産が減少したこと等により 兆 ， 億 百万円と
なり、前連結会計年度末に比べ 億 百万円減少いたし
ました。負債合計は、有利子負債や設備投資関係等の未払

金が減少したこと等により 兆 ， 億 百万円と前連結
会計年度末に比べ 億 百万円減少いたしました。また、
純資産合計は、利益剰余金が増加したこと等により ， 億
百万円と前連結会計年度末に比べ 億 百万円増加し、

自己資本比率は ．％となりました。

（単位：百万円）

四半期純利益経常利益営業利益営業収益
，，，，年度（第 四半期累計）
，，

活

，対前年同期増減額
．％．％

活

．％．％対前年同期増減率
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2011年度第2四半期 連結決算の概要

連結貸借対照表
年 月 日現在

百万円負債の部百万円資産の部
流動負債流動資産

，支払手形及び買掛金，現金及び預金
，短期借入金，受取手形及び売掛金
，未払法人税等，販売土地及び建物
，賞与引当金，商品及び製品
，その他，仕掛品
，流動負債合計，原材料及び貯蔵品

固定負債，その他
，社債

活

貸倒引当金
，長期借入金，流動資産合計
，退職給付引当金固定資産

役員退職慰労引当金有形固定資産
，投資損失引当金，建物及び構築物（純額）
，その他，機械装置及び運搬具（純額）

， ，固定負債合計，土地
， ，負債合計，建設仮勘定

百万円純資産の部，その他（純額）
株主資本， ，有形固定資産合計

，資本金無形固定資産
，資本剰余金，のれん
，利益剰余金，その他

活

，自己株式，無形固定資産合計
，株主資本合計投資その他の資産

その他の包括利益累計額，投資有価証券

活

，その他有価証券評価差額金，その他

活

，繰延ヘッジ損益

活

貸倒引当金
，土地再評価差額金，投資その他の資産合計

活

，為替換算調整勘定， ，固定資産合計

活 ，その他の包括利益累計額合計
新株予約権

，少数株主持分
，純資産合計

， ，負債純資産合計， ，資産合計
（注 ）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
（注 ）消費税等の会計処理は税抜き方式によっております。

年 月 日から 月 日まで
百万円

，営業収益
営業費

，運輸業等営業費及び売上原価
，販売費及び一般管理費
，営業費合計
，営業利益

営業外収益
受取利息
受取配当金

，持分法による投資利益
，雑収入
，営業外収益合計

営業外費用
，支払利息
，雑支出
，営業外費用合計
，経常利益

特別利益
固定資産売却益

，工事負担金等受入額
，その他
，特別利益合計

特別損失
固定資産売却損

，固定資産圧縮損
固定資産除却損

，減損損失
，その他
，特別損失合計
，税金等調整前四半期純利益
，法人税、住民税及び事業税
，法人税等調整額
，法人税等合計
，少数株主損益調整前四半期純利益

少数株主利益
，四半期純利益

（注 ）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
（注 ）消費税等の会計処理は税抜き方式によっております。

連結損益計算書
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2011年度第2四半期 連結決算の概要

通期の連結業績予想につきましては、エンタテインメン
ト・コミュニケーション事業、旅行・国際輸送事業及びホ
テル事業を中心に東日本大震災の影響を受けること等によ
り、厳しい状況が続くものと見込んでおりました。
しかしながら、今後も厳しい事業環境が続くものの、東日
本大震災の影響が当初想定より縮小する見通しであり、各
コア事業において各種営業施策を講じるとともに、コスト

削減に努めていること等から、営業収益及び営業利益をそ
れぞれ ， 億円（前回（ 年 月）発表予想 ， 億円）、
億円（同 億円）へと、また、これに加え、支払利息の減

少等により、経常利益及び当期純利益につきましてもそれ
ぞれ 億円（同 億円）、 億円（同 億円）へと上方修
正しております。

（注） 上記の業績予想は、当社が 年 月 日時点で入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づき作成したものです。
実際の業績は、今後の様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

年度連結業績予想の修正について

■■第２四半期累計 ■通期 ■■第２四半期累計 ■通期

■■第２四半期累計 ■通期 ■■第２四半期累計 ■通期
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連結有利子負債／EBITDA倍率 ■借入金等 ■社債

年度連結有利子負債について
当第 四半期連結累計期間については、事業子会社において梅田阪急ビル建替工事をは

じめとする設備投資等を行ったものの、それらを上回る営業キャッシュフロー等が生じたこと
により、第 四半期連結会計期間末における連結有利子負債残高は 兆 ， 億 百万円と
なり、前連結会計年度末に比べて 億 百万円の減少となりました。
なお、当社グループでは、連結有利子負債を収益力に見合った水準まで圧縮することを基
本方針としており、財務の健全性を示す指標の一つである連結有利子負債／ＥＢＩＴＤＡ（償却
前営業利益）倍率を採用しております。この方針のもと、引き続き財務体質の改善に向けて取
り組んでまいります。
※連結有利子負債残高にリース債務を含んでいます。
※当社グループでは、ＥＢＩＴＤＡを（営業利益）＋（減価償却費）＋（阪急・阪神の統合に伴うのれん償却額）として算出しております。
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2011年度第2四半期 連結決算の概要

不動産分譲事業につきましては、マンション
分譲において、「ジオ グランデ梅田」、「ジオ北堀
江」等を、宅地分譲において、「阪急宝塚山手台」、
「大阪中島公園都市 ハピアガーデン四季のま
ち」等を分譲いたしました。
不動産賃貸事業につきましては、 年 月

に「ＮＵｃｈａｙａｍａｃｈｉプラス」を開業したほか、
グループ各社が保有するオフィスビル・商業施
設において、稼働率の維持に注力しながら、管理
運営コストの削減にも取り組みました。
また、梅田阪急ビルの建て替えに伴う阪急百
貨店Ⅱ期棟の建設工事や、「うめきた（大阪駅北
地区）先行開発区域」等の大規模開発事業につい
ても、鋭意進めております。
これらの結果、マンション分譲戸数が前年同
期を上回ったこと等により、営業収益は 億
百万円となり、前年同期に比べ 億 百万円
増加し、営業利益は 億 百万円となり、前年
同期に比べ 億 百万円増加いたしました。

セグメント別営業成績

都市交通事業
主要な会社 阪急電鉄、阪神電気鉄道、阪急バス、阪神バス等

当第 四半期連結累計期間のセグメント別営業成績は以下のとおりとなりました。

鉄道事業につきましては、 年 月から、企画乗車券「阪急阪神
ｄａｙパス」の有効区間に神戸高速線を新たに追加したほか、 月には、
阪急電鉄において、南海電気鉄道等と共同で、京都と関西国際空港間の
アクセスに便利な「関空アクセスきっぷ」を、阪神電気鉄道において、阪神
なんば線の利用促進に向けて、近畿日本鉄道等と共同で「古代ロマン 飛
鳥 日帰りきっぷ」を、それぞれ発売するなど、グループ各社において旅客
誘致を目的とした各種施策に取り組みました。
施設面では、阪急電鉄において、 年 月から、全駅の改札口で「駅
係員よびだしインターホン」の運用を開始するとともに、列車の運行に関
する情報等をご案内するディスプレイの設置を順次進めたほか、主要駅
で「ごあんないカウンター」（オープンカウンターを設けたシースルー型改
札）の整備に取り組むなど、お客様サービスの向上に努めました。また、連
続立体交差事業やバリアフリー化工事を推進したほか、阪急電鉄において
編成、阪神電気鉄道において 編成の車両をそれぞれ新造するなど、

引き続き、鉄道施設の整備・改良に努めました。
自動車事業につきましては、 年 月から、阪急バス・阪神バスのい

ずれかの一部路線に係る定期券をお持ちのお客様を対象に、他方の特定
のバス路線を割引運賃でご利用いただけるサービスを土休日限定から
平日にも拡大するなど、お客様の利便性の向上を図りました。
しかしながら、東日本大震災の影響から空港バスの需要が減少したこと
等により、営業収益は 億 百万円となり、前年同期に比べ 百万円減
少いたしました。一方、営業利益は、減価償却費が減少したこと等から、
億 百万円となり、前年同期に比べ 億 百万円増加いたしました。
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■■第2四半期累計 ■■第2四半期累計
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■■第2四半期累計 ■■第2四半期累計

不動産事業
主要な会社 阪急電鉄、阪神電気鉄道、阪急不動産、

阪神不動産、阪急阪神ビルマネジメント等



December20116

2011年度第2四半期 連結決算の概要

旅行事業につきましては、東日本大震災の影響
により、国内旅行を中心に厳しい事業環境で推移
いたしました。この間、企画商品の投入など積極
的な販売促進活動に取り組んだことにより、集客
については、海外旅行が前年並みの水準まで回復
し、国内旅行も九州方面を中心に好転してきまし
たが、収益面でその影響を払拭するまでには至り
ませんでした。
国際輸送事業につきましては、東日本大震災の
影響による製造業各社の減産や物流の混乱からの
復旧が進んだ一方で、消費財の輸入低迷や欧米に
おける景況感の悪化等により、先行きの不透明な
状況が続きました。そうした中でも、海運事業の
強化やロジスティクス事業の拡大等の、営業諸施
策を着実に推進し、海外法人を中心に堅調に推移
いたしました。
これらの結果、営業収益は 億 百万円とな
り、前年同期に比べ 億 百万円減少し、営業利
益は 億 百万円となり、前年同期に比べ 億
百万円減少いたしました。

（百万円）（百万円） 営業収益 営業利益

2011 2011 （年度）（年度）

40,000

30,000

20,000

10,000

0

4,000

3,000

2,000

1,000

0

1,920

33,965

2010 2010

3,262
36,360

■■第2四半期累計 ■■第2四半期累計

スポーツ事業につきましては、阪神タイガースが、多くのファンの
方々にご声援をいただくとともに、阪神甲子園球場では、物販・飲
食やファンサービスにおいて、多様な企画を実施するなど、魅力ある
施設運営に取り組みました。
ステージ事業につきましては、歌劇事業において、宝塚大劇場・

東京宝塚劇場星組公演で、 年の初演以来 度目の再演となるオ
リジナル作品「ノバ・ボサ・ノバ」、及び「めぐり会いは再び」を上演し、
特に好評を博しました。また、演劇事業においても、 年にフラン
スで初演されたミュージカル「ロミオ＆ジュリエット」等の話題性の
ある公演を催しました。
コミュニケーション・メディア事業につきましては、ケーブルテレ

ビ事業において、トリプルプレイ（多チャンネル・インターネット・
電話）サービスの営業に注力し、加入契約者数を順調に伸ばしました。
さらに、六甲山地区において、「真夏の雪まつり」や「自然体感展望

台 六甲枝垂れ」等を会場にした現代アートの展覧会「六甲ミーツ・
アート 芸術散歩 」を開催するなど、一層の集客に努めました。
しかしながら、プロ野球主催試合数及び歌劇公演回数が前年同期

を下回ったこと等により、営業収益は 億 百万円となり、前年同
期に比べ 億 百万円減少し､営業利益は 億 百万円となり､前
年同期に比べ 億 百万円減少いたしました。

（百万円）（百万円） 営業収益 営業利益

2011 2011 （年度）（年度）

60,000
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30,000
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0

12,000

9,000

6,000

3,000

0

8,940

54,231

2010 2010

10,57956,122
■■第2四半期累計 ■■第2四半期累計

エンタテインメント・コミュニケーション事業
主要な会社 阪急電鉄、阪神電気鉄道、阪神タイガース、

宝塚クリエイティブアーツ、ベイ・コミュニケーションズ等

旅行・国際輸送事業
主要な会社 阪急阪神交通社ホールディングス、

阪急交通社、阪急阪神エクスプレス等
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2011年度第2四半期 連結決算の概要

流通事業につきましては、阪急梅田駅において、パウダー
コーナー併設の化粧雑貨店「クレデュプレ 梅田店」（ 階改
札外）を出店するとともに、高品質食品スーパー「成城石井
梅田店」（ 階改札外）のリニューアルを行うなど、駅ナカ事
業の再強化に向けた取り組みに着手いたしました。また、
沿線外においても、惣菜店「クックデリ御膳 あべのキュー
ズモール店」、家具・生活雑貨店「ダブルデイ レイクタウン
アウトレット店」等を出店し、事業規模の拡大に努める一方
で、店舗網の再構築を機動的に行うなど、競争力の強化と収
益性の向上に注力いたしました。
これらの結果、営業収益は 億 百万円となり、前年同
期に比べ 億 百万円減少いたしましたが、コスト抑制に
努めたこと等もあり、営業利益は 億 百万円となり、前年
同期に比べ 億 百万円増加いたしました。

（百万円）（百万円） 営業収益 営業利益

2011 2011 （年度）（年度）
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76227,122

2010 2010

473

27,474
■■第2四半期累計 ■■第2四半期累計

ホテル事業につきましては、宝塚ホテルが撮影地の一つ
となった映画「阪急電車 片道 分の奇跡」の公開を記念し
た宿泊プランや夏休み期間中のお得な連泊プランを販売す
るとともに、新ホテル「レム鹿児島」のオープン（ 年
月）を記念し、「うんまか！鹿児島フェア」を開催するなど、
グループホテル共同で積極的な販売促進活動に取り組みま
した。また、宝塚ホテルが学校法人関西学院の会館施設の
運営を受託するなど、収益改善に向けた取り組みを進めた
ほか、グループ加盟ホテルの拡充を図りました。
しかしながら、東日本大震災の影響による法人需要の低

迷や訪日外国人の減少等により、非常に厳しい事業環境で
推移いたしました。
これらの結果､営業収益は 億 百万円となり、前年同
期に比べ 億 百万円減少し､営業損益は 億 百万円の
損失となり、前年同期に比べ 億 百万円悪化いたしました。

（百万円）（百万円） 営業収益 営業利益

2011 2011 （年度）（年度）
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■■第2四半期累計 ■■第2四半期累計

ホテル事業
主要な会社 阪急阪神ホテルズ、阪神ホテルシステムズ等

流通事業
主要な会社 阪急電鉄、阪急リテールズ等

（注） 全事業営業成績のグラフは、セグメント間の内部取引等を消去した金額を、セグメント別営業成績のグラフは、セグメント間の内部取引等
を含めた金額を記載しております。



December20118

阪急電鉄㈱では、嵐山駅前近くで営業していた「阪急嵐山
観光レンタサイクル」を駅前へ移転し、名称を「阪急レンタ
サイクル嵐山」として、 月 日にリニューアルオープンい
たしました。
「阪急レンタサイクル嵐山」は、駅前広場の正面という便
利な場所にあり、景観に配慮した和風の外観デザインの営
業所には、自転車 台を備えております。また、 月を除
く平日を対象に、より気軽にレンタサイクルをご利用いた
だけるよう「時間料金制」を新たに導入いたしております。
嵐山観光には、ぜひ「阪急レンタサイクル嵐山」をご利用
ください。

阪急電鉄㈱、阪神電気鉄道㈱では、阪急電鉄の一部の駅に
設置されている喫煙ルームを除き、 月 日から、すべての
駅を「全面禁煙」にいたしました。これまでは喫煙者及び非
喫煙者双方のお客様が駅を快適にご利用いただけるよう、
喫煙コーナーを設置する「分煙方式」を採用するとともに、
朝夕のラッシュ時間帯は全駅を禁煙とし、皆様のご協力を
いただいてまいりました。
しかしながら、非喫煙率の高まりとともに、駅の全面禁煙

を希望されるお客様のご意見やご要望に加え、沿線自治体
における受動喫煙防止の条例化に向けた動きもあり、さら
なる受動喫煙防止の措置を講ずることが求められていたこ
とから「全面禁煙」にいたしました。
引き続き、全面禁煙に関するお知らせの掲出や、駅や車内

でのご案内に努め、お客様にご理解とご協力をお願いして
まいります。

■阪急レンタサイクル嵐山の概要
阪急嵐山線 嵐山駅前
京都市西京区嵐山西一川町所 在 地

台（ インチ（ 色）、 段変速付き自転車、スポー
ツタイプ、子ども自転車の中からお好みのものをお選
びいただけます）

自転車台数

日 円土・日・祝日､ 月全日

利 用 料 金 時間まで 円、 時間ま
で 円、 日 円月を除く平日

ＳＴＡＣＩＡカードご提示の方は 日 円を 円に割引
※ご利用の際は、運転免許証・健康保険証・写真付社員証・学生証など、
ご自身を証明できるものをご提示ください

駅の「全面禁煙」を実施しました 「阪急レンタサイクル嵐山」を
リニューアルオープン

阪急レンタサイクル嵐山 始
（営業時間 ： ～ ： （ 月～ 月 貸出終了 ： ））
（営業時間 ： ～ ： （ 月～ 月 貸出終了 ： ））

お問い
合わせ

都市交通事業

トピックスTOPICS
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「うめきた（大阪駅北地区）先行開発区域プロジェクト」の開発事業者（阪急電鉄㈱ほか 社）
は、先般「グランフロント大阪オーナーズタワー」の分譲を開始いたしました。
同マンションは、うめきた先行開発区域「グランフロント大阪」の最も北側に、大規模（総戸
数 戸）な超高層タワー（ 階建て）として現在建設中であり、西日本最大のターミナル大阪・
梅田の新たな玄関口に相応しく、都心居住レジデンスの頂点を目指すこととしております。
具体的には、同マンションでは、ホテルライクではない、ホテルそのものの領域を作り出す
ことを標榜しており、マンションの各所に本物の高級ホテル空間を具現化しております。
例えば、マンションのメイン玄関となる「グランドエントランス」はラグジュアリーな車寄
せを備える共用空間として計画し、またホテルとの提携により、駐車場へマイカーを移動する
サービスや、自宅への荷物運搬サービスなど高水準のサービスを予定しております。
このほか、都心立地ならではのクオリティの高い防犯・安全性能を兼ね備え、またレセプ

ションハウス（モデルルーム）でも、ラグジュアリーな質感をご体験いただけるようにしてお
ります。

大阪・関西からアジア・世界へのゲートウェイとして期待される「グラン
フロント大阪」。
そのプライベートゾーンの象徴として誕生する「グランフロント大阪オー
ナーズタワー」。
皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

「グランフロント大阪オーナーズタワー」の分譲を開始

「グランフロント大阪オーナーズタワー」レセプションハウス
始 完全予約制（営業時間 ： ～ ： 水・木曜を除く）http://www.gfo525.jpお問い合わせ

■グランフロント大阪オーナーズタワーの概要
大阪府大阪市北区大深町地内（仮換地番号： 、 ）所 在 地
ＪＲ大阪駅徒歩 分、阪急梅田駅徒歩 分、
地下鉄御堂筋線梅田駅徒歩 分、阪神梅田駅徒歩 分、
阪急中津駅徒歩 分、地下鉄御堂筋線中津駅徒歩 分

交 通

Ｋ～ ＬＤＫ間 取 り
.㎡～ .㎡住居専有面積
戸総 戸 数
年 月（予定）入 居 時 期

ＮＴＴ都市開発㈱、㈱大林組、オリックス不動産㈱、関電不動産㈱、
㈱新日鉄都市開発、積水ハウス㈱、㈱竹中工務店、東京建物㈱、
東西土地建物㈱、日本土地建物㈱、阪急電鉄㈱、三菱地所レジデンス㈱

事業主（売主）

不動産事業

トピックスTOPICS
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宝塚歌劇では、 年前半に上演する公演ラインアップ
を発表いたしました。
花組では、「戦争と平和」「アンナ・カレーニナ」などで知ら
れるロシアの文豪トルストイの
「復活」を、 年に春日野八千代、
那智わたるにより上演して以来の
ミュージカル化。月組では、「王冠
を賭けた恋」として有名な英国王
エドワード 世と、アメリカ国籍
ウォリス・シンプソン夫人との恋
愛譚をミュージカル化するなど、
宝塚歌劇ならではの華やかで夢の
ある演目を多数お届けいたします。

阪急電鉄㈱と阪神電気鉄道㈱
では、西日本旅客鉄道㈱やうめ
きた（大阪駅北地区）先行開発区
域プロジェクト事業者等と共同
で、 月 日から、梅田地区にお
いて「梅田スノーマンフェス
ティバル」を開催しております。
本イベントは、梅田地区の新

たな魅力づくりのために取り組
むものであり、昨年に続き 回
目の開催となります。

「梅田スノーマンフェスティバル」を
開催中

宝塚歌劇
年前半の公演ラインアップを発表

梅田スノーマンフェスティバル実行委員会事務局
始 （受付時間 ： ～ ： 土・日・祝日を除く）
http://umeda-connect.jp/

お問い
合わせ 宝塚歌劇インフォメーションセンター

始 （営業時間 ： ～ ： 水曜を除く）
http://kageki.hankyu.co.jp（宝塚歌劇公式ホームページ）

お問い
合わせ

■梅田スノーマンフェスティバルの概要
①街中がスノーマン！
各商業施設など、梅田地区の至るところに個性あふれるスノーマ
ンが登場します。

ＮＵｃｈａｙａｍａｃｈｉ、ハービスＰＬＡＺＡＰＬＡＺＡＥＮＴほか場 所
開催中～ 月 日まで
※場所により実施日・時間は異なります。日 時

②スノーマンミュージックパーク＆ワークショップ
ゴスペル、ブラスバンド、クラシック、オルゴールなどの音楽イベ
ントやワークショップのほか、ダンスイベントや氷を用いたイベン
トなどを開催します。

ＮＵｃｈａｙａｍａｃｈｉ、ちゃやまちアプローズ前公開空地、
ディアモール大阪、ハービスＰＬＡＺＡＥＮＴほか場 所

開催中～ 月 日までの土・日・祝日
※場所により実施日・時間は異なります。日 時

③スノーマンラリー
梅田地区 ヵ所の施設を対象としたスタンプラリーです。ご応募
いただいた方の中から抽選で豪華賞品が当たります。

ＮＵｃｈａｙａｍａｃｈｉ、ハービスPLAZA/PLAZAENTほか場 所
開催中～ 月 日まで
※場所により時間は異なります。日 時

『復活－恋が終わり、愛が残った－』
宝塚歌劇団

■ 年前半 公演ラインアップ
東京宝塚
劇 場

宝 塚
大 劇 場作 品 名公演組

（ ）
ＮＴＴ東日本・ＮＴＴ西日本フレッツシアター
ミュージカル『オーシャンズ11』星組

ミュージカル･プレイ
『復活－恋が終わり、愛が残った－』

－レフ・トルストイ作「復活」より－
レビュー・ファンタシーク『カノン』

－OurMelody－

花組

ミュージカル『エドワード8世』
－王冠を賭けた恋－

ブリリアントステージ『MistyStation』
－霧の終着駅－

月組

グランド・ロマンス『ドン・カルロス』
－シラー作「スペインの太子 ドン・カルロス」より－
グランド・レビュー『ShiningRhythm!』

雪組

ミュージカル『華やかなりし日々』
グランド・ショー『クライマックス』

－Cry-Max－
宙組

不動産事業

トピックスTOPICS エンタテインメント・コミュニケーション事業
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アイテック阪急阪神㈱は、 月 日から、ケータイ総合
ポータルサイト「Ｍｏｂａｇｅ」（モバゲー）にて、モバイル向
けソーシャルゲーム「きまぐれ鉄道ぶらり旅」の配信を開始
いたしました。
「きまぐれ鉄道ぶらり旅」は、鉄道ファン向けのゲーム
サイトで、ゲーム利用者は、鉄道会社認定の車両を使って路
線を巡りながら、鉄道関連アイテムを集めることができま
す。さらに、一部の実在の駅付近では、ゲーム利用者がお持
ちの携帯電話からＧＰＳ情報を送信することで、オリジナル
ご当地アイテムを入手す
ることもできるなど旅行
好きの方にもお楽しみい
ただけます。
今後も、スマートフォ

ン対応、鉄道ファンに向
けたオリジナルコンテン
ツの追加など、一層の
サービス強化を図ってま
いります。

ケータイソーシャルゲーム
「きまぐれ鉄道ぶらり旅」を配信中

■ケータイソーシャルゲーム「きまぐれ鉄道ぶらり旅」の概要
ＱＲコードでアクセス

※「Ｍｏｂａｇｅ」への無料会員登録後、ご利
用いただけます。

ＵＲＬでアクセス
（1）「Ｍｏｂａｇｅ」へのアクセスhttp://pf.mbga.jp/12006841
（2）登録後、「きまぐれ鉄道ぶらり旅」を選択

アクセス
方 法

携帯電話（ｉモード 、ＥＺｗｅｂ、Ｙａｈｏｏ！ケータイ）対応端末
無料（一部有料） ※税込・通信料を除く情 報 料

※記載されている商品名、サービス名は、各社の商標または登録商標です。

アイテック阪急阪神㈱ マルチメディア事業本部
始
（営業時間 ： ～ ： 土･日･祝日を除く）

お問い
合わせ

ＨＡＮＫＹＵＨＡＮＳＨＩＮＥＸＰＲＥＳＳ（ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ）ＰＴＥＬＴＤ．
は、シンガポールのチャンギ国際空港近くのチャンギ・ノー
ス地区に、新倉庫を 月に開設いたしました。
これまで、航空、海運でそれぞれに倉庫を保有しておりま
したが、拠点を統合することで、ロジスティクスサービスを
向上させ、キャパシティを拡大し、処理能力を 割増強して
おります。
㈱阪急阪神エクスプレスでは同国を、中国からインドに
至るインドシナ回廊のハブ拠点に位置付けており、アジア
地域発着の貨物を集約・転送する、「サザンクロス・サービ
ス」やバングラディシュ発着の貨物を対象とした「ベンガル
タイガースサービス」など多様な商品を提供しております。
新倉庫の開設により、旺盛なアジアの物流の取り込みを加
速してまいります。
今後も、阪急阪神エクスプレスは、拡大し続ける世界の物
流業界において、成長市場への拠点展開を積極的に行い、高
品質なサービスを提供することでお客様の物流戦略にお応
えする「パワフルなエクセレントカンパニー」を目指してま
いります。

阪急阪神エクスプレス
シンガポールに新倉庫を開設しました

■シンガポール新倉庫の概要
ＨａｎｋｙｕＨａｎｓｈｉｎＥｘｐｒｅｓｓ（Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ）ＰｔｅＬｔｄ．
ＨａｎｋｙｕＨａｎｓｈｉｎＥｘｐｒｅｓｓＳｉｎｇａｐｏｒｅＬｏｇｉｓｔｉｃｓＨｕｂ名 称

Ｎｏ. ＣｈａｎｇｉＮｏｒｔｈＷａｙ,Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ所 在 地
, ㎡（うち事務所スペース ㎡）延床面積

トピックスTOPICS 旅行・国際輸送事業エンタテインメント
コミュニケーション事業
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㈱阪急阪神交通社ホールディングス、㈱阪急交通社及び㈱阪急阪
神エクスプレスでは、東日本大震災被災地復興支援企画として、「被
災地復興には、まず子どもたちの明るい笑顔から」との思いから被災
地の子どもたちに“夏休み旅行”をプレゼントし、8月 日から上野
動物園・東京スカイツリー ・東京ディズニーランド などを訪れる
泊 日（車中 泊）の旅行に宮城県南三陸町、石巻市の子どもたち

とそのご家族をご招待いたしました。
初日は、自立式電波塔としては世界一の高さを誇る、建設中の東京
スカイツリー を見学した後、東京都内にある当社グループのホテ
ル「第一ホテル東京シーフォート」にご宿泊いただきました。 日目
は、上野動物園に一般開園時間前に特別入園し、パンダなどをゆっく
りとご見学いただき、最後は東京ディズニーランド にて閉園時間
までたっぷりとお楽しみいただきました。
ご招待いたしました南三陸、石巻の子供たちとそのご家族からは

「パンダを見るのは初めて」、「久しぶりに子どもたちの満面の笑みを
見ることができて嬉しい」など多数のお声を頂戴しております。
当社グループでは今後も、引き続き様々な形で、東日本大震災から
の復興を支援してまいります。

被災地の子どもたちに“夏休み旅行”をプレゼント

バスに乗り込み出発する石巻のみなさん

ホテル観洋前に集合の南三陸のみなさん

スカイツリーをバックにソラカラちゃん と記念撮影上野動物園に入園するみなさん

旅行・国際輸送事業

トピックスTOPICS
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大阪新阪急ホテルでは、近年、さまざまな開発が進む
梅田エリアでの競争力を高めるために、昨年から 期
に分けて全面リニューアルを進めておりますが、この
度「ラグジュアリーフロア」 室が完成いたしました。
ラグジュアリーフロアでは、「アーバン・コミュニ
ティホテル（気軽に利用できる価値観の高いホテル）」
をコンセプトに、客室の内装やインテリアをグレード
アップするとともに、一部客室には Ｄテレビ、マッ
サージチェア、イオンスチーマーのほか、お客様のお好
みにあわせてお選びいただける 種類のピローをご用
意し、ベッドにはシモンズ社製の快眠ベッドを導入い
たしました。
なお、同ホテルでは、引き続き全 室のリニューア
ル工事を進めてまいります。来年 月に新しく生まれ
変わる大阪新阪急ホテルにぜひご期待ください。

全面リニューアル中の大阪新阪急ホテルに
ラグジュアリーフロア 室が完成しました

大阪新阪急ホテル 始 （代表）
http://hotel.newhankyu.co.jp/

お問い
合わせ

㈱阪急阪神ホテルズでは、 月 日に「快眠」をコンセプトにし
た宿泊主体型ホテル「レム鹿児島」をオープンいたしました。
「レム鹿児島」は、日比谷、秋葉原に続く 号店として他の 店舗
と同様に「快眠」を徹底的に追求。各部屋を客室ではなく、「寝室」
と位置付け、室内空間のすべてを快適な眠りのためにデザインし
ております。設備面でも、「心地よい眠りと休息」をサポートすべ
く、オリジナルベッドやリラクゼーション効果の高い最新のレイ
ンシャワー等を全室に完備いたしました。
また、観光地というロケーションを活かして窓から「桜島」を望

む部屋や、トリプルルームとしてもご利用が可能なツインルーム
もご用意し、ビジネス需要だけでなく観光需要の取り込みにも努
めております。
さらに、オープン当日は、鹿児島市出身で、第 回「東宝シンデレ
ラオーディション」において過去最年少でグランプリに輝いた上

かみ

白石萌歌さん、その姉で審査員特別賞に輝いた上白石萌音さんを
しら いし も か かみ しら いし も ね

ゲストに迎え、記念セレモニーを実施いたしました。
こうした取り組みの結

果、順調なスタートを切
り、オープンからたくさ
んのお客様にご利用いた
だいております。今後も
たくさんのお客様にご利
用いただけるよう努めて
まいります。

「快眠」をコンセプトにしたホテル
レム鹿児島がオープン！

■「レム鹿児島」施設概要
鹿児島県鹿児島市東千石町 －所 在 地
全 室
シングル 室/ダブル 室/ツイン 室/ユニバーサル 室客 室 数

台駐 車 場
～ 階 商業施設（朝食レストラン「桜火」／カフェ「タリーズ

コーヒー」）、 階 ホテルロビー及び客室、 ～ 階 客室
フ ロ ア
構 成

レム鹿児島 始 （代表）
http://www.remm.jp/kagoshima/

ご予約
お問い合わせ

レム鹿児島オープン当日 記念セレモニーの様子

トピックスTOPICSホテル事業
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阪急阪神第一ホテルグループの各ホテルでは、数量限定
で 年のおせち料理のご予約を承っております。
各ホテルのシェフが腕によりをかけた、新年の食卓を飾

るホテルならではの華やかなおせち料理を取り揃えており
ます。
詳しくは、阪急阪神第一ホテルグループのホームページ

をご覧ください。
URL▶http://www.hankyu-hotel.com/osechi/

阪急阪神第一ホテルグループ
「 年おせち料理」ご予約承り中

■「 年おせち料理」ホームページ掲載ホテル
第一ホテル東京
吉祥寺第一ホテル

関 東
エ リ ア

ホテル阪急インターナショナル
大阪新阪急ホテル
ホテル阪神
千里阪急ホテル
ホテル阪急エキスポパーク
宝塚ホテル
六甲山ホテル
京都新阪急ホテル

近 畿
エ リ ア

ホテル阪急インターナショナル「七福神」（イメージ）

㈱阪急リテールズは、 月 日に、新ブランド店
「a.d.r.e.s（アドレス）」の第 号店を阪急西宮北口駅構内に
オープンいたしました。店名は、“大好きな雑貨に偶然出会
える場所”という意味を表しております。
「a.d.r.e.s（アドレス）」は、“毎日を楽しくデザート気分”
をコンセプトとした大人の女性のためのショップで、アロ
マグッズをはじめとしたリラクゼーション雑貨、食器など
のキッチン雑貨、バッグやポーチといった携帯小物を取り
揃えております。
ご帰宅途中や駅での待ち合わせの合間に、ぜひ一度お立
ち寄りください。

阪急西宮北口駅に大人可愛い雑貨店誕生！
a.d.r.e.s（アドレス）西宮北口店オープン

■a.d.r.e.s（アドレス）西宮北口店の概要
阪急西宮北口駅改札内（ 階コンコース）所 在 地
： ～ ：営 業 時 間
年中無休定 休 日

電 話 番 号
http://www.hankyu-retails.co.jp/adres/Ｕ Ｒ Ｌ

流通事業

トピックスTOPICSホテル事業
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㈱阪急リテールズでは、 月 日に、阪急梅田駅 階中央
改札外に、「ｅａｒｔｈｍｕｓｉｃ＆ｅｃｏｌｏｇｙｓｔａｔｉｏｎｓｔｏｒｅ（アー
ス ミュージックアンドエコロジー ステーションストア）
阪急梅田店」をオープンいたしました。
「ｅａｒｔｈｍｕｓｉｃ＆ｅｃｏｌｏｇｙ」は、“自分の人生とファッショ
ンを愛している女の子のために、オシャレで着やすく、ホン
モノで買いやすいアイテムを揃えた”レディスファッショ
ンブランドで、ターミナル駅における省スペース店舗の特
色をいかして、商品展開をはかったコンセプトショップ「ス
テーションストア」の第 号店となります。
同店では、アパレル衣料品やバッ

グ、靴などを中心に手に取りやすい
雑貨や、ここでしか買えない「阪急電
車 コラボトートバック」（※）など、
駅ならではの商品構成でお客様をお
迎えしております。
※数に限りがございますので、品切れの際はご容赦ください。

earthmusic&ecologystationstore
第1号店が阪急梅田駅にオープンしました

■ｅａｒｔｈｍｕｓｉｃ＆ｅｃｏｌｏｇｙｓｔａｔｉｏｎｓｔｏｒｅ
（アース ミュージックアンドエコロジー ステーションストア）
阪急梅田店の概要

阪急梅田駅 階中央改札外所 在 地
： ～ ：営 業 時 間

電 話 番 号
なし定 休 日
http://www.earth1999.jp/Ｕ Ｒ Ｌ

㈱阪急リテールズでは、 月 日から、コンビニエンスス
トア「アズナス」において、「抗疲労・癒し」をコンセプトとし
た各種弁当・惣菜の販売を開始いたしました。
これらは、大阪市と大阪産業創造館が主催する「『おいし
く元気に疲労回復！』レシピ開発プロジェクト」（※）におけ
るグランプリ受賞レシピ等をもとに商品化されたものです。
このうち、「くるり巻＆チキン煮込アボデミソース弁当」「ス
タミナチャーハンおにぎり」は、弁当・惣菜等の製造･販売を
手掛ける㈱いいなダイニングと共同でコンビニエンススト
ア向けにレシピを改良して開発したものであり、疲労の予
防・回復に効果的とされるアボカドや鶏肉、豚肉等の食材を
用いて、見た目の美しさや味はもちろん、販売価格も手ごろ
な価格設定とするなど、お客様においしく元気に疲労回復
していただけるよう工夫を重ねております。
これまでも「発芽米」シリーズの弁当やおにぎり等、健康や
美容に配慮した商品の開発・販売を行っており、お客様から
ご支持をいただいております。ストレスの多い日常生活にお
いて、普段の「食」を通じてお客様の「健康」「癒し」に貢献で
きるよう、引き続き商品の開発・販売に努めてまいります。
※疲労の予防や回復に効果的な栄養素を含む食材を活用したレシピを
一般公募したプロジェクト。阪急百貨店、アズナス等が審査に参加
しました。

「『おいしく元気に疲労回復！』レシピ開発プロジェクト」の
レシピを商品化、アズナス各店にて販売しています

㈱阪急リテールズ 第二事業部 始
お問い
合わせ

流通事業

トピックスTOPICS
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環境保全への取り組み

当社グループの環境保全活動はホームページでご覧いただけます。http://holdings.hankyu-hanshin.co.jp/eco/

阪急電鉄㈱及び阪急不動産㈱が開発に参画して
いる「彩都」では、隣接する里山の放置され荒廃し
ていた棚田を使い、「彩都棚田ファーマークラブ」
会員を募って周辺農家のサポートのもと、稲や野
菜の栽培、収穫を行うなど、体験イベント型の環境
保全活動を行っております。棚田の保全や農作業
の楽しさにとどまらず、食育やコミュニティ作り
にもつながっ
ていると参加
者の方々から
もご好評をい
ただいており
ます。

また、彩都では、住民の皆様を対象とした自動車
の共同利用サービス「彩都
カーシェアリング」を導入し、
年 月には新車両とし

て電気自動車「ｉ－ＭｉＥＶ（ア
イ・ミーブ）」を 台採用する
など、地区内の自動車数抑制
と低炭素化に寄与しており
ます。

これらの活動を実施している一般社団法人コ
ミュニティ彩都（阪急電鉄、阪急不動産ほか 社で
構成）が、 年 月 日、豊かな環境づくり大阪
府民会議から、「おおさか環境賞」大賞を受賞いた
しました。これは、「棚田にとどまらず、周辺環境
の回復と里山保全にも貢献しており、また、地区の
低炭素化に向け、カーシェアリング等、会員に便利
で環境に優しいライフスタイルを提供している」

ことが、環境にやさしいコミュニティ形成に寄与
する活動の一つのモデルとして高く評価されたも
のです。

さらに、阪急不動産では、省エネなど環境により
配慮したマンションを提供していくため、環境ビ
ジョン「ジオ フィット プラスエコ」を定めるとと
もに、断熱性能、遮熱性能が極めて高い「Ｌｏｗ Ｅ
複層ガラス」や共用部・専有部へのＬＥＤ照明採用に
よる省エネ、太陽光や太陽熱を利用した創エネな
どの環境配慮仕様
を策定し、 年
月以降販売する
マンションにおい
て導入を開始して
おります。

また、環境配慮仕様の商品を提供するだけでな
く、ジオシリーズマンションの入居者から回収し
た使用済み植物油より精製したバイオディーゼル
燃料を阪急バスの車両に使用するなど、住民の皆
様のエコ意識を高め、一緒にエコ行動に継続して
取り組むこ
とで、環境
に配慮した
社会の実現
を目指して
おります。

ひと・まち・すまいをつなぐ「これ からの エコ」へ

〈 ジ オ フィット プ ラス エ コ 〉
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￥ ￥

ご存知ですか？ 株券電子化で便利になりました！

配当金の口座受け取りの制度をご案内いたします
年 月にスタートした株券電子化により、配当金の受け取り方法が増えました。

以前から口座受け取りをご指定の株主様も選択肢が増え、多様なニーズにお応えできるようになりました。
口座受け取りのお手続きをしていただきますと、配当金支払開始日に株主様ご指定の銀行等の口座にて
お受け取りいただけますので、迅速・安全・確実に配当金をお受け取りいただけます。
この機会にご検討くださいますようご案内いたします。

お手続き・お問い合わせ先 配当金の受取り方法に関するご相談は、お取引の証券会社等（口座管理機関）にお申し出ください。

○○株式会社
配当金

△△株式会社
配当金

Ａ銀行

B証券 , 株
￥ , ※

○○株式会社 , 株
配当金＠ 円（税引き前）

全ての銘柄の配当金を つの口座で受け取りたい
登録配当金受領口座方式
ご所有の全ての銘柄の配当金を つの銀行（※）口座でお受け取りいただけま
すので、配当金をまとめて管理したい株主様に便利です。
お取引の証券会社のうち 社にお申し出いただくことで、全ての銘柄の配当
金を同一銀行口座でお受け取りいただけます。
（※ ゆうちょ銀行は、指定できません。）

配当金を証券会社の口座で受け取りたい
株式数比例配分方式
配当金を証券会社の口座で管理したい株主様に便利です。複数の証券会社で
株式をご所有の場合でも、証券会社ごとのご所有株式数に応じて、配当金をそ
れぞれの証券会社の口座で按分してお受け取りいただけます。
お取引の証券会社のうち 社にお申し出いただくことで、株主様のご所有の
全銘柄についてお手続きできます。
※ ご所有の株式の一部が特別口座で管理されている場合などは、選択できません。
※ 株式数比例配分方式の配当金受取方法を採用していない証券会社に、ご所有の株
式の一部をご預託の場合は選択できません。詳しくはお取引の証券会社にお問
い合わせください。

株式の銘柄ごとにそれぞれ別の口座で受け取りたい
個別銘柄指定方式
ご所有の株式の銘柄ごとに、銀行口座を指定して、配当金をお受け取りいただ
けます。

￥ ￥
○○株式会社
配当金

△△株式会社
配当金

Ａ銀行 Ｂ銀行

Ａ証券 , 株
￥ , ※

※所得税などを源泉徴収した後の金額を振り込みます。
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ぜひ一度ご覧ください！

IRサイトのリニューアルのお知らせ
http://holdings.hankyu-hanshin.co.jp/ir/
当社では、株主や投資家の皆様のお役に立つ情報をタイムリーに提供することを目的として、
年 月にＩＲサイトのリニューアルを行いました。

ＩＲサイトでは、最新ＩＲ資料やＩＲ新着情報を掲載しているほか、過去からの業績・財務情報や
決算短信・有価証券報告書、ＩＲカレンダーなどの様々な情報をご提供しています。

ＩＲよくあるご質問
株式に関する諸手続など、株主の
皆様からよく頂戴するご質問など
をまとめました。

ＩＲ資料室
決算短信や株主優待などのＩＲ関連
資料を過去分も含めて掲載してお
ります。

個人投資家のみなさまへ
当社グループをより深くご理解い
ただけるよう、グループの概要や
競争力の源泉などをわかりやすく
ご説明しております。



株主通信は、環境に配慮し、植林木・
無塩素漂白で製造された用紙と、
大豆油インキを使用しております。

株主様のご意見・ご感想をお待ちしております。 http://holdings.hankyu-hanshin.co.jp/voice/
〒 － 大阪市北区芝田一丁目 番 号 始 － － 姉 － －

発行：

株主メモ

年 月現在株主優待方法
グループ
優待券

株主優待乗車証
（全線パス）

株主優待回数乗車証
（阪急・阪神共通回数カード）

優待内容
優待基準株数

冊

――～

―回カード× 枚
（ 回乗車分）, ～ ,

―回カード× 枚
（ 回乗車分）, ～ ,

―回カード× 枚
（ 回乗車分）, ～ ,

―回カード× 枚
（ 回乗車分）, ～ ,

―① 回カード× 枚
（ 回乗車分）, ～ ,

※①②のいずれかを
選択 阪神電車全線パス 枚② 回カード× 枚

（ 回乗車分）

阪急電車全線パス 枚① 回カード× 枚
（ 回乗車分）, ～ ,

※①②のいずれかを
選択 阪神電車全線パス 枚② 回カード× 枚

（ 回乗車分）

阪急電車全線パス 枚
＋

阪神電車全線パス 枚

回カード× 枚
（ 回乗車分）, ～ ,

阪急電車全線パス 枚
＋

阪神電車全線パス 枚

回カード× 枚
（ 回乗車分）万以上

）阪急電車全線パスの通用区間：阪急電車線全線（神戸高速線を除く）
）阪神電車全線パスの通用区間：阪神電車線全線（神戸高速線を除く）
）共通回数カードの通用区間：阪急電車線及び阪神電車線全線（いずれも神戸高速線を除く）
）グループ優待券：入場券、宿泊・飲食割引券、旅行割引券、その他の特別優待券など
）グループ優待券のご利用範囲につきましては券面をご参照ください。
）優待につきましては、 月 日、 月 日の株主名簿に基づき、それぞれ 月下旬、
月下旬に発送いたします。（年 回）

決算期■
月 日
定時株主総会■
月
基準日■
定時株主総会権利行使株主確定日 月 日
期末配当金受領株主確定日 月 日
単元株式数■
, 株
株主名簿管理人■
特別口座の口座管理機関
東京都千代田区丸の内一丁目 番 号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
同連絡先■
〒 大阪市中央区伏見町三丁目 番 号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 大阪証券代行部
ＴＥＬ． － － （通話料無料）
公告方法■
電子公告（但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告が
できない場合は、日本経済新聞に掲載）
電子公告掲載URL：http://holdings.hankyu-hanshin.co.jp/ir/

単元未満株式（ 〜 株）をご所有の株主の皆さまへ
次のいずれかの方法により、ご所有の単元未満株式を整理していただくことができ

ます。なお、単元未満株式が特別口座で管理されている場合、手数料は無料です（証券
会社で管理されている場合の手数料は、各証券会社にお問い合わせください。）。
．買取請求
ご所有の単元未満株式の市場価格での買取りを請求していただく制度です。
．買増請求
ご所有の単元未満株式を単元株（ , 株）にするために必要な株数を市場価格

で買い増していただく制度です。

株式のお手続に関するお問い合わせ先

特別口座（※）証券会社株式口座の開設先手続の内容
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（口座管理機関）

大阪証券代行部
ＴＥＬ．0120－094－777

（通話料無料）

口座開設先の証券会社住所変更、単元未満株式買取請求・買
増請求等の各種お手続

－特別口座から証券会社の口座への振
替請求
※ 年 月 日の株券電子化時に、株券をお手元に保管されていた株主様の株式（登録株を含む。）につきましては、特別口座で管理されております。
特別口座で管理されている株式につきましては、一般口座にお振替いただくことができます。三菱UFJ信託銀行大阪証券代行部までお問い合わせ
ください。


