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このような状況下、当社グループは、2015年（平成27年）
7月に、前中期経営計画期間（平成25年5月期～平成27年5
月期）での進捗状況や市場動向を踏まえて、2020年（平成32
年）5月期までの経営計画『VISION2020』の目標値を見直す
とともに、『国内事業の収益体制強化と成長戦略の実現』を基
本方針とする新中期経営計画（平成28年5月期～平成30年5
月期）を策定いたしました。これら中長期の目標達成に向けて

「改装・リフォーム事業の強化」「非建材事業の強化」「海外展
開」を中心とする諸施策を推進してまいりました。

以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上高3,321億
68百万円（前連結会計年度比13.6％増）、営業利益62億51
百万円（前連結会計年度比26.8％減）、経常利益53億95百万
円（前連結会計年度比32.0％減）となりました。親会社株主に
帰属する当期純利益については、子会社ののれんの減損損失
を計上したことなどにより、94百万円（前連結会計年度比
98.4％減）となりました。

当社は、グループ全体の経営基盤の強化と収益力向上に
よって、持続的な企業価値の向上を図り、株主の皆様のご期
待に応えてまいりたいと考えております。

配当につきましては、業績状況や内部留保の充実などを勘
案した上で、安定的な配当を継続して実施することを基本方
針としております。当期末は1株につき20円の配当とさせて
いただきました。

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。

当連結会計年度におけるわが国の経済は、企業収益や雇用
情勢の改善により前半は緩やかな回復基調で推移しましたが、
個人消費の伸び悩みや後半からの円高傾向を背景に本格回復
には至りませんでした。海外経済においては、中国経済の減
速や原油価格の下落により景気下振れ懸念が増す状況となっ
ております。

建材市場は、消費増税に伴う駆け込み需要の反動減からの
持ち直しにより、新設住宅着工戸数は92.1万戸（前年度比
4.6％増）となりましたが、持家着工は依然として低い水準で推
移しました。また、非木造着工床面積は前年割れとなりました。 
アルミニウム形材およびビレットの国内市場は、自動車の軽量
化需要などを背景に輸送、一般機械分野での需要が堅調に推
移しましたが、電気機器分野での需要が減少しました。商業施
設市場は、小売業の改装需要は堅調に推移しましたが、大型
店を中心に投資抑制による新店需要の減少が見られました。海
外市場は、欧州では緩やかな経済成長が見られましたが、タ
イ経済については干ばつなどを背景に弱含みで推移しました。

当期の経営環境と営業概況

今後の見通しとしましては、雇用・所得情勢の改善を背景
に個人消費が緩やかに回復するなど国内景気は底堅く推移す
るものと思われますが、中国、新興国の景気減速や円高影響
による国内企業の収益悪化などの下振れ懸念により不透明な
状況が続くものと思われます。

今後の見通し

代表取締役社長 

山下 清胤

株主の皆様へ
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平成28年5月期
（第71期）

3,321

平成27年5月期
（第70期）

2,923

平成28年5月期
（第71期）

62

平成27年5月期
（第70期）

85

■売上高（億円）　 ■営業利益（億円）　

建材市場につきましては、平成28年度の新設住宅着工戸
数および非木造建築着工床面積は、ほぼ横ばいで推移するも
のと想定しております。アルミニウム形材及びビレットの国内
市場では、自動車の軽量化ニーズによる輸送分野や半導体、
液晶関連装置などの一般機械分野での堅調な需要が見込まれ
ます。商業施設市場では、小売業の投資抑制による新規出店
数の鈍化と店舗改装需要の増加が見込まれます。また、海外
市場では、輸送分野を中心に軽量化ニーズによるアルミ化や
押出材の需要は緩やかに増加することが見込まれます。

このような状況を見据え、『VISION2020』と中期経営計画
の目標達成に向けて、「改装・リフォーム事業の強化」「非建材
事業の強化」「海外展開」を全社一体となって推進し、外部環境
の変化に柔軟に対応する体制の構築、成長分野への展開とグ
ループ総合力によるシナジー創出に引き続き注力してまいり
ます。

創業の原点である「お得意先・地域社会・社員」の三者が協
力し共栄するという協業の精神を当社グループ全体が認識し、
お客様に喜びと満足を提供する企業活動を展開することで、
引き続きグループ企業価値の向上を図ってまいります。

株主の皆様方におかれましては、今後ともより一層のご支
援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

お得意先・地域社会・社員の協業のもと、新しい価値を
創造し、お客様への喜びと満足の提供を通じて、豊かな暮
らしの実現に貢献します。

経営理念

●	お客様満足を第一とし、“常にお客様の立場・視点で考え行動”
しよう。

●	お客様の意見に耳を傾け、“期待や問題点をしっかりと把握”し
よう。

●	お客様の満足実現に向け、“創意・工夫で改善、提案”しよう。
●	お客様の“満足こそが仕事の成果”であると心がけよう。
●	お客様の満足を、“共にわかち合えることに感謝”しよう。

CSポリシー

行動指針
私たちは

①		常にお客様の視点に立ち、誠実に対応する	
ことで、信頼される存在であり続けます。

②		技術と知識の向上に努め、新たな製品の開発
とサービスの提供にたゆまず挑戦し続けます。

③		環境、地域社会、人との調和を考えて行動し、
人と自然にやさしい企業であり続けます。

④		自己研鑽に励み、互いに切磋琢磨し、	
働き甲斐のある企業風土を育みます。

自己研鑽

切磋琢磨 社会との
調和

価値創造

喜びと満足信頼

お得意先

お客様

地域社会

社 員

お客様
満足

価値
創造

社会との
調和

自己
研鑽
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セグメント別の概況

建材事業は、基幹サッシなど主力商品の市場投入、リフォーム需要の取り込みなどを推し進めましたが、基幹商品の切り
替えによる生産投資額の増加や競争激化などにより、売上高2,089億38百万円（前連結会計年度比0.5％減）、セグメント
利益43億71百万円（前連結会計年度比1.4％減）となりました。

ビル建材事業では、目隠しルーバーの意匠性に太陽光発電機
能を付加した環境対応型商品「太陽電池一体型目隠しルーバー

（たて型210タイプ）」を市場投入するとともに、自然換気システ
ムを組み込んだカーテンウォール「NL-R NAV」やアルミ手すり

「FINE MASTER（ファインマス
ター）」などの商品拡販に向けた
取り組みに努めてまいりました。

改装・建材分野のSTER事業
では、集合住宅や学校、医療施
設など幅広い分野への省エネ、
環境リフォーム提案の推進に注
力してまいりました。

太陽電池一体型目隠しルーバー
（たて型210タイプ）

カーテンウォール アルミ手すり
「FINE MASTER（ファインマスター）」

ビル建材・STER

建材事業

多様なニーズに最新技術でお応えする
ビル建材と「省エネ・バリアフリー・高耐久」を
考慮した住宅建材、そして最新のデザインと
高い品質を追求したエクステリア建材の提供を
通じて豊かな暮らしの実現に貢献いたします。

208,938

第71期
（2016.5）

209,894

第70期
（2015.5）

売上高
（百万円）

4,371

第71期
（2016.5）

4,432

第70期
（2015.5）

セグメント利益
（百万円）

セグメント利益
43億71百万円
（対前年同期比1.4％減）

売上高
2,089億38百万円
（対前年同期比0.5％減）

62.9%
売上高構成比
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エクステリア建材事業では、新感覚の屋外ガーデ
ンフロア「ラステラ」や反り返るR形状の屋根が圧倒
的な存在感を放つ新スタイルのカーポート「エアロ
シェード」など、他社との差別化商品を市場投入す
るとともに、ファサードエクステリア「フィオーレ」や鋳
物門扉・フェンス「キャスタイル」など、新玄関ドア

「ファノーバ（FANOVA）」とのコーディネートも可能なデザインの商品を発売することで、お
客様への提案力強化にも努めてまいりました。新玄関ドア「ファノーバ（FANOVA）」とリモ
コンの兼用が可能な「電池錠付き門扉」は「第10回キッズデザイン賞」を受賞いたしました。

また、エクステリアリフォームの需要拡大に向け、独立型商品の提案強化に積極的に取
り組むとともに、「ラステラ」の発売を記念して「妻に星を贈ろう。キャンペーン」を開催す
るなど、新商品の市場浸透に向けたPR活動にも注力いたしました。

エクステリア建材

住宅建材事業では、主力の玄関ドア
シリーズを10年ぶりに刷新し、業界初
の新採風機能付きデザインや選べる
タッチ錠「e・エントリー」などをライン
ナップした新玄関ドア「ファノーバ

（FANOVA）」の市場投入をはじめ、昨
年デザインを一新したアルミモダンイ
ンテリアシステム「AMiS（アミス）」のバリエーション拡充など、商品力強化に向けた取り組みに努めてまいりました。また、昨
年10月末に発売したアルミ樹脂複合サッシ「アルジオ（ALGEO）」の市場浸透に向けたPR活動にも積極的に取り組んでまいり
ました。「ファノーバ（FANOVA）」に採用している『タッチ錠「e・エントリー」』と『アルミ樹脂複合サッシ「アルジオ（ALGEO）」』、

『インテリア建材「ウッデリアVS」室内引戸「両側ソフトクローズ機能付」』は、「第10回キッズデザイン賞」を受賞いたしました。
リフォーム分野においては、当社のリフォームネットワーク「一新助家」加入店のレベルアップに向けた取り組みに注力い

たしました。

住宅建材

新玄関ドア
「ファノーバ（FANOVA）」

アルミモダンインテリアシステム
「AMiS（アミス）」収納折戸、室内引戸

アルミ樹脂複合サッシ
「アルジオ（ALGEO）」

カーポート「エアロシェード」ガーデンフロア「ラステラ」

ファサードエクステリア「フィオーレ」
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マテリアル事業では、輸送、一般機械分野での堅調な需要を積極
的に取り込んでまいりました。

また、国内や海外の子会社との連携強化によるシナジー創出に向
けた取り組みに注力いたしました。

以上の結果、セグメント利益32億46百万円（前連結会計年度比
2.7％増）となりましたが、アルミ地金市況に連動する売上が前年度
より減少したことなどにより、売上高420億99百万円（前連結会計
年度比4.5％減）となりました。

セグメント別の概況

マテリアル事業

無限の可能性を秘めたアルミニウムや
マグネシウムなど、次世代のマテリアルを
提供しています。

42,099

第71期
（2016.5）

44,077

第70期
（2015.5）

売上高
（百万円）

3,246

第71期
（2016.5）

3,160

第70期
（2015.5）

セグメント利益
（百万円）

セグメント利益
32億46百万円
（対前年同期比2.7％増）

売上高
420億99百万円
（対前年同期比4.5％減）

12.7%
売上高構成比

TG-bar（鍛造・切削加工用アルミ素材）

ヒートシンクアルミ製植物工場ラック「アルファーム」
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商業施設事業では、小売業の新規出店・改装需
要に対する提案営業に注力してまいりました。

また、海外においては、中国（上海）の製造・販売
拠点を中心に、現地に進出している日系小売業や現
地資本の小売業および豪州の小売業などへの販売
拡大に取り組んでまいりました。

以上の結果、売上高349億4百万円（前連結会計
年度比2.7％増）、セグメント利益17億57百万円（前
連結会計年度比2.0％
増）となりました。

LED照明一体型バナーサイン「アドビューバナー」

アルミショーケース「ルミグラス」店舗用汎用陳列什器「タテヤマゴンドラ」

商業施設事業

ショッピングセンター等の商業施設や、
店舗用の陳列機器類、看板・サイン等の
屋外広告物の設計・製作・施工および
メンテナンスを提供しています。

34,904

第71期
（2016.5）

33,993

第70期
（2015.5）

売上高
（百万円）

1,757

第71期
（2016.5）

1,722

第70期
（2015.5）

セグメント利益
（百万円）

セグメント利益
17億57百万円
（対前年同期比2.0％増）

売上高
349億4百万円
（対前年同期比2.7％増）

10.5%
売上高構成比
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国際事業では、輸送分野、形材分野の需要取り込み
を推し進めましたが、欧州での顧客の事業環境変化に
よる受注量減少、タイでの建材市場の需要減少などに
より、売上高460億77百万円、セグメント損失30億
69百万円となりました。

なお、前連結会計年度の業績は、主として当該会計
年度中に取得した子会社の1ヵ月分（平成27年3月1日
～平成27年3月31日）であるため、前年同期比較を行っ
ておりません。

セグメント別の概況

国際事業

欧州・中国・タイにある海外拠点において、
アルミニウムの鋳造・押出・加工を行い、
高付加価値製品を提供しております。

46,077

第71期
（2016.5）

4,276
第70期
（2015.5）

売上高
（百万円）

△3,069
第71期
（2016.5）

△797

第70期
（2015.5）

セグメント損失
（百万円）

13.9%
売上高構成比

セグメント損失
30億69百万円

売上高
460億77百万円

※第70期の対象期間は1ヵ月（2015年3月）のみ
のため、前年同期比較を行っていません。

タイメタルアルミニウム

STEP-G
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三協アルミは主力の玄関ドア「ラフォース」シリーズを10年ぶりに刷新し、平成
28年5月2日より新玄関ドア「ファノーバ（FANOVA）」を発売しました。「ファノーバ

（FANOVA）」は、使い手にやさしい「USER   Friendly（ユーザーフレンドリー）」を
コンセプトに、業界初の新採風機能付きデザインをはじめ、リアルな木質感を再現した浮造り調の新
木目色、多彩な採光デザイン、ポケットやカバンにリモコンを入れておけばボタンを押すだけで施解
錠が可能な選べるタッチ錠「e・エントリー」を採用するなど、オンリーワンなデザイン、ユニバーサルな
使いやすさ、快適性を実現しました。防火ドア「ファノーバ（FANOVA）」も併せて発売しました。

また、「ファノーバ（FANOVA）」で採用しているタッチ錠「e・エントリー」はこの度、「第10回キッズ
デザイン賞」を受賞しました。

T O P I C S

新玄関ドア「ファノーバ（FANOVA）」発売
～業界初「新採風機能付きデザイン」や
使い手にやさしい「選べるタッチ錠」などラインナップ～

新 品 介商 紹

「フラット下枠」 「どこでも引手」

アルミ樹脂複合サッシ「アルジオ（ALGEO）」好評発売中
アルミ樹脂複合サッシ「アルジオ（ALGEO）」は、アルミと樹脂のメリット

を生かし、高い断熱性はもちろん、昨今の異常気象や自然災害に備え、業
界最高クラスの耐風圧性、水密性を実現。さらに開閉のしやすさやお手入
れのしやすさなど、使う人への思いやり性能も実現しています。

特に、お手入れが簡単な「フラット下枠」と新色「アースブラウン」が好
評をいただいています。

また、「アルジオ（ALGEO）」は昨年の「グッドデ
ザイン賞」に続き、この度、「第10回キッズデザイ
ン賞」も受賞しました。

タッチ錠
「e・エントリー」

◀新採風機能付き
デザイン

（内開き窓「横型」
タイプ）

業界初

段差や切り欠き
がなく素足で歩
いても安全

お子さま
でも

お子さまでも 抱っこしたままでも
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010_0235401302808.indd   8 2016/08/10   13:47:32



T O P I C S

“新感覚”のガーデンフロア「ラステラ」発売
「妻に星を贈ろう。キャンペーン」開催

三協アルミは、ウッドデッキでもタイルテラスでもない、モダ
ンでシックな新感覚の屋外フローリング、ガーデンフロア「ラス
テラ」を平成28年6月1日より発売しました。「ラステラ」の「床
張り出し納まり」は、床が浮いたような浮遊感を演出します。ま
た、「ラステラ」の発売を記念して、平成28年3月1日～6月30
日までの4ヵ月間、クイズに答えると、オーストラリア・スプリン
グブルック天文台公認星の命名権がもらえる「妻に星を贈ろ
う。キャンペーン」
を開催しました。

新スタイルのカーポート「エアロシェード」発売
～オリジナル屋根形状で圧倒的な存在感～

三協アルミが発売している『アルミ樹脂複合サッシ「アルジオ（ALGEO）」』、『玄関ドア　タッチ錠「e・エントリー」』、
『電池錠付き門扉』、『インテリア建材「ウッデリアVS」室内引戸「両側ソフトクローズ機能付」』の4商品が、「第10回キッ
ズデザイン賞」（主催：特定非営利活動法人 キッズデザイン協議会、後援：経済産業省、消費者庁）」を受賞しました。

4商品が「第10回キッズデザイン賞」を受賞

❶アルミ樹脂複合サッシ
「アルジオ（ALGEO）」

❷玄関ドア　タッチ錠
「e・エントリー」

戸先側 戸尻側

❹インテリア建材
「ウッデリアVS」
室内引戸

「両側ソフトクローズ機能付」

❸電池錠付き門扉

三協アルミは、他社にないオリジナル屋根形状で圧倒的な
存在感を放つ、新スタイルのカーポート「エアロシェード」を平
成28年7月15日より発売しました。
「エアロシェード」は、業界初となる、後方支持構造の3台用間

口を実現しており、中間に柱がないため、乗り降りしやすく駐車
もしやすい構造です。反り返るR形状の屋根は、空気の流れを
感じるシルエットや空につながる開放感を演出しています。

9 Sankyo Tateyama, Inc.
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平成28年3月23日、三協アルミは首都圏ショウルームの
オープン1周年を記念して、代理店様向けイベントを同ショウ
ルームにて開催しました。

第1部では、株式会社リクルート住まいカ
ンパニー　リフォーム・領域横断推進部　
部長／三好悠介様による「新築・リフォーム
のトレンド調査からみる生活者の価値観～
新しい家族像～住宅感の変化」と題
した講演会を開催。第2部では、今年
5月に発売した新玄関ドア「ファノーバ

（FANOVA）」の新商品発表会を開
催しました。

首都圏ショウルームオープン1周年
記念イベント開催

「第6回エコハウス&エコビルディングEXPO」
「アルジオ（ALGEO）」「ファノーバ（FANOVA）」出展

三協アルミは、平成28年3月2日～4日の3日間、東京ビッグサイ
ト（東京都江東区）において開催された「第6回エコハウス&エコビ
ルディングEXPO」に、アルミ樹脂複合サッシ「アルジオ（ALGEO）」
と新玄関ドア「ファノーバ（FANOVA）」を出展しました。展示会に
は3日間で計63,423人が来場、当社ブース
には期間中に約2,000人が訪れました。

三協アルミは、平成28年4月～6月にかけて、静岡・東京・名
古屋・福岡・仙台・大阪・長野の全国7都市で「2016エクステリ
ア新商品展示会」を開催しました。
「Good Surprise！くらし、わた

し、あたらしく。」をテーマに、リノ
ベーションによって得られる新し
い価値や暮らし方の「Surprise」
をガーデンフロア「ラステラ」、ファ
サードエクステリア「フィオーレ」、
新色「アースブラウン」の3つのス
テージにて提案し、会場は多くの
来場者で賑わいました。

「2016エクステリア新商品展示会」開催
～Good Surprise！くらし、わたし、あたらしく。～

平成28年3月2日、目黒雅叙園（東京都目黒区）において、建
材設備大賞（主催：日経アーキテクチュア／日経ホームビル
ダー）の授賞式が開催されました。同賞は、審査委員長に建築
家で東京大学名誉教授の内藤廣氏を迎え、大賞1点と特別賞5
点が選出されるもので、三協アルミの自然換気機能を備えた
高水密カーテンウォール「NL-R 
NAV」が特別賞を受賞しました。

自然換気機能付きカーテンウォール
「NL-R NAV」建材設備大賞＜特別賞＞受賞

10Sankyo Tateyama, Inc.
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T O P I C S

タテヤマアドバンスは、平成28年6月15日
～17日の3日間、大阪南港ATCホール（大阪
市）において開催された「SIGN EXPO2016」
に出展しました。

突出しサインやチャンネル文字
をはじめ、昨年9月に発売した業界
でも目新しい「アドビューアッパー」
や今年2月に発売したアドビューシ
リーズのLED照明付きバナー「アド
ビューバナー」、またLED光源を点
滅させることで様々な情報を送る
次世代技術を取り込んだサインな
どを展示しました。

「SIGN EXPO2016」出展 
～看板やサインなどを展示～

三協アルミは、一昨年より夏休み期
間に開催している全国の小学生向け

「未来のとびらコンテスト2016＜小学
生版＞」を今年も7月25日よりスター
トしました。

また、昨年からの新たな取り組みで
ある全国の大学生向け「未来のとびら
コンテスト2016＜大学生版＞～第2
回学生デザインコンペ～」を今年も7
月1日よりスタートしました。

未来のとびらコンテスト　
作品募集＜小学生版＞&
＜大学生版＞7月よりスタート

©藤子プロ・小学館・
テレビ朝日・シンエイ・ADK

「ショウルームフェア」
7/1～8/1開催

三協アルミは、全国のショウルーム
にて、平成28年7月1日～8月1日の期
間、「ショウルームフェア」を開催しまし
た。フェア期間中は、来場者全員への

「ドラえもん クリアファイル」のプレゼ
ントをはじめ、お見積もりいただいた
方、または今年5月に発売した新玄関ド
ア「ファノーバ（FANOVA）」のお気に
入りデザインを投票いただいた方に、く
じ引きで「ドラえもん おもしろタオル」
や日用品などをプレゼントしました。

©藤子プロ・小学館・
テレビ朝日・シンエイ・ADK

「第3回高機能金属展」出展
～海外を含むグループの高い技術力をアピール～

三協マテリアルは、平成28年4月6日～8日の3日間、東京
ビッグサイト（東京都江東区）にて開催された「第3回高機能金
属展（通称：メタルジャパン）」に
おいて、“素材をカタチにする会
社”をテーマに、アルミのねじり
形材やマグネシウムの鉄道構体
材、めっき表面処理のサンプル
品など、素材から加工・組立まで
一貫生産を行う当社の技術や
製 品 を 紹 介しました。ま た、
STEP-Gの形材も参考出展し、
海外を含めたグループの高い
技術力をアピールしました。
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STEP-Gは、平成28年3月16日～19日の4日間、ドイツの
ニ ュ ル ン ベ ル ク・メッセ で 開 催 さ れ た、建 材 展 示 会

「FENSTERBAU（フェンスターバウ）2016」において、同社が
“BUG（ブグ）”のブランドで製造・販売しているアルミと木の
複合サッシやファサード関連商品、アルミ部材などを出展しま
した。

同展示会には、ドイツをはじ
め世界各国の窓メーカー、ガ
ラスメーカーなどが様々な建
材を出展しており、期間中、多
くの来場者で賑わいました。

ドイツの建材展示会「FENSTERBAU」に
STEP-G   “BUG” ブランドを展示

タイメタルアルミニウムは、平成28年4月26日～5月1日の
6日間、タイ・バンコク近郊のIMPACT Challenger Hallにて
開催された展示会「architect’
16」において、同社が「ALNEX」
のブランド名で製造・販売して
いるエクステリア関連商品を
出展しました。

同社ブースには、三協アル
ミの住宅建材、エクステリア建
材商品も併せて展示しました。

展示会「architect’16」に
タイメタルアルミニウムがEX商品を展示

平成28年4月24日、とやま・ふくおか家族旅行村（富山県高
岡市）において、「ツインリーフの森づくり」の第9回目となる、
根踏み活動を実施しました。

ボランティア参加の従業員とその家族ら約100名が集合し、
これまで植樹したコナラやクリ、サクラなどの苗木と竹支柱を
ひもでしばり、根元を踏みしめました。

本活動は、平成25年4月にスタートし、10年間で約2,500本
の苗木育成を目指しています。

ツインリーフの森づくり
第9回目　根踏み活動実施

平成28年5月18日、当社グループは、今年4月に発生した熊
本地震により被災された皆さまの救済や被災地の復旧に役立
てていただくために、救援
募金と拠出金をあわせた
1,000万円を寄付しました。

また、平成23年の東日本
大震災以降、BCリーグ公式
戦での冠試合開催による震
災遺児への支援活動を毎年
継続して行っており、今年も
入場者1名につき100円の
寄付金をあしなが育英会に
寄贈しました。

被災地・震災遺児への支援活動を継続的に実施
～義援金寄贈・冠試合開催～
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連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円）

科　目 当　期
平成28年5月31日現在

前　期
平成27年5月31日現在

資産の部
流動資産 123,028 135,306

現金及び預金 27,355 30,901
受取手形及び売掛金 48,303 55,600
電子記録債権 3,978 2,788
商品及び製品 13,537 13,269
仕掛品 15,539 18,046
原材料及び貯蔵品 8,367 9,860
繰延税金資産 2,446 1,761
その他 5,229 5,727
貸倒引当金 △1,728 △2,650

固定資産 131,602 135,250
有形固定資産 106,718 104,075
無形固定資産 7,670 10,965
投資その他の資産 17,213 20,209

資産合計 254,630 270,557
負債の部
流動負債 106,030 135,902

支払手形及び買掛金 52,335 58,368
短期借入金 12,311 38,628
その他 41,384 38,906

固定負債 68,497 49,505
転換社債型新株予約権付社債 15,055 −
長期借入金 23,591 18,442
その他 29,850 31,062

負債合計 174,528 185,408
純資産の部
株主資本 77,542 78,623
その他の包括利益累計額 352 4,747
非支配株主持分 2,207 1,777
純資産合計 80,102 85,148
負債純資産合計 254,630 270,557

科　目
当　期

平成27年6月1日～
平成28年5月31日

前　期
平成26年6月1日～
平成27年5月31日

売上高 332,168 292,391
売上原価 261,307 225,253
売上総利益 70,860 67,138
販売費及び一般管理費 64,608 58,596
営業利益 6,251 8,541
営業外収益 2,202 1,896
営業外費用 3,058 2,509
経常利益 5,395 7,928
特別利益 172 634
特別損失 2,536 686
税金等調整前当期純利益 3,031 7,876
法人税等 2,650 1,759
当期純利益 380 6,116
非支配株主に帰属する当期純利益 286 166
親会社株主に帰属する当期純利益 94 5,949

平成28年5月期

80,10280,102

■ 総資産　■ 純資産（百万円）

100,000

0

200,000

300,000 254,630254,630

平成27年5月期

85,14885,148

270,557270,557

科　目
当　期

平成27年6月1日～
平成28年5月31日

前　期
平成26年6月1日～
平成27年5月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー 15,710 12,261
投資活動によるキャッシュ・フロー △11,167 △22,120
財務活動によるキャッシュ・フロー △7,637 8,945
現金及び現金同等物に係る換算差額 △716 27
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,810 △886
現金及び現金同等物の期首残高 30,111 30,737
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 63 260
現金及び現金同等物の期末残高 26,363 30,111

連結貸借対照表 （単位：百万円） 連結損益計算書 （単位：百万円）

連結財務諸表
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会社概要／株式情報（平成28年5月31日現在）

証券会社
0.91%
286,683株

その他の法人
21.96%
6,930,443株

金融機関
26.71%
8,426,668株

個人・その他
34.72%

10,957,166株

外国法人等
15.53%
4,898,793株

自己株式
0.17%

54,876株
グループ子会社

会　社　名 三協立山株式会社
所　在　地  〒933-8610 富山県高岡市早川70番地
設　　　立 昭和35年6月20日
資　本　金 150億円
従 業 員 数 5,611名
U 　 R 　 L http://www.st-grp.co.jp/

発行可能株式総数…………………………… 150,000,000株
発行済株式の総数…………………………… 31,554,629株
株主数………………………………………… 21,689名

株主名 所有株式数 出資比率
千株 %

住友化学株式会社 2,235 7.09
三協立山社員持株会 1,153 3.66
日本トラスティ･サービス信託銀行株式会社（信託口） 1,041 3.30
三井住友信託銀行株式会社 971 3.08
三協立山持株会 957 3.03
ST持株会 918 2.91
株式会社北陸銀行 888 2.82
住友不動産株式会社 803 2.55
日本トラスティ･サービス信託銀行株式会社（信託口9） 631 2.00
BNYML - NON TREATY ACCOUNT 560 1.78

（注）出資比率は自己株式54,876株を除いて算出しております。

会社概要 株式の状況

所有者別株式分布状況事業セグメント

大株主（上位10名）

代表取締役社長 山　下　清　胤
代表取締役副社長 蒲　原　彰　三
常務取締役 岡　本　　　誠
常務取締役 庄　司　美　次
常務取締役 山　田　浩　司
常務取締役 中　野　敬　司
取締役 阿　見　秀　一
取締役 平　能　正　三
取締役 黒　崎　　　聡
取締役　　 監査等委員（常勤） 三　村　伸　昭
社外取締役 監査等委員（常勤） 野　崎　博　見
取締役　　 監査等委員（常勤） 佐　野　孝　司
社外取締役 監査等委員 角　木　完太郎
社外取締役 監査等委員 荒　木　二　郎

取締役および監査役（平成28年8月29日現在）

建材事業 マテリアル事業
国際事業

商業施設事業
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〒933-8610 富山県高岡市早川70番地
TEL 0766-20-2101

この報告書は植物油
イ ン キ を 使 用 し て 
印刷しています。

事 業 年 度 毎年6月1日から翌年5月31日
定 時 株 主 総 会 8月
基 準 日 定時株主総会

期 末 配 当
中 間 配 当

5月31日
5月31日

11月30日
上 場 証 券 取 引 所 東京
公 告 方 法 電子公告（http://www.st-grp.co.jp/）

※ ただし、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して行います。

株 主 名 簿 管 理 人 お よ び
特別口座の口座管理機関

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社

株 主 名 簿 管 理 人 
事 務 取 扱 場 所

大阪市中央区北浜四丁目5番33号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

＜郵便物送付先＞ 〒168−0063　 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

＜電 話 照 会 先＞  0120−782−031

＜イ ン タ ー ネット＞ホームページURL
http://www.smtb.jp/personal/agency/index.html

特別口座について
株券電子化前に「ほふり」（株式会社証券保管振替機構）
を利用されていなかった株主様には、左記の三井住友信
託銀行株式会社に口座（特別口座といいます。）を開設し
ております。特別口座についてのご照会および住所変更
等のお届出は、左記の電話照会先にお願いいたします。

単元未満株式の買取請求および
買増請求の取扱い
単元（100株）未満の株式の買取請求および買増請求は、
その単元未満株式が記録されている口座の口座管理機
関までお問合せください。

株式に関する住所変更等のお届出および
ご照会について
証券会社に口座を開設されている株主様は、住所変更
等のお届出およびご照会は、口座のある証券会社宛に
お願いいたします。証券会社に口座を開設されていない
株主様は、左記の電話照会先にご連絡ください。

http://www.st-grp.co.jp/
詳細な財務情報やニュースリリース等は、当社ホームページをご覧ください。

三協立山 検索

ホームページのご案内 今後のIRスケジュール

平成29年5月期
第1四半期決算発表

2016年

10月上旬

平成29年5月期
第2四半期決算発表

2017年

1月上旬

平成29年5月期
中間報告書発送

2017年

2月上旬

株主メモ
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