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このような状況下、当社グループは、長期経営計画
『VISION2020』の実現に向けて策定した中期経営計画（平
成28年5月期～平成30年5月期）の基本方針『国内事業の
収益体制強化と成長戦略の実現』に基づき、「改装・リフォー
ム事業の強化」「非建材事業の強化」「海外展開」を柱とする
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3,208

億17百万円（前連結会計年度比3.4％減）、営業利益67億
13百万円（前連結会計年度比7.4％増）、経常利益68億42
百万円（前連結会計年度比26.8％増）、親会社株主に帰属
する当期純利益21億22百万円（前連結会計年度は94百万
円の親会社株主に帰属する当期純利益）となりました。
なお、当期配当金につきましては、すでに実施しました

中間配当15円に期末配当20円を加えた1株当たり35円の
普通配当といたします。

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、個人消費の持

ち直しに力強さが欠けるものの、企業収益や雇用環境の改
善などから緩やかな回復基調で推移しました。海外経済は、
米国や欧州の政治動向や地政学リスクの高まりなど懸念材
料がありましたが、米国経済を中心に総じて堅調に推移しま
した。国内建材市場は、平成28年度の新設住宅着工戸数
は97.4万戸（前年度比106％）と前年を上回りましたが、貸
家の伸びが大きく、持家の着工戸数は29.2万戸（前年度比
103％）となりました。アルミニウム形材及びビレットの国内
市場は、自動車の軽量化需要などにより輸送分野、一般機
械分野を中心に好調に推移しました。商業施設市場は、店
舗着工棟数・床面積がともに減少傾向にあるものの、小売
業の改装需要は堅調に推移しました。海外市場は、欧州で
は緩やかな回復基調で推移し、タイでは一時的な落ち込み
から回復傾向で推移しました。

当期の経営環境と営業概況

今後の見通しとしては、国内経済は引き続き企業収益や
雇用環境の改善などを背景に底堅く推移するものと思われ
ます。海外経済も緩やかな拡大基調が見込まれますが、米
国の通商政策動向や英国のEU離脱影響など依然として不
透明な状況が継続すると思われます。
国内建材市場では、平成29年度の市況は前年比減（新設

住宅着工戸数93.6万戸：前年度比96％、非木造建築着工
床面積74,800千㎡：前年度比96％）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、輸送分野や一般機械分野を中心に引き続き堅調な需要

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29年5月期
（第72期）

3,208

平成28年5月期
（第71期）

3,321

平成29年5月期
（第72期）

67

平成28年5月期
（第71期）

62

■売上高（億円）　 ■営業利益（億円）　

が見込まれます。商業施設市場では、コンビニエンススト
アの新規出店ペースは鈍化するものの、既存店の改装需要
の増加が見込まれます。海外市場では、輸送分野を中心に
軽量化によるアルミ化需要や押出材の需要が緩やかに増加
することが見込まれます。
このような状況を見据え、長期経営計画『VISION2020』
の実現に向けて、「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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建材事業においては、基幹サッシやリフォーム玄関ドアなどの商品拡充や販売強化、コストダウンに努めましたが、非木
造建築着工の回復が低調なことや戸建住宅市場での競合環境が続いたことなどにより、売上高2,039億13百万円（前連
結会計年度比2.4％減）、セグメント利益27億16百万円（前連結会計年度比37.9％減）となりました。

ビル建材事業では、ビル用基幹サッシを12年ぶりに刷新し「MTG-70R」として発売するとともに、高性能省エネサッシシ
ステム「ARM-S�Uシリーズ」に「U＋タイプ」、風の力で開閉する自然換気システム「スウィンドウ」に手動タイプおよび個別制
御システムを追加発売するなど、差別化商品を市場投入することで、商品提案力の強化に努めてまいりました。
改装・環境部門のSTER事業では、集合住宅や学校、官庁および民間施設などへの快適な

リフォームや環境に配慮した省エネ提案に注力してまいりました。

ARM-S@NAV スウィンドウ 三協立山ソーラー

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・高耐久性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。

203,913

第72期
（2017.5）

208,938

第71期
（2016.5）

売上高（百万円）

2,716

第72期
（2017.5）

4,371

第71期
（2016.5）

セグメント利益（百万円）

63.6%
売上高構成比

セグメント別の概況

売上高 2,039億13百万円
（対前年同期比2.4％減）

セグメント利益 27億16百万円
（対前年同期比37.9％減）
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住宅建材事業では、アルミ樹脂複合サッシ「アルジオ」に業界初の横引き窓タイプの「採風勝手口ドア」などを加え、バリ
エーションを拡充するとともに、インテリアシステム「AMiS」に「手すりユニット」や「階段」などのラインナップを追加するな
ど、商品力強化に向けた取り組みに注力してまいりました。また、主力の玄関ドア「ファノーバ」の市場拡販に向けた取り
組みにも努めてまいりました。
リフォーム分野においては、リフォーム玄関ドアを7年ぶりに刷新し、デザイン性や機能性は勿論、施工性を大幅にアッ
プさせた「ノバリス�リ
フォーム玄関ドア」を
市場投入し、発売キャ
ンペーンもあわせて
実施するなど、新商
品の市場拡販に注力
してまいりました。

エクステリア事業では、9年ぶりに刷新した普及型テラス「レボリュー」の市場投入をはじめ、玄関ドアとのコーディネート
も可能な機能ポール「ファノーバ」やスタイリッシュなアプローチを演出する歩行者用補助手すり「ジーエムライン」、ブロッ
ク塀をおしゃれに演出する「フィオーレ」のタイプ追加など、上質なエントランス空間につながる新商品の市場投入にも注力
してまいりました。
また、エクステリアリフォームの需要拡大に向け、ナチュラルな木の風合いが人気の木調テラス

「ナチュレ」に「パーゴラタイ
プ」をラインナップし、ガーデ
ンフロア「ラステラ」と組み合
わせて上質なアウトドア空間
をご提案するなど、商品の提
案力強化にも積極的に取り組
んでまいりました。

エクステリア建材

住宅建材

木調テラス「ナチュレ」＋ガーデンフロア「ラステラ」普及型テラス「レボリュー」 機能ポール「ファノーバ」

ノバリス�リフォーム玄関ドア アルジオ「採風勝手口ドア」横引き窓タイプ インテリアシステム「AMiS」手すりユニット・階段

4Sankyo Tateyama, Inc.
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マテリアル事業では、好調な輸送分野や一般機械分
野の需要を積極的に取り込んでまいりました。
また、ヒートシンク事業の収益改善を進めてまいり
ました。
以上の結果、セグメント利益39億6百万円（前連結
会計年度比20.3％増）となりましたが、アルミ地金市
況に連動する売上が減少したことなどにより、売上高
413億25百万円（前連結会計年度比1.8％減）となり
ました。

ヒートシンク「オフセットSSタイプ」

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。

12.9%
売上高構成比

売上高 413億25百万円
（対前年同期比1.8％減）

セグメント利益 39億6百万円
（対前年同期比20.3％増）

41,32542,099

売上高（百万円）

第72期
（2017.5）

第71期
（2016.5）

第72期
（2017.5）

第71期
（2016.5）

3,906
3,246

セグメント利益（百万円）

アルミ製植物工場ラック「アルファーム」

アルミ製�スキッド
-�2017年�秋より発売予定�-��
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商業施設事業では、コンビニエンスストアや専門量販店
など小売業の新規出店や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357億81百万円（前連結会計年度
比2.5％増）、セグメント利益17
億74百万円（前連結会計年度比
1.0％増）となりました。

調剤カウンター

外照式サイン用LED電装ユニット
「アドビューL」

11.2%
売上高構成比商業施設事業

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。

売上高 357億81百万円
（対前年同期比2.5％増）

セグメント利益 17億74百万円
（対前年同期比1.0％増）

35,78134,904
売上高（百万円）

第72期
（2017.5）

第71期
（2016.5）

第72期
（2017.5）

第71期
（2016.5）

1,7741,757

セグメント利益（百万円）

店舗用汎用陳列什器「タテヤマゴンドラ」

6Sankyo Tateyama, Inc.
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国際事業においては、欧州・タイ・中国・日本間のシナジー案件
の獲得や欧州・タイでの輸送分野の需要取り込みに注力してまいり
ました。
また、欧州事業の収益改善を推進してまいりました。
以上の結果、セグメント損益は、14億29百万円改善し、16億40
百万円の損失となりました。売上高は、為替影響などにより、396億
44百万円（前連結会計年度比14.0％減）となりました。

12.4%
売上高構成比

Thai-Aust�Aluminium
Window�&�Door

STEP-G押出形材

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います。

売上高 396億44百万円
（対前年同期比14.0％減）

セグメント損失 16億40百万円
（前連結会計年度は30億69百万円の
	セグメント損失）

39,64446,077

売上高（百万円）

第72期
（2017.5）

第71期
（2016.5）

△1,640
△3,069

セグメント損失（百万円）

第72期
（2017.5）

第71期
（2016.5）

STEP-G�Bonn工場

Thai�Metal�Aluminium�Slide�&�Swing�Gate
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010_0235401302908.indd   7 2017/08/09   14:07:01



「ノバリス リフォーム玄関ドア」発売
～わずか1日で簡単に玄関ドアを取り替え可能～

建材
事業

三協アルミは、リフォーム玄関ドアを7年ぶりに刷新し、平成29年3月1日より1日で簡単に玄
関ドアの取り替えができる「ノバリス�リフォーム玄関ドア」を発売しました。
平成28年5月に発売した玄関ドア「ファノーバ」をベースとし、採風デザインをはじめ、ステン

ドガラス・チェッカーガラスタイプなど多彩なデザインを取り揃えているため、玄関先の雰囲気
やお好みに合わせ、豊富なバリエーションからお選びいただけます。また、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タッチ錠「e・エントリー」（電池式）
も取り付け可能。使いやすさや快適さを追求しました。
タッチ錠「e・エントリー」は「第10回キッズデザイン賞」を受賞しています。

三協アルミは、平成29年2月23日、首都圏ショ
ウルームにおいて「ノバリス�リフォーム玄関ドア」
の商品説明会を開催しま�
した。
外部化粧カバーの折り取

りからドアの吊り込みまでを
実演し、従来品よりも施工
時間が大幅に短縮できるこ
とを訴求しました。

新商品
紹介

お子さまでも 抱っこしたままでも

「ノバリス リフォーム玄関ドア」
商品説明会開催 ～施工性の向上を訴求～

建材
事業

Before After

タッチ錠
「e・エントリー」

TOPICS

8Sankyo Tateyama, Inc.
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三協アルミは、平成27年10月末に発売したアルミ樹脂
複合サッシ「アルジオ」のバリエーションを拡充し、平成29
年4月3日より業界初となる横引き窓タイプの「採風勝手口
ドア」などを発売しました。
「採風勝手口ドア」は、操作部が上から下まで全て引手の
「どこでも引手」を採用しており、お子様からお年寄りにお
けるまで使いやすさにこだわりました。「たて」「横」「無地」
の3種類の格子デザインからお選びいただけます。
また、お手入れが簡単で好評の「フラットレール」の対応
窓種を追加し、従来の「引違い窓」に加え、「片引き窓」や「両
袖片引き窓」をはじめ、防火地域用の「引違い窓」や「シャッ
ター付引違い窓」、「面格子引違い窓」などにもラインナッ
プしました。

TOPICS

アルミ樹脂複合サッシ
「アルジオ」拡充
～“業界初”横引き窓タイプの「採風勝手口ドア」～
お手入れ簡単「フラットレール」対応窓種追加

建材
事業

新商品
紹介

三協アルミは、ビル用の基幹サッシ「MTG-
70」を刷新し、平成29年6月5日より「MTG-
70R」を発売しました。
障子脱落防止の「セーフティハング機構」を
標準搭載するなど安全・安心機能を充実させ
たほか、業界初の新機構を搭載した採風ドアや
清掃モード付すべり出し窓などもラインナップ
しました。

ビル用サッシ「MTG-70R」
発売 ～基幹サッシを刷新～

建材
事業

新商品
紹介

採風ドア
清掃モード付
すべり出し窓

アルジオ
「採風勝手口ドア」
横引き窓タイプ

アルジオ引違い窓
「フラットレール」

サッと
ひと拭き

9 Sankyo Tateyama, Inc.
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三協アルミは平成29年4月20日、東京都中央区銀座六丁目にグラン
ドオープンした「GINZA� SIX」に専用サッシ「横型換気スリット内蔵窓」を
納入しました。
2F～7Fまでの建物4面で、専用に製作した横方向に連窓するFIX窓や

パネルユニットなどを使用。FIX窓のたてラインは幅50mmとスリムで、
シャープなデザインが特長です。

●設計プロジェクトマネージャー/森ビル、アール・アイ・エー
●設計・監理者/銀座六丁目地区市街地再開発計画設計ＪＶ
　（鹿島、谷口建築設計研究所）
●施工/鹿島建設

2017年4月  グランドオープン
「GINZA SIX」に専用サッシ納入

建材
事業

ネット通販利用や共働き世帯の増加などにより宅配ボックス
の需要が拡大しており、三協アルミの宅配ボックス付き機能
ポール「フレムス」の販売が好調です。平成24年5月に発売した
「フレムス」は、ポストや宅配ボックス、表札、照明、インターホン
など、ライフスタイルに合わせて自由に組み合わせができるス
マートなデザインの機能ポールです。
専用の宅配ボックスは、電源不要の
捺印機構付きで、留守中でも在宅時
でも荷物の受け取りが可能です。
平成29年秋には、独立タイプの宅
配ボックス「フレムス」を発売予定�
です。

宅配ボックス付き 
機能ポール「フレムス」 販売好調

建材
事業

10Sankyo Tateyama, Inc.
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STEP-G　「International 
Paris Air Show 2017」に出展

国際
事業

三協マテリアルは、平成29年4月5日～7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4回高機
能金属展（通称：メタルジャパン）」に、ヒートシンク製造・販売を
行う三協サーモテック㈱と共同出展し、現在開発中の新合金を
中心に、“素材”にスポットを当てた新しい技術を紹介しました。
アルミニウムコーナーでは“高強度”や“高伝導”など機能を高
めた素材や、ステンレス並み
の光沢度を有する光輝合金
など、マグネシウムコーナー
では現在共同研究している
易加工性マグネシウム押出
材や鉄道車両用構造体のサ
ンプル品を紹介しました。

「第4回高機能金属展」出展
～開発中の新素材を紹介～

マテリアル
事業

STEP-Gは、平成29年6月19日～25日の7日間、フランス・パ
リ郊外のル・ブルージェ空港にて開催された、欧州最大の航空
宇宙機器の国際見本市「International� Paris�Air� Show�
2017」に出展しました。
同展は、隔年毎に開催されており、今年は航空機メーカーや

関連企業など2,215社が出展。STEP-G
は航空宇宙業界や防衛業界向けに高強
度合金の紹介などを行い、来場者と製品
やアルミ市場に
ついて積極的な
やり取りを交わ
しました。

三協マテリアルの押出・加工・組立技術が、九州旅客鉄道株
式会社様のD＆S列車（※）SWEET�TRAIN「或る列車」（平成27
年8月運行開始）と特急「かわせみ�やませみ」（平成29年3月
運行開始）の車両内装材に採用されました。
これは、豪華寝台列車クルーズトレイン「ななつ星in九州」

（平成25年10月運行開始）に納入した技術力が評価され、「或
る列車」「かわせみ�やませみ」においても当社のアルミ押出形
材が車両内の光天井や窓額縁などに採用されたもので、美し
い切断面や隙間のない突合せ接合部など、木組みに求められ
る高い精度をアルミで実現しています。

JRKYUSHU SWEET TRAIN 「或る列車」と
特急「かわせみ やませみ」の車両内装材に
三協マテリアルの技術力を採用

特急「かわせみ�やませみ」

九州旅客鉄道株式会社様より
提供

JRKYUSHU�SWEET�TRAIN「或る列車」

マテリアル
事業

TOPICS

※��「D」はDesign（デザイン）、「S」はStory（ストーリー）を意味し、「デザインと物語
のある列車で九州を楽しむ」をコンセプトに運行している九州旅客鉄道株式会社
様の特別列車。

11 Sankyo Tateyama, Inc.
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タテヤマアドバンス（立山貿易(上海)有限公司）は、平成29年
3月5日～9日の5日間、ドイツ・デュッセルドルフにおいて開催
された「EURO�SHOP�2017」に出展しました。
総合什器メーカーとし

ては日本から唯一の参
加となった当社は、什器
やショーケースなどを展
示し、日本の高品質な商
品をPRしました。ブース
には100社を超える来
訪者で賑わいました。

タテヤマアドバンスは、平成29年6月14日～16日の3日間、
大阪南港ATCホール（大阪市住之江区）において開催された
「SIGN�EXPO�2017」に出展しました。
広告面を均一に照射するよ

うに配光設計した外照式サイン
「アドビュー」シリーズや、平成
28年11月に発売した新商材
チャネル文字サイン「アドチャ
ネル」などを展示しました。
またスマートフォンを利用し
た情報提供ツールとしての看
板も提案しました。

タイメタル社は、平成29年5月2日～7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'17」に、三協アルミ社と共同で出展しました。
タイメタル社は「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。
三協アルミはASEAN向け

サッシ「J-TRUST」をはじめ、�
ビル建材の「MTG -70+ �
Windowbreath」、エクステ
リア建材の環境配慮型ルー
バースクリーン「UCHI-MIZU」
などを紹介しました。

三協立山は、平成29年4月23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活動」の第
12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104名が、雪で倒れた
500本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。植樹当時100cm程度だった苗
木は約250～300cmにまで成長しています。

「SIGN EXPO 2017」出展
～看板やサインなどを展示～

国際建築技術展「architect'17」に
タイメタル社がEX商品を展示

国際
事業

ツインリーフの森づくり
第12回　根踏み活動実施CSR

国際見本市
「EURO SHOP 2017」出展
～什器やショーケースなどを展示～

商業施設
事業商業施設

事業
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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29年5月31日現在

前　期
平成28年5月31日現在

資産の部
流動資産 120,407 123,028
現金及び預金 21,785 27,355
受取手形及び売掛金 47,834 48,303
電子記録債権 5,611 3,978
商品及び製品 13,651 13,537
仕掛品 15,248 15,539
原材料及び貯蔵品 9,955 8,367
繰延税金資産 2,002 2,446
その他 5,873 5,229
貸倒引当金 △1,553 △1,728

固定資産 133,732 131,602
有形固定資産 106,750 106,718
無形固定資産 6,639 7,670
投資その他の資産 20,342 17,213

資産合計 254,139 254,630
負債の部
流動負債 98,544 106,030
支払手形及び買掛金 43,266 51,399
短期借入金 9,042 12,311
その他 46,234 42,320

固定負債 71,447 68,497
転換社債型新株予約権付社債 15,035 15,055
長期借入金 28,513 23,591
その他 27,898 29,850

負債合計 169,991 174,528
純資産の部
株主資本 78,438 77,542
その他の包括利益累計額 3,197 352
非支配株主持分 2,510 2,207
純資産合計 84,147 80,102
負債純資産合計 254,139 254,630

科　目
当　期

平成28年6月1日～
平成29年5月31日

前　期
平成27年6月1日～
平成28年5月31日

売上高 320,817 332,168
売上原価 247,843 261,307
売上総利益 72,974 70,860
販売費及び一般管理費 66,260 64,608
営業利益 6,713 6,251
営業外収益 2,342 2,202
営業外費用 2,212 3,058
経常利益 6,842 5,395
特別利益 83 172
特別損失 2,067 2,536
税金等調整前当期純利益 4,858 3,031
法人税等 2,418 2,650
当期純利益 2,440 380
非支配株主に帰属する当期純利益 317 286
親会社株主に帰属する当期純利益 2,122 94

平成29年5月期

84,147

■ 総資産　■ 純資産（百万円）

100,000

0

200,000

300,000 254,139

80,102

254,630

平成28年5月期

科　目
当　期

平成28年6月1日～
平成29年5月31日

前　期
平成27年6月1日～
平成28年5月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,144 15,710
投資活動によるキャッシュ・フロー △11,470 △11,167
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,021 △7,637
現金及び現金同等物に係る換算差額 △266 △716
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,613 △3,810
現金及び現金同等物の期首残高 26,363 30,111
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 63
現金及び現金同等物の期末残高 20,750 26,363

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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証券会社
1.04%
331,051株

その他の法人
21.83%
6,888,416株

金融機関
26.64%
8,406,468株

個人・その他
33.67%

10,625,308株

外国法人等
16.60%
5,240,228株

自己株式
0.20%

63,158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 5,620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………………………………………… 20,598名

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）

取締役および監査役（平成29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

代表取締役社長 山　下　清　胤
代表取締役専務 中　野　敬　司
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
取締役 平　能　正　三
取締役 黒　崎　　　聡
取締役 池　田　一　仁
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） 西　岡　隆　郎
社外取締役�監査等委員 堀　　　祐　一
社外取締役�監査等委員 釣　　　長　人

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 1,174 3.73
三協立山持株会 992 3.15
日本トラスティ･サービス信託銀行株式会社（信託口） 974 3.09
三井住友信託銀行株式会社 971 3.08
ＳＴ持株会 954 3.03
株式会社北陸銀行 888 2.82
住友不動産株式会社 809 2.57
日本トラスティ･サービス信託銀行株式会社（信託口９） 784 2.49
STATE�STREET�LONDON�CARE�OF�STATE
STREET�BANK�AND�TRUST.�BOSTON
SSBTC�A/C�UK�LONDON�BRANCH
CLIENTS-UNITED�KINGDOM

664 2.10

（注）出資比率は自己株式63,158株を除いて算出しております。

会社概要／株式情報（平成29年5月31日現在）
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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30年5月期
第1四半期決算発表

2017年

10月上旬

平成30年5月期
第2四半期決算発表

2018年

1月上旬

平成30年5月期
中間報告書発送

2018年

2月上旬

〒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。

株主メモ
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