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株主の皆様へ

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。

当中間期（当第2四半期連結累計期間）における世界
経済は、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行によ
る経済活動の停滞や米中貿易摩擦などの通商問題の影響
により、依然として厳しい状況となりました。わが国の経
済は、新型コロナウイルス感染症が拡大して以降、個人
消費、設備投資、住宅投資、輸出など内外の需要が大き
く落ち込みました。緊急事態宣言解除後、経済活動再開
の動きが広がり、個人消費や自動車、半導体等電子部品
の輸出で持ち直しの動きが見られるものの、国内景気は
前年同期を下回る水準で推移しており、経済活動の正常
化に向けた足取りは重く、依然として厳しい状況が続きま
した。
このような環境下、当社は新型コロナウイルス感染症
のリスク対応を図るとともに、将来の市場構造変化に対
応する事業ポートフォリオの構築に向け、基本方針を『変
革と価値創造～安定かつ成長可能な事業構造へ～』とす
る2019年5月期から2021年5月期までの中期経営計画
に掲げる重点施策「収益改善」「成長事業、グローバル
シナジーの拡大」「次なる事業領域の開拓」の展開を進め、
収益面での健全経営を確立し、安定的に成長する企業グ
ループを目指した取り組みを進めております。

当中間期の経営環境と営業概況

代表取締役社長		平能 正三
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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

中間期
■営業利益（億円）　■売上高（億円）　

1,619 1,450 29

19

2020年5月期
（第75期）

2020年5月期
（第75期）

2021年5月期
（第76期）

2021年5月期
（第76期）

以上の結果、当中間期における連結業績は、売上高
1,450億12百万円（前年同期比10.5％減）、営業利益19
億91百万円（前年同期比33.1％減）、経常利益23億84百
万円（前年同期比18.6％減）、親会社株主に帰属する四半
期純利益7億91百万円（前年同期比28.2％減）となりました。

なお、通期業績見通しが不透明であることを踏まえて、
誠に遺憾ながら中間配当は無配とさせていただきました。
加えて、現時点で未定としております通期連結業績予想
の経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益および期
末配当予想につきましては、検討を進めている各種収益
改善施策や欧州事業改革などに関する詳細の算定が可能
になった時点で速やかに公表いたします。

株主の皆様におかれましては、今後ともより一層のご
支援を賜りますようお願い申し上げます。
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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。

建材事業
60.9%
売上高構成比

セグメント別の概況

建材事業では、新型コロナウイルス感染症の影響により中断、延期されていた一部の建築物の着工
再開に向けた営業活動や、WEBを活用した販促活動に取り組みましたが、新設住宅着工戸数が減少し
た影響などにより、売上高882億79百万円（前年同期比12.5％減）となりました。利益については、
アルミニウム地金価格が前年度より低い水準で推移したことや、粗利改善施策、販管費抑制を進めた
ものの、売上減少などにより、セグメント利益14億22百万円（前年同期比58.9％減）となりました。

高性能省エネサッシシステム「ARM‐S」 高性能省エネサッシシステム「ARM‐S」
自然換気システム「スウィンドウ」

iS100

ビル建材事業では、基幹サッシ「MTG-70R」の拡販に注⼒するとともに、防⽕型STフロント「ガラスブロック枠※」
大⾂認定防⽕設備（個別認定品）を発売するなど、差別化商品の拡販に努めてまいりました。
また、改装・環境分野においては、⺠間施設や学校、集合住宅などへ快適な室内をつくる改装商品や環境配慮商品
の提案に注⼒してまいりました。

ビル建材

※同商品は、⽇本電気硝⼦株式会社が当社のアルミ形材を使⽤して⼤⾂認定防⽕設備（個別認定品）を取得したもの
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エクステリア建材事業では、近年強風対策として需要の高い折板カーポート「G-1」のバリエーションを拡充し、敷地
対応⼒を向上させるとともに、お客様のさまざまなライフスタイルに合わせた利用を可能とするなど、商品⼒の強化に
注⼒してまいりました。
また、コロナ禍による⾮接触商品として簡単施工で⼿軽に後付け可能な宅配ボックス「フレムスLight・据え置きタイ
プ」を発売するとともに、お客様のご要望にあった商品を見つけやすいよう「宅配ボックス�スペシャルサイト」をホームペー
ジに公開しました。

エクステリア建材

住宅建材事業では、アルミ樹脂複合サッシ「ALGEO（アルジオ）」に空間をすっきりと引き締める内観ブラック⾊を市
場投⼊し、インテリア建材「AMiS（アミス）」やインテリア建材「LiVERNO501（リヴェルノ501）」シリーズとのコーディ
ネートを可能とするなど商品⼒強化に努めてまいりました。
また、リフォーム分野においては、わずか1日で取り替え可能なリフォーム用「ノバリス⽞関ドア」をバリエーション拡
充し、市場浸透に注⼒してまいりました。

住宅建材

アルミ樹脂複合サッシ「ALGEO（アルジオ）」 インテリア建材「AMiS（アミス）」 ⽞関リフォーム「ノバリス⽞関ドア」

ガーデンルーム「ハピーナリラ」 宅配ボックス「フレムスLight・据え置きタイプ」カーポート「G‐1」

▼ 	 宅配ボックス	スペシャルサイトURL：https://alumi.st-grp.co.jp/products/lp/flamus/index.html
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セグメント別の概況

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。

マテリアル事業

マテリアル事業では、半導体製造装置などの一般機械や輸送機器関連を中心とし需要獲得を進めましたが、
米中貿易摩擦、新型コロナウイルス感染症の影響により、輸送、機械、建材、電気分野などアルミニウム形
材市場の国内需要が全般的に減少したことや、アルミニウム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179億17百万円（前年同期比12.0％減）となりました。利益については、加工品の増加や、生産
効率の向上、費用の抑制などにより、セグメント利益12億29百万円（前年同期比36.3％増）となりました。

12.4%
売上高構成比
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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。

商業施設事業

商業施設事業では、小売業における新規出店需要の
減少に加え、新型コロナウイルス感染症の影響による改
装投資の延期や中止がありましたが、人⼿不足を背景と
した店舗の省人化・省⼒化需要の取り込みなどにより、
売上高199億39百万円（前年同期比1.4％増）となりま
した。利益については、生産性の向上やコストダウン、
業務効率化による販管費抑制などにより、セグメント利
益10億47百万円（前年同期比662.7％増）となりました。

13.7%
売上高構成比

汎用什器「タテヤマゴンドラ」

感染症対策商品「飛沫ガードフェンス」

新時代のサイン�省スペース型
3Dプロジェクションマッピング
「コンパクトマッピング」
～“光る・照らす”だけのサイン
　から“演出する”サインへ～
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セグメント別の概況

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。国際事業

国際事業では、欧州、中国で自動車関連の新規受注案
件等にて販売が伸張しましたが、新型コロナウイルス感
染症の影響により、欧州、タイにおいて輸送分野、機械
分野を中心にアルミニウム形材の需要が全般的に減少し
たことなどにより、売上高187億93百万円（前年同期比
10.4％減）となりました。利益については、費用抑制な
どの収益改善を進めましたが、売上減少や操業度の低下
などにより、セグメント損失15億99百万円（前年同期は
セグメント損失14億22百万円）となりました。

13.0%
売上高構成比
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TOPICS

三協立山の植物工場は、2020年8月7日付で、食品安全、労働環境、環境保全に
配慮した「持続的な生産活動」を実践する優良企業に与えられる世界基準の農業認証
「GLOBALG.A.P.（グローバルGAP）認証※」を取得しました。

三協立山は、ソフトバンクおよび日本アンテナと共同
で、コンビニエンスストアなどの商業施設や駅、駐車場な
どに、容易に設置可能な第5世代移動通信システム（以下
「5G」）の基地局用“見えない”看板アンテナを共同開発しま
した。
看板にアンテナモジュールを内蔵することで、
“見えない”アンテナを実現。5G基地局用とし
て、電波の放射方向を柔軟かつ容易に設定で
きるという特長があり、また低コストでスピー
ディーな基地局展開が期待されています。

■ 各社の役割

ソフトバンク “見えない”看板アンテナを用いた5G基地局の運用

三協立山（タテヤマアドバンス社） 看板アセットの提供・活用

日本アンテナ 看板内蔵アンテナの開発・製作

対象工場
三協立山�植物工場
「ツインリーフ・グリーン・ファクトリー」
（住所：富山県高岡市北島851）

対象作物 レタス

GGN 4063061440709

製品証明書番号 00087-FFFHN-0002

認証決定日 2020年8月7日

“見えない”看板アンテナ�イメージ

5G基地局用“見えない”看板アンテナの開発に成功 
～ソフトバンク、三協立山および日本アンテナが共同開発～

商業施設
事業

※	グローバルGAPとは、農産物が安全であることを示す国際認証規格です。GAPは、Good（適正な）Agricultural（農業の）Practice（実践）の頭文字をとった
言葉で、第三者機関による認証制度をとっており、欧州を中心に世界120カ国以上で普及しています。

新規
事業 三協立山 植物工場がGLOBALG.A.P.認証取得
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三協アルミは、近年増加している大型台風や集中
豪雨などの異常気象に伴い、防災用として窓用シャッ
ターへの関心が高まっていることから、「電動シャッ
ター」にスマートフォンやAIスピーカーを使って開閉
操作が可能なIoT機能を追加しました。これにより外
出先からスマートフォンを使って開閉が可能となり、
急な天候変化への対応⼒や操作性が向上しました。
また、今回の電動シャッターのリニューアルにあわ
せ、アルミ樹脂複合サッシ「ALGEO（アルジオ）」に、
通風・採光が可能なアルミタイプの電動シャッター
（耐風圧性能2000Pa）を新たにラインアップしました。

災害に強い窓用「電動シャッター」にIoT機能追加
～アルミ樹脂複合サッシ「ALGEO（アルジオ）」にもラインアップ～

三協アルミは、2015年に発売以来、お⼿⼊れ簡単
「フラットレール」などの使いやすさに加え、業界最高
レベルの耐風圧および水密性能により「守る窓」として
も好評をいただいている、アルミ樹脂複合サッシ
「ALGEO（アルジオ）」に、内観ブラック⾊を発売しま
した。
昨今のインテリアのトレンドである、黒をメインとし

た大人っぽい印象の「モダンテイスト」や「ヴィンテージ
テイスト」に合わせたカラーで、インテリア建材「AMiS
（アミス）」やインテリア建材「LiVERNO501（リヴェルノ
501）」シリーズとのコーディネートが可能となりました。

アルミ樹脂複合サッシ「ALGEO（アルジオ）」
～空間をすっきりと引き締める内観ブラック色発売～

建材
事業

建材
事業

TOPICS
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金賞（絵画部門）受賞作品
1～3年生の部（左）、4～6年生の部（右）

「未来のとびらコンテスト2020」
〈小学生版〉審査結果発表

～全国の小学生から3,709件のご応募～

三協アルミは、2020年7月25日～8月31日の期間、
全国の小学生を対象にした「未来のとびらコンテスト2020」
〈小学生版〉を開催しました。今年度は、コロナ禍により
例年実施していた表彰式は中止となりましたが、応募総
数は、前回の2倍
以上の3,709点あ
り、社内審査によ
り受賞作品16点
を決定しました。

三協マテリアルは、2020年11月27日～28日の2日間、
ビッグパレットふくしま（福島県郡山市）で開催された「ロ
ボット航空宇宙フェスタふくしま2020」に関東支店が出展
しました。
アルミニウム押出材やマグネシウム押出材、事業紹介
パネルを展示し、大型材の生産能⼒など当社グループ�
の高い技術
⼒を紹介しま
した。

「ロボット航空宇宙フェスタ
 ふくしま2020」に出展

三協アルミは、インターネット通販市場拡大による再配達問題に加え、コ
ロナ禍により⾮接触対応として宅配ボックスの需要が高まっていることから、
指定の接着剤を使用することで、お施主様ご自身でも簡単に取り付けが可能
な、宅配ボックス「フレムスLight（ライト）・据え置きタイプ」を発売しました。
あわせて、これまで発売した宅配ボックス「フレムス」シリーズの中から、お
客様が希望される設置タイプやサイズバリエーションなどによって、自分に
ぴったりの宅配ボックスを見つけることができる、「宅配ボックス�スペシャルサ
イト」をホームページに公開しました。

宅配ボックス「フレムスLight・据え置きタイプ」発売
～「宅配ボックス スペシャルサイト」公開～

マテリアル
事業

建材
事業

建材
事業

●	宅配ボックス	スペシャルサイトURL　https://alumi.st-grp.co.jp/products/lp/flamus/index.html
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持続可能な
開発目標の
取り組み�
近年、国連が採択した持続可能な開発目標
（SDGs）に対する社会の関心が高まっています。
この開発目標は、当社グループのＣＳＲ活動（４つ
の原則:「健全な企業活動」「社会との調和」「環境
との調和」「人間尊重」）が目指すものと重なる点
が多くあります。
SDGs貢献に向けた、当社グループの事業活動に
ついて報告いたします。

＜TOPICS＞

E 環 境
「環境との調和」
●環境配慮商品の開発推進
●環境保全活動の推進

これからも商品・				サービスをはじめ、さまざまな企業活動を通じて、持続可能な開発目標の取り組みを進めてまいります。

宅配ボックス関連商品のバ
リエーションを拡充すること
で、宅配便再配達を削減し
環境負荷低減に貢献

環境配慮製品の開発推進
宅配ボックス
「フレムスLight・据え置きタイプ」発売

2019年度のCO2排出量の総量は、照明のLED化・設備のイン
バーター化に取り組んだことにより、2018年度比で7.9％（約
21,000t-CO2）を削減

地球温暖化対策
CO2排出量削減

省エネルギー活動の中期環
境行動目標の達成に向け、
工場部門、物流部門および
事務部門の改善を推進する
ため、省エネルギー部会を
開催

省エネルギー部会の開催
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S 社 会 G ガバナンス
「社会との調和」「人間尊重」
●ステークホルダーとのコミュニケーション充実
●地域に根ざした社会貢献活動の推進
●ダイバーシティの推進
●心身の健康度の向上

「健全な企業活動」
●顧客満足向上活動の推進
●顧客要望に応える商品の開発･提供
●コーポレートガバナンスの強化	・リスク管理の強化
●コンプライアンスの推進		●情報セキュリティの強化

これからも商品・				サービスをはじめ、さまざまな企業活動を通じて、持続可能な開発目標の取り組みを進めてまいります。

 森林保全活動
ツインリーフの森づくり

風の流入口

風の流出口

風の通り道 風の流出口

地域と連携した森づくり活動
や従業員とその家族が森に
親しむ活動が評価され受賞

富山県「水と緑の
森づくり表彰」受賞

エクステリア商品を施工する“職
人”を応援する取り組みとして、
職人ファースト専門サイトを開設
●�職人の離職防止・確保を応援
●�商品施工、調整方法や使い方
の動画を配信し、施工レベル
アップを支援

商品を施工する職人への支援
職人ファースト専門サイト開設

時差出勤、テレワーク、不急の国内外出張の中止など、従業員
の感染防止やクラスター発生防止対策を継続

感染症対策
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策

密閉空間にならないよう窓やドアを開け、
効果的に風を採り⼊れ換気する
方法を当社ホームページ
にてご紹介

「サーマルカメラ付消毒液
スタンド」
検温装置が付いた消毒液の
スタンドで、従業員や来訪
者の体表面温度計測を無人
で行うことが可能

「飛沫ガードフェンス」
スーパーマーケットなどの
レジ周りに設置する飛沫防
止用のフェンス

対策商品の開発

当社商品による換気方法のご紹介

●�2020年は苗木のツル切
りと下草刈り時の目印設
置を実施

生物多様性の保護、CO2の
削減および地域の自然保護
活動に貢献することを目的
に、富山県が推奨する「企
業の森づくり」に2013年か
ら参画
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科　目 当第２四半期末
2020年11月30日現在

前期末
2020年5月31日現在

資産の部
流動資産 127,381 123,971
現金及び預金 25,703 25,298
受取⼿形及び売掛金 45,322 43,664
電子記録債権 4,189 4,760
有価証券 1,346 95
商品及び製品 15,126 15,982
仕掛品 20,127 17,977
原材料及び貯蔵品 9,968 11,063
その他 6,482 6,020
貸倒引当金 △885 △890

固定資産 121,667 122,009
有形固定資産 100,991 101,166
無形固定資産 4,883 5,492
投資その他の資産 15,792 15,350

資産合計 249,048 245,980
負債の部
流動負債 102,583 110,299
支払⼿形及び買掛金 36,712 38,756
電子記録債務 16,612 17,525
短期借⼊金 5,948 5,979
その他 43,310 48,038

固定負債 66,169 57,353
長期借⼊金 45,122 36,272
その他 21,046 21,081
負債合計 168,752 167,653
純資産の部
株主資本 73,271 72,640
その他の包括利益累計額 3,548 2,323
非支配株主持分 3,475 3,363
純資産合計 80,295 78,327
負債純資産合計 249,048 245,980

前期末（2020年5月期） 当第2四半期末（2021年5月期）

■ 総資産　■ 純資産（百万円）

0

100,000

200,000

300,000

78,327

245,980

80,29580,295

249,048249,048

科　目
当第２四半期（累計）
2020年６月1日～
2020年11月30日

前第２四半期（累計）
2019年６月1日～
2019年11月30日

売上高 145,012 161,996

売上原価 110,723 125,559

売上総利益 34,289 36,437

販売費及び一般管理費 32,298 33,461

営業利益 1,991 2,975

営業外収益 1,331 1,043

営業外費用 938 1,087

経常利益 2,384 2,931

特別利益 154 13

特別損失 240 202

税金等調整前四半期純利益 2,299 2,743

法人税等 1,386 1,478

四半期純利益 912 1,264

非支配株主に帰属する四半期純利益 121 161

親会社株主に帰属する四半期純利益 791 1,103

四半期連結貸借対照表 （単位：百万円） 四半期連結損益計算書 （単位：百万円）

四半期連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円）

科　目
当第２四半期（累計）
2020年６月1日～
2020年11月30日

前第２四半期（累計）
2019年６月1日～
2019年11月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,464 2,183

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,394 △4,627

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,635 1,943

現金及び現金同等物に係る換算差額 △294 △101

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 411 △602

現金及び現金同等物の期首残高 23,936 25,602

現金及び現金同等物の四半期末残高 24,347 24,999

連結財務諸表
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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 1960年6月20日
資　本　金 150億円
従�業�員�数 連結：10,634名／単体：5,195名
U 　 R 　 L https://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………………………………………… 18,308名

会社概要 株式の状況

証券会社
0.83%
261,712株

その他の法人
20.88%
6,589,355株

金融機関
26.32%
8,306,168株

個人・その他
32.79%

10,345,170株

外国法人等
18.90%
5,964,582株

自己株式
0.28%

87,642株

所有者別株式分布状況事業セグメント

建材事業 マテリアル事業
国際事業

商業施設事業

役員
代表取締役社長 社長執行役員 平　能　正　三
代表取締役 副社長執行役員 黒　崎　　　聡
取締役 常務執行役員 山　田　浩　司
取締役 常務執行役員 池　田　一　仁
取締役 常務執行役員 西　　　孝　博
取締役 常務執行役員 吉　田　経　晃
取締役 常務執行役員 久保田　健　介
社外取締役 武　島　直　子
取締役�監査等委員（常勤） 西　岡　隆　郎
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） 本　川　　　透
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

大株主（上位10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 7.10
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,590 5.05
三協立山社員持株会 1,208 3.84
三協立山持株会 1,135 3.61
ＳＴ持株会 1,080 3.43
三井住友信託銀行株式会社 971 3.09
株式会社北陸銀行 888 2.83
住友不動産株式会社 809 2.57
BNYMSANV�AS�AGENT/CLIENTS�
LUX�UCITS�NON�TREATY�1 672 2.14

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 670 2.13

（注）出資比率は自己株式87,642株を除いて算出しております。

会社概要／株式情報（2020年11月30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（https://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
https://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。

https://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

2021年5月期
第3四半期決算発表

2021年
4月上旬

2021年5月期
決算発表

2021年
7月中旬

2021年5月期
報告書発送

2021年
8月下旬

〒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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