
商　　　号 三協フロンテア株式会社

資　本　金 15億4,545万円

代　表　者 代表取締役社長　長妻  貴嗣

設　　　立 昭和44年12月5日

事 業 内 容 1. ユニットハウスの製造・販売・レンタル

 2. トランクルームの製造・販売・レンタル

 3. 立体式駐車装置の製造・販売・レンタル

役　　　員 取締役会長　　　　長妻  和男

 代表取締役社長　　長妻  貴嗣

 常務取締役　　　　端山  秀人

 取締役執行役員　　小嶋  俊一

 取締役執行役員　　三戸  茂夫

 取締役執行役員　　小島  　豊

 常勤監査役　　　　村井  康之

 監査役　　　　　　上田  俊郎

 監査役　　　　　　重田  龍男

 監査役　　　　　　山　  直人

特定建設業許可 　国土交通大臣許可（特-20）第18154号

一級建築士事務所登録　千葉県知事登録1-1204-1483号

会社が発行する株式の総数 60,000,000株

発行済株式の総数 23,356,800株

１単元の株式の数 1,000株

株　主　数 1,630名
 （平成24年9月末比49名増）

大　株　主

持株数（千株）

9,733

3,314

2,148

0,310

0,200

0,195

0,180

0,162

0,160

0,130

持株比率（%）

41.67

14.19

  9.20

  1.33

  0.86

  0.84

  0.77

  0.70

  0.68

  0.56

※当社は自己株式を1,123千株保有していますが、上記大株主からは除外しています。

株主名

（有）和幸興産

長妻　貴嗣

長妻　和男

三協フロンテア従業員持株会

三菱UFJ信託銀行（株）

（株）千葉銀行

長妻　幸枝

日本生命保険相互会社

日本トラスティ・サービス信託銀行（株）（信託口）

メロン バンク トリーティー クライアンツ オムニバス

事業年度
4月1日～翌年3月31日

定時株主総会
毎年6月

期末配当金受領株主確定日
3月31日

中間配当金受領株主確定日
9月30日

株主名簿管理人・特別口座の口座管理機関
三菱UFJ信託銀行株式会社

同連絡先
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号
電話 0120-232-711（フリーダイヤル）

公告の方法
電子公告（URL http://www.sankyofrontier.com/）
※ただし、電子公告によることができない事故、その他のやむを得ない事由が生じたときは、
　日本経済新聞に公告いたします。

上場証券取引所
大阪証券取引所JASDAQ（スタンダード）

アンケート結果のご報告

当社ホームページのご案内

「第44期　中間報告書」で実施した株主様アンケートの集
計結果をご報告します。153名の株主の皆様からご回答を
いただきました。厚く御礼申し上げます。
株主の皆様からいただいたご意見を真摯に受け止め、今後
の経営方針やIR活動の参考にしてまいります。

（ご注意）
株券電子化に伴い、株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきまし
ては、原則、口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）で承ることとなってお
ります。口座を開設されている証券会社等にお問合せください。株主名簿管理人（三
菱UFJ信託銀行）ではお取り扱いできませんのでご注意ください。
特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀
行が口座管理機関となっておりますので、上記特別口座の口座管理機関（三菱UFJ
信託銀行）にお問合せください。なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店にてもお取次
ぎいたします。
未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。
平成22年4月1日付のジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併により、当社
普通株式は大阪証券取引所JASDAQ（スタンダード）に上場されております。

1.

2.

3.

4. 今後とも、事業報告書やホームページの充実を図り
株主の皆様方へ分かりやすい情報提供を心がけてまいります。

http：//www.sankyofrontier.com/

Q1 当社の株式を購入された理由をお聞かせください。（複数回答）

Q3 当社の株主還元策として期待されていることを教えて
　  ください。（複数回答）

Q2 当社に関して知りたいことを教えてください。（複数回答）

配当　31%

収益性　9%

安定性　7%
将来性　6%

株価やテクニカル指標　3%
経営戦略　4%

証券会社・情報誌等の推奨　3% 知人の推奨　1%
その他　4%

株主還元方針
24%

中長期方針
20%

業績情報　20%

経営方針
　13%

社会貢献への取り組み　4% その他　2%

安定配当
59%

株主優待創設
　19%

株式分割
　11%

自主株取得　10%

株主還元より内部留保を優先　1%

事業内容　16%
成長性　16%

製品情報　6%

業界動向
　11%

その他　0%
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