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株主の皆様へ
　株主の皆様には、日頃より格別のご支援を賜り厚く御礼申し上げます。
　さて、当第二四半期までの連結業績につきましては、今期から子会社
となった「今村」の業績加算により、売上高は前年比微増となりました。
利益については、不採算工事の見直しや原価管理の徹底による粗利率の
改善に加え、人件費などの伸長低下により、営業利益等は前年を大きく
上回りました。
　今回、利益を押し上げた要因の一つである人件費低下は、近年、大き
な社会問題となっている「人不足」の影響であり、当社にとっても深刻
な問題になりつつあります。その対策として、従業員の確保と育成につ
いては、通年採用の導入、多様な就労ルールへの変更、若手社員のモチ
ベーション維持を目的とした新人事制度の導入に着手しました。技能工
の確保については、社員職人の育成および外国人実習生の活用を積極的
に進め、物流配送業者の確保についても、配送体制の効率化による物流
力の維持向上に取り組み始めました。
　今後、持続的な成長に向けた取り組みとしては、営業エリアの重複し
ない同業者を対象としたM＆Aを積極的に行っていく予定で、事業基盤の
拡大を図り、市場全体への影響力強化に努めてまいります。また、既に
買収した事業会社のさらなる収益性向上も急務であると考え、グループ
全体に共通する事業戦略の浸透、労働環境の整備、人材の交流などにも
取り組んでまいります。
　今後の事業環境につきましては、本年10月に始まる消費増税の影響
により、リフォーム物件を中心に戸建住宅の受注は増加しており、商業
施設やマンションの大型案件も現状においては鈍化していないため、
取り扱い商材の拡充、施工能力向上、営業先の出店など、積極的な施策
により事業機会は大いにあると考えています。
　中間配当につきましては、１株当たり16円とし、前期に比べ1円の増配
とさせていただく予定です。
　株主の皆様におかれましては、引き続き当社グループへのご理解、
ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

阿 部  一 成代表取締役社長

証券コード：7539
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連結業績ハイライト   Consolidated Financial Highlights
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432［ 売上高構成比 ］

13.9％

大型物件事業

ビル・マンション等の大型物
件市場における内外装タイ
ル・床タイルの工事、ユニッ
トバス・システムキッチン・
高級浴槽・その他住宅設備の
工事、石材・乾式工法による
大型セラミックタイルの工事、
空調・衛生設備の工事

［ 事業内容 ］
■中間   ■期末

売上高 （百万円）

■中間   ■期末

セグメント利益 （百万円）

■中間   ■期末 ■中間   ■期末 ■中間   ■期末

連結業績ハイライト

売上高

（前年同期比8.0%増）
35,597百万円

親会社株主に帰属する当期純利益経常利益

（前年同期比54.0%増）
1,684百万円

（前年同期比47.1%増）
1,017百万円

戸建住宅市場における内外装
タイル・床タイル・エクステ
リア・その他タイル関連商
品・浴槽・給湯器・システム
キッチン・衛生設備・太陽光
発電システム・その他住宅設
備関連商品の販売及び工事

［ 事業内容 ］ 売上高 （百万円） セグメント利益 （百万円）

［ 売上高構成比 ］

86.1％

戸建住宅事業

■中間   ■期末 ■中間   ■期末

事業別の概況
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社は、アイナボグループの関西エリアでの販売力
を強化するため、大阪を中心にタイルならびに住

宅設備機器の販売および施工を事業としている㈱今村を
買収いたしました。
　アイナボグループは、事業エリアを東名阪と拡大して
まいりましたが、関西エリアでの事業規模拡大が大きな
課題となっております。また、全国展開しているお客様
からは関東同様のサービスを他のエリアでも提供できる
ことを求められております。　
　㈱今村は、昭和21年に今村タイル店を創業して以来、
タイル等の販売、タイル工事、住宅設備機器といわれる
水廻り商材の販売および施工を主たる事業としてまいり
ました。
　お客様につきましては、大手建設会社や工務店、
リフォーム店を中心とした建築市場で、戸建て住宅の新築
物件からリフォーム物件とともに、マンションや集合住
宅、ホテル等施設などの物件に携わっており、営業エリア
は大阪、京都を軸に、関西エリア全域となっております。
　あらゆるメーカーのラインナップ、豊富な商品知識
と経験から的確な提案、施工力を強みとしており、アイ
ナボグループの課題に対応するべく更なる業容拡大を
進めてまいります。

会社概要
商号 株式会社今村

所在地 大阪府吹田市寿町２-５-１

代表者 代表取締役社長 今村伊三郎

事業内容 タイル、石材、衛生陶器、その付属金物の卸、
販売衛生陶器、空調機器、ボイラー・昇温器、
流し台、浴槽、ユニットバス、洗面台の据付、
卸、販売タイル工事業、石工工事業

住宅設備機器の卸売り・水廻りの専門商社である
株式会社今村が新たにアイナボグループに

株式会社今村のM&Aについて質問にお答えします。

当社は、関西エリアにおいての存在感が低く業容
拡大が課題となっておりました。
アベルコ、インテルグローと同様の事業を展開し
ている㈱今村を迎えることにより、関西エリアの
顧客拡大と顧客サービスの充実を図ることを目的
としています。

A 人口ならびに新築着工戸数の減少という市場背景
の中、当社はお客様に選ばれる企業になることを
目的に取扱い商材の拡充、施工力および品質の
強化による顧客サービスの向上を目指しておりま
す。このような目標に対して、更なるエリア拡大
と業容拡大を迅速に進めるため、同種の事業を
行っている企業の参画を推し進めてまいります。

A

Q1 株式会社今村を子会社化した目的は？ Q2 今後のM&Aの方針を教えてください。

Q&A

当

株式会社アベルコ

株式会社
インテルグロー

株式会社今村

アイナボグループ
事業エリア
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事業年度 毎年10月1日から翌年9月30日まで
定時株主総会 毎年12月開催

基準日
●定時株主総会・・・毎年9月30日

●そのほか必要があるときは、あらかじめ公告して定めた日●期末配当金・・・・・毎年9月30日
●中間配当金・・・・・毎年3月31日

株式に関する住所変更等のお届出及びご照会について
証券会社の口座をご利用の場合は、三井住友信託銀行ではお手続きができませんので、取引証券会社へご照会ください。
証券会社の口座のご利用がない株主様は、下記電話照会先までご連絡ください。

株主名簿管理人及び
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

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　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、株主名簿管理人である上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。）を開設いたしております。特別口座についてのご照会及び住所変更等のお届出は、上記の電話照会先にお願いいたします。

公告の方法 当社のホームページに掲載します。　http://www.ainavo.co.jp
上場証券取引所 東京証券取引所 JASDAQ（スタンダード）

株主メモ

社名
代表者名
創業
設立
本社所在地
資本金
事業内容

関連会社

連結売上高
連結社員数
取引銀行

株式会社アイナボホールディングス
阿部　一成
大正13年3月
昭和30年3月
東京都足立区鹿浜3丁目3番3号
896百万円
タイル・住宅機器・衛生設備機器・空調機器・太陽光発電システム・
サッシ管材・輸入石材の卸販売及び設計施工・工事請負
株式会社アベルコ、温調技研株式会社、
株式会社インテルグロー、AVELCO VIETNAM Co.,Ltd.
63,199百万円 （2018年9月期）
780名
株式会社三井住友銀行、株式会社きらぼし銀行、
株式会社三菱ＵＦＪ銀行、三井住友信託銀行株式会社、
株式会社みずほ銀行

http://www.ainavo.co.jp
http://www.maristo.jp/

役員
代表取締役社長 阿部　一成
専務取締役 岡本　孝一
常務取締役 鋤柄　禎彰
取締役 藤沼　哲朗
常勤監査役 船橋　　朗
監査役 西尾　哲男
監査役 田口　　明

（注）取締役 藤沼哲朗は、社外取締役であります。

会社データ （2019年3月31日現在）

会社概要

ホームページのご案内

株式の状況

大株主の状況

株式会社アイナボホールディングス
AINAVO HOLDINGS Co., Ltd.

本社 ： 〒123-8509  東京都足立区鹿浜3-3-3  TEL ： 03-4570-1316（代）  http://www.ainavo.co.jp

●当社のホームページでも、会社
概要やIR情報、最新ニュースなど
様々な情報を公開しております。
ぜひご覧ください。

●表紙および中面に掲載している
商品の詳細情報は下記のURLで
ご確認いただけます。

発行可能株式総数
発行済株式総数
株主数
単元株式数

27,000,000株
11,647,820株

3,738名
100株

 株主名 持株数（千株） 持株比率（％）

ホールセール株式会社 860 7.38

株式会社アベタ 860 7.38

マルティス株式会社 586 5.03

株式会社タクルコ 484 4.15

ＵＢＳ ＡＧ ＬＯＮＤＯＮ Ａ／Ｃ ＩＰＢ ＳＥ
ＧＲＥＧＡＴＥＤ ＣＬＩＥＮＴ ＡＣＣＯＵＮＴ 461 3.95

株式会社マユルコ 440 3.78

アイナボホールディングス従業員持株会 401 3.44

阿部一成 337 2.89

阿部溢子 283 2.43

鋤柄禎彰 276 2.37
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