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BUS INESS REPORT 2020
第66期中間  株主通信 2019年10月1日 ▶▶2020年3月31日

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。
　新型コロナウイルス感染拡大による影響で、日々変わる環境に予断を許さない
状況であります。皆様におきましては、感染予防含め健康で安全に過ごせることを
ご祈念致します。
　さて、当第２四半期までの連結業績につきましては、売上高は前年比微増となり
ました。利益面についても、前期に引き続き不採算工事の見直し、原価管理徹底
における粗利改善が功を奏し、新人事制度における人件費や物流費等の経費増を
吸収した結果、前年比微増となっております。
　先行きについては、当社においても新型コロナウイルス感染拡大の影響は、こ
の先の新築着工件数や住宅リフォーム需要の低下、一部建築物の工事延期等が発
生すると予想され、少なからず受けるものと考えます。
　このような事業環境のもと、当社は、第６６期（２０２０年９月期）から始動した
中期経営計画を遂行すべく、成長戦略としてのM＆Aや配送体制の効率等の重点
課題に引き続き取り組んでまいります。
　また、新型コロナウイルス拡大の影響で延期にはなりましたが、高級浴室事業の

「アルティス」は、アベルコより分社化することで高付加価値商材を着実に成長させ
ていく考えです。更には、グループ内で人材がより活躍できるよう新人事制度の
普及と定着に向け邁進し、各事業会社の強みを生かし、課題を克服することで成長
していきたいと考えております。
　中間配当につきましては、１株あたり１７円とし、前期に比べ１円の増配とさせて
いただきます。
　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

■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0.1%増）
35,646百万円

親会社株主に帰属する当期純利益経常利益

（前年同期比0.8%減）
1,670百万円

（前年同期比4.1%増）
1,060百万円
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［ 主な製品別売上内訳 ］
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事業別の概況   Segment Overview

戸建住宅事業 29,856 百万円（前年同期比2.6%減）

大型物件事業 5,789 百万円（前年同期比16.9%増）

［ 売上高構成比 ］

16.2％
2,277百万円

1,329百万円

タイル工事

住設工事

1,229百万円

954百万円

空調設備

その他

83.8％

［ 売上高構成比 ］

［ 主な製品別売上内訳 ］

9,043百万円

3,472百万円キッチン 6,804百万円

4,497百万円

3,471百万円

ユニットバス

衛生陶器

1,354百万円

1,215百万円

サイディング

サッシ

その他

外壁タイル

工務店・ハウスメーカー等の戸建物件におけるタイル、システムキッチン、ユニットバス、衛生設備・太陽光
設備等をはじめとした建築資材や住宅設備機器の販売及び工事を行っています。販売だけでなく工事までの対
応を強化することで地域ニーズに応えた幅広い建築サービスを提供しております。また、近年ではサッシ・
サイディング商材を充実させ、戸建建築市場のお客様により一層の質を高めたサービスを提供できるよう努め
ております。

事業内容

主にゼネコンが手掛けるビル・マンション等の大型物件におけるタイル、システムキッチン、ユニットバス
をはじめとした建築資材や住宅設備機器や空調の工事を行っています。近年では、タイル工事において、
東京オリンピック・パラリンピック関連施設や首都圏の大規模再開発施設を手掛けた実績が評価され、品質
を重視したクオリティの高い工事を提供しております。

事業内容
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このたび当社では、喫緊の事業課題でありました物流配送体制の効率化のため、新たに東京都大田区のプロロジ
スパーク東京大田内に「城南物流センター」を稼働させるべく、近日オープンに向けて準備しております。

当センターが稼働することで都内17区及び神奈川県の一部をカバーし、きめ細かい配送体制の実現と配送ロス
を減少させることが可能になります。

新物流拠点において最重要項目として取り組んでいることは、「誰でもできる物流業務」として入庫から検品作
業の簡素化を図り、生産性向上を目指すことです。メーカー及び基幹システムデータを活用した荷札ラベル等を
利用することで、検品集荷業務の仕組化を図り、従前の商品知識がないと対応できなかった属人的な建築業界の
物流業務を改善していきたいと考えております。お客様や建築現場のニーズに沿った物流体制、建築現場への
ジャストインタイム納品等より一層のサービス向上につなげていきたいと考えております。

なお、当センターは当初5月稼働予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大防止を図るため、当面の間、開始
時期を未定としておりますので確定次第発表させていただきます。今後とも変わらぬご支援賜りますよう宜しく
お願い致します。

この度の中期経営計画では、4つの重点課題にもとづく成長戦略の推進及び積極的な人財投資を進めてまいります。
グループ各社の強みをさらに伸ばすと共に、グループとしての総合力の発揮を目指します。

城南物流センターの開設について

第66期（2020年9月期）～第68期（2022年9月期）新中期経営計画を始動

第68期（2022年9月期）

売上高 90,000 百万円

営業利益 2,200 百万円

営業利益率 2.5 %

重点課題

▶グループの成長スピードを上げるための戦略的意思決定

▶市場環境の変化に備え、ビジネスモデルを変革し、
グループシナジーを早期に実現する

▶人財の戦略的な活用

▶中期経営計画のコミットメント強化

数値目標

PICK UP

プロロジスパーク東京大田

●配達エリア

都内17区及び神奈川県の一部の販売をカバー

城南物流センター
大田区東海1-3-6
プロロジスパーク東京大田3Ｆ
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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、株式会社インテルグロー、
ＡＶＥＬＣＯ ＶＩＥＴＮＡＭ ＣＯ.,Ltd.、温調技研株式会社、
株式会社今村
69,584百万円 （2019年9月期）
802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

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
常務取締役 須藤　　豊
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 （2020年3月31日現在）

会社概要 株式の状況

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

ホームページのご案内

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。

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

4,552名
100株

大株主の状況
 株主名 持株数（千株） 持株比率（％）

株式会社アベタ 860 7.44

ホールセール株式会社 860 7.44

マルティス株式会社 586 5.07

株式会社タクルコ 484 4.19

株式会社マユルコ 440 3.81

アイナボホールディングス従業員持株会 438 3.79

ＵＢＳ ＡＧ ＬＯＮＤＯＮ Ａ／Ｃ ＩＰＢ ＳＥ
ＧＲＥＧＡＴＥＤ ＣＬＩＥＮＴ ＡＣＣＯＵＮＴ 362 3.13

阿部一成 337 2.92

阿部溢子 283 2.45

鋤柄禎彰 276 2.39
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