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証券コード：7539

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お礼申し上げます。
　新型コロナウイルス蔓延に終息の見通しが立たないなか、日々の生活にも
何かと不便・不都合な状況が続いております。皆様におかれましては、ご健全に
お過ごしいただきますようご祈念いたします。
　さて、当第２四半期までの連結業績につきましては、売上高は昨年、一昨年
比ともに4.0％ほど下回りました。利益につきましては、原価管理の徹底や
販管費の抑制などにより前年並みを維持しておりますが、当社グループ各社に
おいては、コロナ禍による新築住宅や店舗・店装等の需要低下の影響が昨年
6月の業績より出始め、当第２四半期まで苦戦が続いております。
　この現状を打開すべく、全グループを挙げて新規開拓、サッシ商材の拡販、
外壁サイディング工事の受注拡大等の重点課題に積極的に取り組むとともに、
そのスピードを加速してまいります。また、更なる成⻑戦略のための事業課題と
して、リフォーム市場への販売強化、空調工事の事業化、非住宅分野への販路
拡大を進めてまいります。
　中間配当につきましては、1株当たり18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4.1%減）
34,167百万円

親会社株主に帰属する当期純利益経常利益

（前年同期比0.7%減）
1,657百万円

（前年同期比0.3%減）
1,056百万円

BUS INESS REPORT 2021
第67期中間  株主通信 2020年10月1日 ▶▶2021年3月31日
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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

大型物件事業 5,070 百万円（前年同期比12.4%減）

［ 売上高構成比 ］

14.8％
1,646百万円

1,224百万円

1,404百万円

796百万円

85.2％

［ 売上高構成比 ］

［ 主な製品別売上内訳 ］

8,267百万円

3,551百万円 6,095百万円

4,736百万円

3,512百万円

ユニットバス

衛生陶器

サイディング

サッシ

その他キッチン

外壁タイル

タイル工事

住設工事

空調設備

その他

1,509百万円

1,426百万円

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

戸建住宅事業 29,096 百万円（前年同期比2.5%減）

（前年同期比5.3%増） （前年同期比11.4%増）

（前年同期比17.3%増）（前年同期比1.2%増）

（前年同期比2.3%増）

（前年同期比14.2%増）

（前年同期比8.6%減）

（前年同期比27.7%減）

（前年同期比7.9%減） （前年同期比16.5%減）

（前年同期比10.4%減）
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この度当社では、『アベルコYouTubeチャンネル』を開設いたしました。コロナ禍での新たな営業展開として、
より多くのお客様に気軽にご覧いただける、建築商材紹介チャンネルとなっております。

今回アップした動画では『戸建て住宅の外壁タイル需要の訴求』をテーマに、タイルの基本的な性能、また
コストメリットなど内容を３つに分類し約5分×３本立てで制作いたしました。限られた時間の中で、特に重要なポイン
トをギュッと凝縮し簡潔にわかりやすくお伝えしております。

今後は外壁タイルだけでなく、当社が取り扱う様々な商材のメリットやデメリットをまとめ、お客様が気軽に
お役立ち情報を得ることができるようなチャンネルを目指してまいります。今後とも変わらぬご支援賜りますよう、
よろしくお願い申し上げます。

2022年9月期を最終年度とする中期経営計画の達成に努
めてまいりましたが、2020年春以降の新型コロナウイル
ス感染拡大による国内外の景気減速により住宅市場及び建築
市場の動向が不透明であり、大型物件への投資需要などの
延期が見られることからも売上拡大は難しいと判断したため、
中期経営計画の売上高目標値を修正いたしました。

営業利益については、引き続き見積り精度及び施工品
質の向上による粗利率改善、直行直帰やテレワークによる
ワークライフバランスと経費削減の両立に注力することに
より目標値２２億円を継続いたします。

なお、中期経営計画の基本方針に変更はございません。

『アベルコYouTubeチャンネル』を開設

中期経営計画の見直し

90,000百万円 80,000百万円

売上高

2,200百万円 2,200百万円

営業利益

2.5% 2.8%

営業利益率

1

2

《１》知ってる？ ３つの特徴編

《２》住んでわかる！ お得なワケ編

《３》ずっと変わらない我が家と幸せ編

Vol.1 タイルNo.１のプロが教える
住宅をタイル外壁にするワケ！

アベルコYouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/
UCbEBpZntWNyuWqjxk3wKVIg

お役立ち情報
満載です！
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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
東京都北区王子二丁目30番3号  ニッセイ王子ビル6階
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、
株式会社今村、株式会社アルティス、ＡＶＥＬＣＯ ＶＩＥＴＮＡＭ ＣＯ.,Ltd.、
株式会社ウィルパーソン、中央窯業株式会社
65,338百万円 （2020年9月期）
846名（2020年9月期）
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 （2021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 ： 〒114-0002  東京都北区王子二丁目30番3号  ニッセイ王子ビル6階  TEL ： 03-4570-1316（代）  http://www.ainavo.co.jp

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

5,581名
100株

大株主の状況
 株主名 持株数（株） 持株比率（％）

株式会社アベタ 860,000 7.44

ホールセール株式会社 860,000 7.44

マルティス株式会社 586,000 5.07

株式会社タクルコ 484,300 4.19

アイナボホールディングス従業員持株会 481,190 4.16

株式会社マユルコ 440,300 3.81

阿部一成 337,505 2.92

鋤柄禎彰 270,121 2.34

阿部太一 269,593 2.33

阿部亮平 269,592 2.33

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。
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