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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御礼申し上げます。
　コロナ感染拡大への対応やガソリン代の値上げをはじめとする物価の値上がりなど、
日常生活への影響が懸念されるなか、皆様におかれましては、ご健全にお過ごしされま
すよう、ご祈念いたします。
　さて、当社グループを取り巻く上期の事業環境としては、戸建ての新築着工数は前
年を上回り、住宅向けのリフォーム需要についても回復傾向にあると判断しており、依
然としてコロナ禍は継続するとの認識ではあるものの、住宅設備および関連資材市場
における規模の拡大に積極的に取り組む所存です。　
　今後も、当社グループとしては取り扱いの少ないサッシや空調等の商材に注力すると
ともに、新規エリアへの出店やM＆Aにも積極的に取り組んでまいります。
　これら施策のひとつとして、当期よりマニックスという管材・住宅機器を取り扱う事業
会社を完全子会社化しました。年商８０億円規模の会社で、関西・山陽エリアを営業拠点
としており、これを機に関西以南の規模拡大を進めてまいります。
　当上期業績につきましては、営業利益は減益となったものの、今後については戸建
住宅分野の需要は引き続き堅調に推移し、当社事業への需要拡大も期待されることから、
中間配当につきましては、期首中間予想配当と同額の一株当たり18円とさせていた
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17.5%増） （前年同期比26.8%増）
40,159百万円

親会社株主に帰属する当期純利益経常利益

（前年同期比1.9%増）
1,690百万円 1,340百万円

BUSINESS REPORT 2022
第68期中間  株主通信 2021年10月1日 ▶▶2022年3月31日
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事業別の概況 Segment Overview

84.9％

［ 売上高構成比 ］

［ 主な製品別売上内訳 ］

8,667百万円

3,679百万円

4,634百万円

3,665百万円

ユニットバス

衛生陶器

サイディング

サッシ

キッチン

外壁タイル

1,721百万円

1,491百万円

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およ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

戸建住宅事業 34,093 百万円（前年同期比17.2%増）

（前年同期比2.2%減） （前年同期比14.1%増）

（前年同期比4.6%増）（前年同期比4.3%増）

（前年同期比3.6%増）

（前年同期比4.8%増）

6,576百万円その他
（前年同期比7.8%増）

3,660百万円新規連結分
（前年同期比 ー ）

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

［ 売上高構成比 ］

15.1％

大型物件事業 6,066 百万円（前年同期比19.6%増）

［ 主な製品別売上内訳 ］

585百万円その他
（前年同期比26.5%減）

1,613百万円タイル工事
（前年同期比2.0%減）

2,015百万円住設工事
（前年同期比64.7%増）

451百万円新規連結分
（前年同期比 ー ）

1,402百万円空調設備
（前年同期比0.2%減）
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当社グループのオリジナル高級タイルブランドである「Maristo」と、
オリジナル高級浴槽「Artis」の最新情報をお届けします。

ゆらゆらと立ち上る、青、赤、オレンジ、
黄色。燃えるものや温度により色や
その強さを変える“炎”からインスピ
レーションを受けたタイルです。多彩
な輝きであたりを照らすようにあた
たかい印象をもたらします。（全8種）

プリントでは表現しきれない本
物ならではの大理石とテラゾー
の素材感。人気のテラゾーを可愛
らしいサイズ感で気軽に取り入
れて、クラシックモダンな空間に。

（全4色）

ギリシャの“ Kavala（カバラ）地方”原産のスレー
トをモチーフとしたデザイン。屋内・屋外のあら
ゆるシーンと絶妙に調和し、エレガントな空間を
もたらします。使いやすいグレー系で幅広い
サイズ展開です。

“縁側”のように心落ち着く半屋外空間に設置
された木立の庭を望むアウトドアバス。

施工事例や最新の情報はこちらのサイトから
ご覧いただけます。

Maristo&Artis 2022年デビュー商品・施工事例のご紹介

Blaze／ブレイズ

Kavastone／カバストーン

Terapicco／テラピコ

城戸崎建築研究室 ／軽井沢某邸 ときわ邸 M-GARDEN

鎌倉の沿岸線唯一のオーシャンフロントホテル 『THE HARBOR TERRACE
（ザ・ハーバーテラス）』。雄大な海を一望できる最高のロケーションに設置さ
れたアルティスのバスタブ。 大型バスに身をゆだね、海で遊び疲れた体をアル
ティスのバブロ機能でリラックス。 水中照明も備えており、昼と夜で全く違
う演出をお楽しみいただけます。

THE HARBOR TERRACE（ザ・ハーバーテラス）

トピックス Topics

Maristo

Artis

常盤神社に隣接する『ときわ邸 M-GARDEN』。 
近くには日本三大庭園で有名な偕楽園があり、
披露宴や宿泊ができます。カフェなども入って
おり、さまざまな用途で市民や観光客に親しん
でもらえる開放型の邸宅。

水戸の千波湖が見渡せる絶好のロケーションに
設置されたArtisのビューバス。春には千波湖
の周囲約3kmのサクラが一斉に咲き誇り、その
絶景を見渡すことができます。

Maristo
https://www.maristo.jp/

Artis
https://www.artis.jp
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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およびご照会について
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

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/procedure/agency/

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およ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 スタンダード市場

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・輸入石材の卸販売および設計施工・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、株式会社マニックス、
ＡＶＥＬＣＯ ＶＩＥＴＮＡＭ ＣＯ.,Ltd.、株式会社ウィルパーソン、
中央窯業株式会社
66,121百万円 （2021年9月期）
867名（2021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
取締役 大塚　昌子
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、大塚昌子は、社外取締役であります。

会社データ （2022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

6,819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

アイナボホールディングス従業員持株会 509,690 4.41

株式会社タクルコ 484,300 4.19

株式会社マユルコ 440,300 3.81

阿部一成 337,505 2.92

阿部太一 269,593 2.33

阿部亮平 269,592 2.33

鋤柄禎彰 264,721 2.29

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、
最新ニュースなどさまざまな情報を公開しております。
ぜひご覧ください。
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