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2013年4月1日から2013年9月30日まで

東証1部 コード：9619

etc.

事 業 年 度 毎年4月1日から翌年3月31日まで
定 時 株 主 総 会 毎年6月開催
基 準 日 定時株主総会　　毎年3月31日

期末配当金　　　毎年3月31日
中間配当金　　　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

単 元 株 式 数 100株
【株式に関する住所変更等のお届出及びご照会について】
　証券会社に口座を開設されている株主様は、住所変更等のお届出及びご照会は、口座の
ある証券会社宛にお願いいたします。証券会社に口座を開設されていない株主様は、下記
の電話照会先にご連絡ください。

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

大阪市中央区北浜四丁目5番33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

（ ホー ム ペ ージURL） http://www.smtb.jp/personal/agency/index.html
上 場 証 券 取 引 所 東京証券取引所市場第一部
公 告 方 法 電子公告の方法により行います。

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
ない事由が生じた場合には、日本経済新聞に掲載して行います。
公告掲載URL
＜http://www.ichinenhd.co.jp/＞

【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。

株主メモ



社長インタビュー
Interview with the President

黒 田 雅 史代 役表 社取 長締

株主の皆さまへ

代表取締役社長　黒田 雅史

前期に引き続き「攻めの経営」を推進し
売上・利益とも期初計画を上回りました。

　株主の皆さまにおかれましては、平素より格別のご高配
を賜り厚く御礼申し上げます。
　第52期第2四半期連結累計期間の業績をご報告いたしま
す。売上高は31,673百万円（対前年同期比30.0%増）、営業
利益2,324百万円（対前年同期比15.8%増）、経常利益2,236
百万円（対前年同期比21.9%増）、四半期純利益は1,397
百万円（対前年同期比39.7%増）となりました。
　依然として厳しい経営環境にありますが、売上及び利益
面につきまして、期初の計画を上回っており、業績は順調に
推移いたしました。
　その主な要因としましては、パーキング事業の躍進があ
ります。病院関係の受注、一般駐車場の拡大が図れ、通期に
おいても計画を大きく上回る勢いです。主力である自動車
総合サービス事業につきましては、売上・利益ともに堅調な

伸びを示していますが、給油カード販売数量の減少が課題
です。
　また、当第2四半期連結累計期間において、空調工具販売
のトップ企業であるタスコジャパン株式会社が新しくグ
ループ会社に加わりました。セグメントは機械工具販売事
業に属し、当第2四半期連結累計期間の業績にも反映され
ています。
　第52期も前期に引き続き「増販・拡大」による「攻めの経
営」と原価、販管費の削減等のコスト意識向上による「利益
確保」を基本方針として邁進していく所存でございます。
　株主の皆さまにおかれましては引き続き、ご指導・ご鞭撻
を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

財務ハイライト 通期第2四半期（累計）

11/3

売上高

12/3 11/3 12/3 11/3 12/3 11/3 12/3

営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益または
当期純損失（△）

47,258 47,774 3,148
3,893

2,768
3,558

1,484 1,080
23,809 23,670 1,524 1,887 1,326 1,745

13/3 13/3 13/3

57,335 4,361 4,065

24,361 2,006 1,834 914

13/3

2,299

1,000

14/3 14/3 14/3 14/3

1,397

64,000
（予想）

31,673

4,700
（予想）

2,324

4,360
（予想）

2,236

2,400
（予想）

単位：百万円

△855

第52期第2四半期連結累計期間における
業績をどのように評価されていますか。
　業績は前期に引き続き、売上・利益とも順調に

推移しています。上半期にグループ会社化したタスコ
ジャパン株式会社の業績を加えなくても、ほぼ計画通り
の数字を残せており、各事業の底上げが着実に進んでい
るといえるでしょう。
　主力である自動車総合サービス事業は、中心となる
リースが、契約車両の小型化が進む中、リース化が進ん
でいない中小口の車両需要先をターゲットとして新規
獲得に努め、既存顧客には取引深耕を図り、契約台数を
伸ばすことができました。契約台数の増加は、自動車メ
ンテナンス受託や各種保険契約の増加に結びつき、セグ
メントの堅調な業績を下支えしました。
　また、リース契約終了車両における中古車販売が好調
で、業績に寄与しています。海外向けの中古車市場が活
況を呈しており、独自の販売ネットワークに加えて、
オークション市場にも積極的に参入しており、今後も成

持続可能な「安定成長」を目指し
「増販・拡大」による基盤づくりと
事業領域の拡大を図ってまいります。

長が期待できます。グループ会社のイチネンBPプラ
ネット株式会社の鈑金業務を中心とする車体修理管理
サービスは、法人をターゲットに売上を伸ばしています
が、利益面で業績に寄与するまでには至っておらず、個
人ユーザーの獲得が下半期の課題です。
　ケミカル事業は、景気の上昇傾向や脱原発の流れから
見て需要増を期待していた燃料添加剤が、思いのほか伸
び悩みました。ただし整備工場向け・一般工場向けのケ
ミカル製品が底堅く、セグメントとしては業績を伸ばし
ています。
　当第2四半期連結累計期間の業績を牽引したのがパー
キング事業です。売上的には他の事業よりも小さいので
すが、その伸長には目を見張るものがあります。管理台数
が約2万台となり、病院をターゲットにした駐車場の運
営管理ビジネスも受注が進み、売上・利益の両面で大きく
伸ばしました。年内にはすでに運営を委託いただいてい
る東京医科歯科大学附属病院の増設工事も完了する予
定です。

Q
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空調事業部 製品 計測事業部 製品

デジタル温度計（環境計測器） 赤外線サーモグラフィ（環境計測器）フルオロカーボン回収装置（フロンガス回収装置） マニホールド（溶接関連機器）

国内冷凍空調工具のトップメーカー
「タスコジャパン株式会社」が
当社グループに新しく加わりました。

機械工具販売事業 タスコジャパン株式会社

COMPANY PROFILE

　2013年5月29日付で、国内冷凍空調工具のトップ
メーカー「タスコジャパン株式会社」をグループ会社化い
たしました。セグメントは機械工具販売事業となります。
　タスコジャパンが有する「TASCO（タスコ）」ブランド
は、国内冷凍空調機器メーカーの業界ではよく知られて
おり、空調工具の開発・製造・輸入販売を通して国内
No.1の売上を誇っています。主な事業は、空調工具関連
以外に計測機器の開発と販売を行っており、社内事業組
織は空調事業・計測事業・貿易事業で構成されています。
　空調事業部は、創業以来の主力商品である冷凍空調設
備工具を中心に、空調機器には不可欠なフロンガスの回
収装置などの開発・製造・販売も行っています。現在、フ
ロン回収・破壊法の一部改定が進められており、新たな
需要増が期待できます。
　計測事業ではサーモグラフィ・放射温度計・環境計測

器等の開発と販売を担っており、各企業の生産設備・検
査部門を対象に事業拡大を推進しています。
　貿易事業については、お求めやすさ、使いやすさはも
ちろん、役に立つ、長寿命等、モノづくりに求められる課
題を解決できる工具や機器類を世界から調達し、提供し
ていくことを事業使命としています。当社グループでは
今後の構想として、海外市場での展開や海外との輸出入
に関わる事業も視野に入れており、具体化していく上で
タスコジャパンの海外ネットワークは有力なツールの
一つになると考えています。

商　　 号 タスコジャパン株式会社
代　　 表 代表取締役社長　岩田 全弘
創　　 業 1976（昭和51）年5月6日
本　　 社 大阪市西区川口一丁目2番16号
資 本 金 4,000万円
事 業 内 容 空調工具及び計測機器卸売業
売 上 高 35億円（2013年1月期）
従 業 員 数 40名
事 業 所 大阪本社・東京営業所・物流センター（大阪府東大阪市）

は、どのような体制にするべきかを常に考えることが重
要だといえるでしょう。自動車総合サービス事業を主軸
にしながらも、次世代自動車のさらなる普及や化石燃料
の枯渇などの大きな変化に対するリスク軽減を考えな
ければなりません。また、さらなる安定成長を目指して
いく上では、新しい事業の柱を構築することも必要で
す。
　現在、一般消費者向けのビジネスと海外ビジネスのプ
ランを描いています。「B to B」の体制に「B to C」をプ
ラスすれば、より多角的に収益が得られます。海外へ目
を向けるのは、国内需要に頼っていてはいずれ限界が見
えてくる事業も出てくるからです。従来の新興国に加え
て東南アジア諸国の経済成長が著しく、海外は当社グ
ループにとっての新たな市場として魅力があります。

下半期の見通しを含め、
株主さまへのメッセージをお願いいたします。
　景気の回復傾向を受けて、下半期の業績も順調

に推移すると見ています。主要施策としては、例年伸び悩
み傾向にある下半期の業績伸長を図るため、2014年の消
費税率アップに対する既存顧客の駆け込み需要の獲得は
もとより、この機会を活かしてさらなる拡大を図り、前期
に引き続き、売上高・利益面での過去最高を更新したいと
考えています。
　持続可能な安定成長を目指し、当社グループは事業領
域を広げて変化し続けていくことが、企業価値を高め、
株主さまをはじめとするすべてのステークホルダーに
応える道だと確信いたしております。

　機械工具販売事業は、タスコジャパン株式会社が新た
に加わったことで、下半期に期待しております。合成樹
脂事業は、前期に大きく伸長したアミューズメント分野
の拡大が引き続き図れており、今後も堅調な推移をする
と見ています。

当期から自動車関連事業を集約し、自動車総合
サービス事業となりましたが、その目的をお聞かせください。
　前期に機械工具販売事業と合成樹脂事業が新

たに加わり、改めてセグメントを整理いたしました。も
ともとリース事業・自動車メンテナンス受託事業・燃料
販売事業は、顧客面での関連性が強く、ここ数年進めて
きた事業連携をさらに強固なものにしていくのが目的
です。一つのセグメントに集約することで、意識が変わ
り、シナジー効果を発揮して、次への飛躍のきっかけに
なればとも思っています。

機械工具販売事業と合成樹脂事業が加わったイチネン
グループの新体制について改めてご説明願います。
　前期に前田機工株式会社と株式会社ジコーを

グループ会社化し、それぞれをセグメントとして新しい
体制を整えました。長期ビジョンで掲げている、創業90
周年の2020年に「売上高1,000億円・営業利益100億
円・各セグメントでグループ全体の営業利益の10%以
上」を達成していくためには、グループの体制はまだま
だ不十分ではないかと考えています。
　企業は持続的に安定成長を続けていくことが肝要で
す。景気の変動や社会状況の変化に左右されないために

Q
A
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A
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セグメント別概況 & 事業紹介
Operating Results

セグメント別
売上構成比

自動車総合
サービス事業 55.6%
ケミカル事業 16.9%

その他 0.2%
合成樹脂事業 7.9%

機械工具販売事業 13.0%

パーキング事業 6.4%

■リースにおきましては、リース契約車両は小型化傾向にありますが、中小口規模の企業を中心にリース化の進んでい
ない車両需要先をターゲットに新規販売を積極的に行いリース契約の増加に努め、既存顧客との取引深耕にも注力した

結果、2013年9月末現在リース契約台数は61,033台（対前期末比1,258台増）となり、リース契約高は121億10百万円（対前年同
期比0.8％増）、リース未経過契約残高は484億94百万円（対前期末比3.6％増）となりました。

■ 自動車メンテナンス受託におきましては、当社グループ独
自の強みである高点検率、営業品質を追求しながら、契約
台数、契約残高の増加に努めた結果、メンテナンス受託契
約高は28億33百万円（対前年同期比3.5％減）、メンテナン
ス未経過契約残高は71億13百万円（対前期末比6.5％増）
となりました。

■ 燃料販売におきましては、主力である自動車用燃料給油
カードは、付加価値の高いサービスを顧客に提供し、他社
との差別化を図ることにより、新規顧客獲得並びに販売数
量の確保に注力いたしました。

■ リース及び自動車メンテナンス受託において、契約台数の
増加と低年式・走行過多車両の入替えを促進し、メンテナ
ンスコストの抑制に注力いたしました。燃料販売では、自
動車用燃料給油カードの販売価格の調整を適時・適切に実
施いたしましたが、好調に推移した前年同期に及びません
でした。

　この結果、売上高は176億91百万円（対前年同期比3.1％
増）、セグメント利益は15億40百万円（対前年同期比4.6％
増）となりました。

ケミカル事業

自動車総合サービス事業
売上高の推移（百万円） 営業利益の推移（百万円）

10,696
690

13/3

5,363

13/9
（第2四半期累計）

13/3

428

13/9
（第2四半期累計）

売上高の推移（百万円） 営業利益の推移（百万円）
34,444 2,931

13/3

17,691

13/9
（第2四半期累計）

13/3

1,540

13/9
（第2四半期累計）

売上高の推移（百万円） 営業損益の推移（百万円）

4,572
△80

13/3

4,134

13/9
（第2四半期累計）

13/3

43

13/9
（第2四半期累計）

売上高の推移（百万円） 営業利益の推移（百万円）

3,848 448

13/3

2,029

13/9
（第2四半期累計）

13/3

248

13/9
（第2四半期累計）

売上高の推移（百万円） 営業利益の推移（百万円）
3,853 368

13/3

2,514

13/9
（第2四半期累計）

13/3

50
13/9

（第2四半期累計）

■中長期的に安定した収益基盤を築くため、更なる駐車場数
の拡大と引き続き不採算駐車場の採算改善を行い、駐車場
個々の収益向上に努めてまいりました。

■2013年9月末現在駐車場管理件数は764件（対前期末比
58件増）、管理台数は19,426台（対前期末比1,792台増）
となりました。

■売上高は20億29百万円（対前年同期比9.4％増）、セグメント
利益は2億48百万円（対前年同期比66.5％増）となりました。

P

機械工具販売事業 合成樹脂事業

パーキング事業

その他
■不動産の賃貸事業において一時的な費用が発生いたしまし

た。
■売上高は58百万円（対前年同期比3.8％減）、セグメント利益

は6百万円（対前年同期比34.6％減）となりました。

etc.

■ 当社が2012年8月22日に株式を取得した前田機工株式会
社及びそのグループ会社1社において、機械工具及び自動
車整備工具の販売を行っております。また、当社が2013年
5月29日に株式を取得したタスコジャパン株式会社にお
いて、空調工具及び計測工具の販売を行っております。

■ 売上高は41億34百万円、セグメント利益は43百万円とな
りました。

■当社が2012年9月27日に株式を取得した株式会社ジコー
及びそのグループ会社2社において、合成樹脂製品の設
計・製造・販売等を行っております。

■売上高は25億14百万円、セグメント利益は50百万円とな
りました。

イチネングループは、株式会社イチネンホールディングスを純
粋持株会社とし、傘下の各事業会社が独立経営を進めながら、
グループ一体経営を推進しております。

車両管理の軽減と安全性の確保の面から、今日のオートリースの
主流となっている「メンテナンスリース」・私たちは、オートリー
ス時代にふさわしい先進のサービスで、より付加価値の高い「メ
ンテナンスリース」の提供に努めております。
また燃料販売はイチネンならではのスケールメリットで全国統一
価格を設定し、お客様個々のご要望に合わせた請求書の作成や発
送により、経理事務の大幅な合理化をサポートしております。

事業紹介
お客様

自動車の諸費用がリース料に
まとめられるメリット

自動車整備の車両管理業務を削減。
安全で安心してご利用いただくメリット

お客様がご利用される
自動車を定期的に
予防整備を行う。

お客様のご要望される自動車を調達。
保険契約や整備管理など
当社が提供するサービスを付加！

全国一律のガソリン価格を提供し、
お客様のコスト管理、及び当社独自の

請求発送サービスを付加！

ディーラー様
保険会社様

オートリースサービス 燃料販売サービス 自動車メンテナンス
受託サービス

CARD
CARD
CARD

自動車総合サービス事業の仕組み

■工業薬品関連では、主力製品の燃料添加剤の販売数量は減
少しましたが、洗浄剤が大幅に増加いたしました。また、化
学品関連では、ホームセンター等で販売される個人向け自
動車ケミカル製品の販売は減少しましたが、機械工具商向
けケミカル製品の販売は堅調に推移いたしました。

■ 売上高は53億63百万円（対前年同期比0.4％増）、セグメ
ント利益は4億28百万円（対前年同期比16.5％増）となり
ました。
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インフォメーション
Information

連結貸借対照表のポイント
前第2四半期末
2012年9月30日現在

当第2四半期末
2013年9月30日現在

前期末
2013年3月31日現在

【資産の部】
流動資産 36,204 35,392 34,280
固定資産 49,349 54,790 51,322
有形固定資産 37,805 42,563 39,956
無形固定資産 5,952 5,771 5,577
投資その他の資産 5,591 6,456 5,788

繰延資産 31 28 35
資産合計 85,586 90,211 85,638

【負債・純資産の部】
流動負債 39,346 41,285 42,661
固定負債 30,935 31,055 26,348
負債合計 70,282 72,340 69,010
株主資本 15,394 17,561 16,440
その他の包括利益累計額 △99 308 187
新株予約権 8 ― ―
純資産合計 15,303 17,870 16,628
負債純資産合計 85,586 90,211 85,638

連結損益計算書のポイント

財務諸表のポイント
Financial Statements

メガネ用クリーナー 「メガネクリンビュー」
─商品構造・デザインなどフルリニューアルして新発売─

新 製 品 紹 介 株 式 会 社 タ イ ホ ー コ ー ザ イ

当社グループの化学メーカー・株式会社タイホーコーザイが製造販売しているメガネ用クリーナー「メガネクリンビュー」を、
3年半ぶりに機能性やパッケージデザインをリニューアルし、2013年10月、3種類の新製品を発売しました。

　油・皮脂汚れに対するクリーニング効果を高めるために
強力油脂洗浄成分を配合し、シートタイプの製品には超極
細繊維シート「ナノワイパー」を採用。くもり止めには効果
の高い特殊くもり防止剤を配合しています。
　使いやすさの面では、くもり止めクリーナー・レンズ汚
れクリーナーのヘッドは、薬液の液だれや飛散を防ぐため
スポンジ製になっております。また、全体の形状をスリム
化し、携帯しやすくしています。くもり止めシートクリー
ナーは、携帯に便利な1枚ずつの包装にしました。メガネ以
外にもスマートフォンや携帯電話の画面用クリーナーと
しても使用できます。
　メガネクリンビューのシリーズは、2010年のリニュー
アルから販売数が増加傾向に転じ、3年半にわたる累計販
売数は、塗るタイプ2品（くもり止めクリーナー・レンズ汚
れクリーナー）の合計が約50万本、ふくだけタイプ（くも
り止めシートクリーナー）が約30万箱となっています。今
回のリニューアルでは、これらの勢いを加速させ、さらな
る販売数の増加を目指しています。

“メガネ人口”の増加とマスク利用者の増加により
くもり止めに対するニーズが高まっています

シートタイプはスマートフォンや携帯電話の
画面用クリーナーとしても使用できます

メ ガ ネ ク リ ン ビ ュ ー

　高齢化や液晶画面のブルーライト対策、低価格化等によ
り、いわゆるメガネ人口が増加しており、加えて、新型インフ
ルエンザの流行、健康への影響が懸念されるPM2.5の飛
来、花粉症対策でマスクを使用する人が増え、メガネのくも
り止めへのニーズが高まってきました。そこでタイホーコー
ザイでは、2010年にリニューアルした「メガネクリン
ビュー」を、さらに進化させ、よりニーズに応える製品とし
て、メガネクリンビュー「くもり止めクリーナー」「レンズ汚れ
クリーナー」「くもり止めシートクリーナー」の3アイテムを
新発売しました。

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

　リース事業においてリース取引の
契約増加とM&Aにより資産と負債
が増加しました。
　自己資本比率は、19.8％となりま
した。

　当期にグループ会社化したタスコ
ジャパン株式会社については機械工
具販売事業で3ヶ月寄与しておりま
す。

POINT

POINT

01

02

連結貸借対照表

連結損益計算書

四半期純利益
1,397

税金等調整前
四半期純利益
2,316

経常利益
2,236

営業利益
2,324

売上総利益
7,657

売上高
31,673

売上高
24,361

営業利益
2,006 経常利益1,834 四半期純利益

1,000

売上原価
24,015 販売費及び一般管理費

5,333

営業外収益
127

特別利益
108

営業外費用
215

特別損失
29

法人税等
918

前第2四半期累計
（2012年4月1日から2012年9月30日まで）

当第2四半期累計
（2013年4月1日から2013年9月30日まで）

「くもり止めクリーナー」 「くもり止めシートクリーナー」「レンズ汚れクリーナー」
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株式の状況 & 会社概況

金融機関
5,047,855株

20.06%

自己名義
11,046株
0.04%

個人その他
14,190,831株
56.39% 外国法人等

1,003,308株
3.99%

証券会社
576,109株

2.29%

500単元～1,000単元未満
19名　0.19%

0～5単元未満
6,709名　66.74%

100単元～500単元未満
158名　1.57%

50単元～100単元未満
191名　1.90%

10単元～50単元未満
1,721名　17.12%

5単元～10単元未満
1,209名　12.03%

1,000単元以上
45名　0.45%

10,052名

25,163,727株
その他の法人
4,334,578株

17.23%

株式の状況（2013年9月30日現在）

所有者別株式分布

所有単元数別株主分布

80,000,000株
25,163,727株

10,052名

発行可能株式総数
発行済株式の総数
株主数
大株主

株主名 持株数（千株） 持株比率（%）

第一燃料株式会社 2,350 9.34
三井住友信託銀行株式会社 820 3.26
黒田　雅史 750 2.98
黒田　和伸 655 2.61
日本マスタートラスト
信託銀行株式会社（信託口） 644 2.56

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社（信託口） 622 2.47

黒田　勝彦 615 2.45
イチネン共栄会持株会 477 1.90
日本生命保険相互会社 454 1.81
黒田　哲也 442 1.76

（注）持株比率は自己株式（11,046株）を控除して計算しております。

割当基準日／3月末日においての持株数に対して右
記の内容のおこめ券を進呈いたします。

持　株　数 内　容

100株以上
500株未満 全国共通おこめ券　  2kg

   500株以上
2,000株未満 全国共通おこめ券　  5kg

2,000株以上 全国共通おこめ券　10kg見 本

株主優待情報

会社概要（2013年9月30日現在）

取締役及び監査役（2013年9月30日現在）

グループ会社（2013年9月30日現在）

株式会社イチネンホールディングス
（ICHINEN HOLDINGS CO.,LTD.）
http://www.ichinenhd.co.jp/
大阪市淀川区西中島四丁目10番6号
1930年（昭和5年）6月1日
1963年（昭和38年）5月7日
2,529,135,586円
連結 772名　単体 60名

商号

URL
本店所在地
創業
会社設立
資本金
従業員数

代表取締役社長 黒田　雅史
取締役副社長 黒田　勝彦
取締役 専務執行役員 三村　一雄
取締役 影山　忠廣
取締役 執行役員 木村　平八
常勤監査役 奥田　　純
常勤監査役 川上　弘伸
監査役 中室　修司

株式会社イチネン 
株式会社タイホーコーザイ 
野村オートリース株式会社 
アルファオートリース株式会社
株式会社イチネンパーキング
イチネンＢＰプラネット株式会社
株式会社セレクト
前田機工株式会社
株式会社ジコー
タスコジャパン株式会社

Stock Data & Corporate Data

IRサイトの一部

TOPページ

当社のホームページで最新情報を発信しております。
ぜひ併せてご覧ください。

http://www.ichinenhd.co.jp/

グループ経営計画

検 索イチネンホールディングス

財務情報

ホームページのご案内
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