
第33期 中間報告書
2020.1.1 ▶ 2020.6.30

証券コード：1413

事業年度 毎年1月1日から12月31日まで
基準日 定時株主総会 12月31日

期末配当 12月31日
中間配当  6月30日

定時株主総会 毎年3月開催
単元株式数 100株
株主名簿管理人および 
特別口座の口座管理機関 三菱UFJ信託銀行株式会社

同連絡先 東京都府中市日鋼町1-1
三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
電話　0120-232-711（通話料無料）

同郵送先 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号
三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部

株主メモ

会社概要（2020年6月30日現在）
社名 株式会社ヒノキヤグループ 
本社事務所 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号

丸の内トラストタワー本館7階
設立 1988年10月13日
資本金 3億8,990万円
従業員数 連結3,162名
事業内容 住宅事業／不動産投資事業／断熱材事業／

リフォーム事業／介護保育事業 他

最新のニュースリリースやホーム
ページの更新情報などをお届け
いたします。当社IRサイトから
ご登録いただけますので、ぜひ
ご利用ください。

「IR情報」ページ下部
の「IR情 報 メ ー ル 登
録」よりご登録いただ
けます。

IR情報メール配信登録サイトのご案内

https://www.hinokiya-group.jp/ヒノキヤグループ 検索
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売上高
47,555百万円
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前年同期比 ＋36.7％ 前年同期比 ＋55.7％

（百万円）第2四半期
通期

2018/12 2020/12
第2四半期累計

2019/12

4,386

6,700
（予想）

1,208

6,231

884
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経常利益

セグメント別売上構成比

1,208百万円

（百万円）第2四半期
通期
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4,403
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（予想）
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△253

営業利益
1,208百万円

第2四半期
通期

（百万円）
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2,303

3,500
（予想）

396

2,360

254

△373

親会社株主に帰属する四半期純利益
396百万円

住宅事業

71.6%
340億47百万円

介護保育事業

5.6%
26億59百万円

不動産投資事業

0.4%
1億87百万円

リフォーム事業

2.7%
12億68百万円

断熱材事業

19.6%
93億30百万円

その他

0.1%
62百万円

株主の皆様におかれましては、日頃より当社グループへの
ご理解とともに熱いご支援を賜り誠にありがとうございます。
ここに当社グループ第33期（2020年12月期）上半期の営
業概況及び事業内容をご報告させていただきます。
当第2四半期連結累計期間（2020年1月1日から2020年6月

30日まで）の売上高は、消費税増税の反動減により、注文住
宅の期首受注残が前年を下回っていたことから、前年同期比
4.6％減少し、475億55百万円となったものの、営業利益は、
介護保育事業の収益改善に加え、グループ全体で期首から取
り組んだ販売管理費の削減効果等により、前年同期比32.8％
増加し、12億8百万円となりました。通期の業績予想につきま
しては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が、通期の業
績へ影響を及ぼす可能性がありますが、現時点で合理的に見
積ることが困難であるため、2020年2月10日に公表いたしま
した新型コロナウイルス感染症の影響を含めない前提での業
績予想及び配当予想を据え置いております。
今後、新型コロナウイルス感染症による影響を注視しつつ、

修正が必要となった場合には、速やかに開示いたします。
なお、当期の中間配当につきましては、1株につき45円（前
年同期1株につき45円）とさせていただきました。期末配当予
想45円と合わせて、年間配当は90円を予定しております。
株主の皆様におかれましては、なにとぞ一層のご支援を賜

りますようお願い申し上げます。

代表取締役社長

近藤　昭

トップメッセージ業 績 ハ イ ラ イ ト
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2020年6月、当社が開発した新時代冷暖システム『Z空調』の
冬の暖かさを1年中体感できる施設「ZOOON（ゾーン）」が栃木
県にオープンしました。
「ZOOON」には、外気が0～1℃に建つ『Z空調』の家と高性

能住宅（ZEH）仕様の家の部屋が体感ROOMとして再現されて
います。24時間連続運転の家中まるごと空調の『Z空調』の家で
は、寒い冬でも居室全体だけではなく、廊下や脱衣室、トイレ
までもむらなく暖かいということが、リアルタイムで計測され
ているサーモグラフィ画像でも確認できます。同じ間取りで
ZEHの条件を満たし、利用する居室にだけエアコンを使用する
間欠運転を想定した場合との比較もできるため、ZEHでの壁掛
けエアコンと『Z空調』の違いを実感することができます。

ヒノキヤグループ社長である近藤が、戸建住宅の建築を検討
している方、家について考える方に向け、年間4000棟の家を建
てるヒノキヤグループの膨大なデータから、家づくりに役立つ
情報を発信していきます。

努力を怠らず高い目標に果敢に挑戦する両選手の姿に共感し、
次代を担う若い世代を応援したいとの想いよりこの度のスポン
サー契約に至りました。

ヒノキヤグループは、スポーツや文化活動を通じて、より活
動的で豊かな社会の実現を目指します。

施設サイト
https://www.hinokiya.jp/zooon/

1株当たりの年間配当額の状況

2019年12月期 2020年12月期
中間 45円00銭 45円00銭
期末 45円00銭 45円00銭（予想）
合計 90円00銭 90円00銭（予想）

発行可能株式総数 48,300,000株

発行済株式の総数 13,575,000株

株主数 4,241名

大株主
株主名 持株数（株） 持株比率（%）

株式会社EIGHT＆COMPANY 2,284,428 16.82

株式会社GSK 2,090,572 15.40

株式会社ヒノキヤグループ 945,139 6.96

永大産業株式会社 600,000 4.41

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 466,000 3.43

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 402,800 2.96

ヒノキヤグループ従業員持株会 401,566 2.95

ヒノキヤグループ取引先持株会 303,400 2.23

近藤　昭 291,800 2.14

近藤　治恵 240,000 1.76

分布状況
所有者別株主数分布状況

所有株数別株主数分布状況

■金融機関 0.45%
■金融商品取引業者 0.66%
■その他の法人 1.13%

■個人その他 96.51%

■自己名義株式 0.02%
■外国法人等 1.23%

■1単元未満 10.96％ ■100単元以上 1.77％
■1単元以上 65.17％ ■500単元以上 0.38％
■5単元以上 8.84％ ■1,000単元以上 0.31％
■10単元以上 10.82％ ■5,000単元以上 0.09％
■50単元以上 1.65％

（2020年6月30日現在）上半期トピックス 株 式 の 状 況

星野陸也選手 高橋彩華選手

新時代冷暖システム『Z 空調』体感ラボ
「ZOOON」オープン！

公式YouTube チャンネル
「ヒノキヤグループ社長 近藤の考える家」開設

プロゴルファー星野陸也選手・高橋彩華選手と
スポンサー契約を締結

WEB

チャンネルURL
https://www.youtube.com/channel/
UCK4GiN1okbmDOARtsyhNE2A/featured

セグメント別営業概況

（年度）

（百万円）売上高

2019
上期

2020
上期

35,842 34,226

住宅事業

（年度）

（百万円）セグメント利益

2019
上期

2020
上期

1,091 1,099

（年度）

（百万円）売上高

2019
上期

2020
上期

978

309

不動産投資事業

（年度）2019
上期

2020
上期

（百万円）セグメント利益

67
32

（年度）2019
上期

2020
上期

（百万円）売上高

10,003 9,989

断熱材事業

（年度）

（百万円）セグメント利益

2019
上期

2020
上期

695 746

（年度）

（百万円）売上高

2019
上期

2020
上期

1,497 1,578

リフォーム事業

（年度）

（百万円）セグメント利益

2019
上期

2020
上期

63
109

（年度）

（百万円）売上高

2019
上期

2020
上期

2,604 2,659

介護保育事業

（年度）

（百万円）セグメント利益

2019
上期

2020
上期

△10

199

第1回は「Z空調」の
開発秘話を語ります。

Z空調の家 ZEHの家（壁掛けエアコン）
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