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ご挨拶

MESSAGE TOPICS

日頃は当社をご支援いただきまして、誠にありがとうござ
います。
　当第2四半期累計期間におきましては、4月の増税に伴
う消費意欲の減退に加え、天候不順による影響などもあ
り、厳しい経済環境が続きました。迎えました下期につき
ましては、物価上昇傾向の中、お客様の生活防衛意識が高
まることで、厳しい消費環境が継続するものと予測されま
す。このような状況下におきまして、お客様にとって本当
に価値のあるものが選別され、そこに需要が集中すること
になると思われます。そのような時にこそ、当社が創業以
来取り組んで参りました、人間力、商品力、店舗力を基盤と
した製造小売りの強みが、より顕在化してくるものと確信
いたしております。
　今後も、500店舗体制を見据えた基盤づくりや自転車専
門メーカーとしての自社ブランドの強化に力を入れると
共に、自社物流によるメリットを活かした迅速かつ効率的
なサプライチェーンの展開など、お客様に安全で快適なサ
イクルライフをご提供するために、我々として為すべきこ
とを着実に実行し、一人ひとりのお客様に付加価値を提供
してまいります。株主の皆様におかれましては、当社に対
しまして、どうか変わらぬご愛顧、ご鞭撻を賜りますよう、
心よりお願い申し上げます。

トピックス

　インターネットをご利用いただくお客様のための
「ネットワ－キング店」は、より快適にお使いいただける
ように、6月21日よりさらに分かりやすく、見やすいレイ
アウトに改定いたしました。

平成26年7月4日～24日  広告宣伝活動を実施

ネットワーキング店のサイトリニューアル

平成26年7月に堀北真希さんを起用したTVCMの放映をは
じめ、様々なメディアを通じて「ネットで注文、お店
で受取り」サービスを積極的にアピールいたしました。

あさひ　店舗受取詳しくはこちら

代表取締役社長代表取締役社長

下田佳史下田佳史
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HIGHLIGHT

業績ハイライト

　新規出店につきましては、福井県へ初出店を行うなど、計17店
舗を出店いたしました。既存店は、増税前の駆け込み需要とその
反動及び天候不順による影響により、売上高前期比は99.9％とな
りました。
　インターネット販売については、お客様の利便性の向上のため
に、サイトをリニューアルし、デザインを一新しました。
またご好評をいただいている「ネットで注文、お店で受取り」サー
ビスを、ＴＶＣＭも投入して積極的にアピールし、認知拡大に努め
ました。

第2四半期決算　ポイント
【1. 店舗・インターネット販売】

　フランチャイズ店においても、直営店同様の影響があり、ロイヤ
リティ収入などが減少いたしました。

【2.その他販売】

　当該期間におきましては、売上総利益率の低い低価格帯商品及
び電動アシスト自転車の需要が増大したことにより、売上総利益
率は前年を下回る状況で推移いたしました。この対策として、より
効率的な販促活動を行うなどコストの削減に努めましたが、四半
期純利益につきましても前年を下回る結果となりました。

【3.四半期純利益】

（前期比108.1％）26,242百万円売 上 高

（前期比88.1％）2,820百万円営 業 利 益

（前期比88.2％）2,851百万円経 常 利 益

（前期比90.9％）1,760百万円四半期純利益

（前期比115.1％）27,722百万円総 資 産

（前期比109.5％）19,425百万円純 資 産

（前期比90.9％）67円16銭1 株 当 た り
四半期純利益

■ 販売実績
品目別
自転車

その他

パーツ・アクセサリー

ロイヤリティ

18,703百万円

2,910百万円

4,529百万円

98百万円

（前期比109.1％）

（前期比109.6％）

合計 26,242百万円（前期比108.1％）

（前期比103.7％）

（前期比91.9％）

通期計画　業績予想の修正について
　この度、上期実績の未達部分を考慮し、通期業績予想の修正を
行いました。詳細につきましては、平成26年9月22日に発表いた
しました、平成27年2月期第2四半期決算短信内「業績予想などの
将来予測情報に関する説明」をご参照ください。
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STORE

RENEWAL OPEN

12
店舗

北海道・東北
エリア

141
店舗

関東・甲信越
エリア

60
店舗

中　部
エリア

93
店舗

近　畿
エリア

29
店舗

中国・四国
エリア

36
店舗

九　州
エリア

（平成26年2月期） 内、FC店22店舗
店舗
371

店舗

全国出店数

354

　富士店(静岡県)は、移転に伴い店舗面積が倍増し（約72坪
→約165坪）、競争力の強化を行うとともに、お客様のご購
入環境の改善と、店舗作業の効率化を図りました。

富士店　6月19日オープン

移転前 移転後

　当社では、光熱費低減対策の一環として、既存店のLED
化を進めております。当第2四半期には、新たに10店舗を
LED化いたしました。今後も出来る限り早期に全店のLED
化に取り組んでまいります。

出店の状況

リニューアルオープン店舗のご紹介

既存店のLED化を推進

移　転　計1店舗
建替え　計1店舗

今後も競争力強化の為、引続き既存店のリニューアル
を行い、店舗力強化を進めてまいります。
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NEW Item

あさひオリジナル電動アシスト自転車のご紹介

　この自転車に乗ることで、ゆったりとした時間が流れる
週末のような気分になれる、心地よい自転車を目指して開
発しました。シンプルさと、乗り心地の快適さを追求しま
した。

「エナシスシリーズ」には、特別のアフターサービス「エナ
シスメイト」の2大特典が付属します！

長くご愛用いただきたいため、消耗品であるタイヤ、ブ
レーキ関係の修理を3年間、無料でさせていただきます。

新商品のご案内

3年間、タイヤ、ブレーキが修理無料！

29,800円 (税込)
ウィークエンド  バイクス（外装8段）

89,800円 (税込)
エナシスエルピュール

89,800円 (税込)
エナシスベルファム

店頭で試乗車をご用意しております。ぜひご来店ください！

MUUR ZERO ST-2（外装20段）

　当社レーシングチームあさひの監督でもある三浦恭資
氏が手掛けるブランドの第2弾【ミュールゼロST-2】は、ア
ルミのスクエアパイプを採用し、軽さと丈夫さを両立した
高品質なフレームに仕上がりました。スポーツやトレーニ
ング、エントリーレースまで幅広く対応できる一台です。

99,800円(税込)

特典
その１

店舗から４km以内であれば、走行不可時に限り、お近くの
店舗から無料で引き取りに伺います。

無料出張修理サービス特典
その2
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※株式関係のお手続き用紙のご請求は、次の三菱UFJ信託銀行の
　電話（通話料無料）及びインターネットで24時間承っています。
　0120-244-479（本店証券代行部）
　0120-684-479（大阪証券代行部）
　ＨＰアドレス　http://www.tr.mufg.jp/daikou/

電子公告による。当社ホームページに記載
http://www.cb-asah i.jp/
やむを得ない事由により電子公告に
よることができない場合は、
日本経済新聞に掲載します。

定時株主総会

定時株主総会の基準日

期末配当金の基準日

中間配当金の基準日

単元株式数

毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内

毎年2月20日

毎年2月20日

毎年8月20日

100株

三菱UFJ信託銀行株式会社
大阪証券代行部
〒541-8502
大阪市中央区伏見町三丁目6番3号
電話 0120-094-777（通話料無料）

株主名簿管理人
特別口座の
口座管理機関

公告方法

CORPORATE PROFILE

A STOCKHOLDER'S S ITUATION 

商号
株式会社あさひ  （英文）ASAHI CO.,LTD.

創業・設立
創業：昭和24年4月　設立：昭和50年5月

本社所在地・連絡先
大阪市都島区高倉町三丁目11番4号
TEL.06－6923－2611(代)

資本金
20億61百万円

※アルバイトは、1人当たり1日8時間換算で算出。

従業員数
2,480名（うちアルバイト1,283名）

事業内容
自転車及びパーツ、アクセサリーなどの関連商品の販売、
各種整備及び修理などの付帯サービスの提供

株主数及び株式数
発行可能株式総数
発行済株式総数
単元株主数

96,243,200株
26,240,800株
6,063名

株主メモ （平成26年8月20日現在）会社概要 （平成26年8月20日現在）

株主等の状況 （平成26年8月20日現在）

（1単元：100株）所有者別状況

※１．「個人その他」には、自己保有株式が3単元(300株)含まれております。
※２．「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の失念株式が14単元(1,400株)含まれております。
※３．単元未満株式(3,300株)は含まれておりません。

株主数
（人）

所有株式数
（単元）

所有株式数
の割合（％）

金融機関

28

44,521

17.0

32

1,802

0.7

42

4,198

1.6

105

61,635

23.5

5,856

150,219

57.2

6,063

262,375

100.0

計金融商品
取引業者

その他の
法人

個人
その他

外国法人
等
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