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MESSAGE メッセージ HIGHLIGHT 業績ハイライト

（前期比108.6%）48,402百万円売 上 高

（前期比133.5%）3,233百万円営 業 利 益

（前期比136.3%）3,379百万円経 常 利 益

（前期比143.6%）1,968百万円当期純利益

（前期比111.8%）32,795百万円総 資 産

（前期比105.2%）20,433百万円純 資 産

（前期比143.8%）75円24銭1 株 当 た り
当 期 純 利 益

ご 挨 拶
　平素より当社に対しまして
格別のご高配を賜り、厚く御礼
申し上げます。
　2016年2月期におきましては、
円安による仕入価格の上昇に加え、
国内における一般自転車の販売
台数の減少傾向が顕著となり
ましたが、反面、スポーツサイクル、
電動アシスト自転車等の高付加
価値タイプの人気が高まるなど、
消費者動向に変化が見られました。
　このような状況のもと、当社におきましては、お客様のさら
なる快適なサイクルライフの実現のため、2015年2月に「あさひ 
VISION 2020 －NEXT STAGE－」を策定いたしました
(詳細は5～6ページに記載)。そして、その一年目として、
「お客様の、自転車と共にある生活」を軸にした施策を展開
いたしました。スポーツサイクル専門店の開設、さらにはこの
分野の品揃え強化による新しい自転車の楽しみ方のご提案や
各地域での乗り方安全教室の開催、自転車保険のプレゼント
キャンペーンによる安心のご提供など、自転車専門販売店
として、お客様の一層の利便性を追求したサービスを展開
いたしました。
今後とも当社は社会が求める価値を追求し続け、自転車文化の
一層の発展に寄与することにより、さらなる企業価値の向上を
目指してまいります。
　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。

代表取締役社長代表取締役社長

下田 佳史下田 佳史

■ 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

33,943百万円

5,528百万円

8,743百万円

186百万円

（前期比109.1%）

（前期比108.0%）

合計 48,402百万円（前期比108.6%）

（前期比107.1%）

（前期比108.4%）

　当事業年度の利益配当金につきましては、業績を総合的に
勘案し、株主の皆様の日頃のご支援にお応えするため、5月に
開催いたしました株主総会にて1株当たり期末配当額は14円
00銭と2円増配させていただきました。
　なお、決算短信・有価証券報告書等は当社ホームページを
ご参照ください。

あさひ　IR詳しくはこちら

■ 期末配当金について
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HIGHLIGHT 業績ハイライト

STORE 出店の状況

159
店舗

関東・甲信越
エリア41店舗

（3店舗）

九州・沖縄
エリア

※内、（　）内FC店

店舗418

【1】 店舗・インターネット販売
　店舗・インターネット販売における売上高は、直営店純増24
店舗の新規出店、各種キャンペーンや新商品の導入などにより
前年同期比108.3％となりました。また、スポーツ強化店への
改装などのため、6店舗を建替え、3店舗を移転いたしました。
　スポーツサイクルにつきましては、この分野のユーザーの
増加が顕著であり、そのニーズに応えられるようにスポーツ
車の取り扱いを大幅に増やしたスポーツ強化店への改装を
進めてまいりました。
　その結果、スポーツ車の売上高は前年を大きく上回る結果
となりました。

　売上総利益率につきましては、円安局面における商品戦略、
価格戦略の見直しが功を奏し、売上粗利益額は前年同期比
109.3％となりました。

【2】 その他販売
その他販売における売上高は、フランチャイズ店の1店舗出
店および商品供給の拡大などにより前年同期比116.7％となり
ました。

■ 2016年2月期 決算のポイント

※店舗の詳細につきましては、当社のホームページをご参照ください。

全国
出店数 店舗

新規店舗

28
退店3店舗

35店舗
（1店舗）

中国・四国
エリア 66店舗

（7店舗）

中　部
エリア

14店舗
（1店舗）

北海道・東北
エリア

103店舗
（12店舗）

近　畿
エリア
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中期経営計画 VISION2020 ～ NEXT STAGE ～
■ 2020年に向けた目標値

　2015年2月に策定いたしましたVISION2020の実現に
より、2020年2月期におきましては、売上高660億円、2016年
2月度比137％を目標としてまいります。
　内訳として、店舗の売上が600億円、ネットの売上を30億円、
その他の売り上げを30億円としております。
　店舗販売につきましては、主に新規出店による効果と、
スポーツ強化による売上増加、ネット販売につきましては、

オムニチャネルの実現による既存顧客の利用頻度増加による
効果、その他の販売につきましては、海外への販路拡大や、
商品供給事業の拡大による効果を見込んでおります。
　各販売費及び一般管理費のコントロールを行うことで、経常
利益55億円（対売上比率8.3％）を目指してまいります。

16年2月期

484

445

20

18

33

418

売 上 高

（店舗売上）

（ネット売上）

（その他売上）

経常利益

店 舗 数

億

億

億

億

億

店舗

660

600

30

30

55

530

（１３７％）

（１３2％）

  （１50％）

  （１6７％）

  （１76％）

　（+112店舗）

億

億

億

億

億

店舗

２０２０年取り組み

スポーツ強化店に
よる売上増

スポーツ強化店による売上増

オムニチャネルの
実現（2018年～）

海外への販路　拡大、商品供給事業の拡大

毎期 20～30店舗の新規出店

販管費のコント
効率化、物流の

ロール、店舗オペレーションの
合理化 等

ネットで注文、お店で受取り

  （対売上 8.3％）

2020年…
スポーツ強化店は標準フォーマットに。
身近な自転車店であるあさひが、
スポーツサイクルを身近な存在へ…

スポーツサイクル100万台市場の創出

オムニチャネルの実現
2020年…
時間や場所の制約を受けない
トータルサポート体制を実現。

※(16年2月期対比 %)
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VISION 2020 進捗状況

店舗の情報は、当社ホームページに設けております。
専用サイトをご参照ください。

スポーツサイクル専門ストア専用サイト
URL：http://www.cb -asahi .jp/sports/

■ スポーツ強化の取組みについて

スポーツサイクル専門店

従　来

店　舗

店　舗

　2016年2月期は、南大沢店をはじめ既存店8店舗をスポーツ
専門店としてリニューアルし、スポーツサイクルへのシフトを
積極的に推進いたしました。
　その他にも、スポーツサイクルの需要が高い地域にある
既存店や新店を、スポーツ強化店と位置づけ、自転車やパーツの
品ぞろえを充実させることにより、この分野のウェイトを高め
潜在的にあるスポーツ車のニーズに応え、市場全体を活性化
させるよう取り組んでまいりました。

■ 物流の合理化への取組みについて

従来は、一部メーカーから各店へ直接納入されていた物流を、
東西の自社倉庫へ一括納入することで、当社システムによる
総合的な在庫管理が行えるようになりました。
これにより、メーカー品で課題であった、在庫切れによる
販売機会ロスの低減を可能にしました。

■ 関東地方：3店舗(南大沢店　相模原店　川越店)
■ 中部地方：1店舗(春日井店)
■ 近畿地方：2店舗(摂津千里丘店　舞子店)
■ 中国地方：1店舗(三篠店)
■ 九州地方：2店舗(博多千代店　南宮崎店)

計9店舗(2016年5月20日現在)

川越店 舞子店

メーカーA

メーカー B

メーカー C

物流を合理化

メーカーA

メーカー B

メーカー C
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VISION 2020 進捗状況

URL：
http://www.au-sonpo.co.jp/pc/cyclepartner/

■ オリジナル自転車保険
　 「サイクルパートナー」について
2016年2月21日より、あさひオリジナル自転車保険

「サイクルパートナー」の案内を開始いたしました。
昨今各都道府県において、自転車保険義務化を含む条例が
制定されるなど、自転車保険への関心が大きく高まっており、
当社はau損害保険株式会社と共同でシンプルかつ分かり
やすい自転車保険を開発いたしました。

■ 大阪府吹田市に千里丘KIDS PARKオープン
千里丘店(大阪府吹田市)２Fをキッズサイクル専門フロア

として2015年12月12日（土）にリニューアルオープンいたし
ました。
250台以上のキッズサイクルをワンフロア全面にライン
ナップし、見て・触って・体験できる店舗に生まれ変わりました。
店内には試乗コース‘KIDS TRY RIDE’を常設しキッズ

サイクル全てに試乗することが可能です。
大人も子供も一緒に楽しめる自転車選びをお手伝いいたし

ます。ぜひ、ご来店ください。

■ サイクルモード出展について
2016年3月5日、6日大阪万博記念公園で開催されました

「サイクルモードライド大阪2016」に出展いたしました。当日は
スポーツ車の試乗や新商品「88サイクル」の展示、北堀江
デプトのカスタマイズフェアの案内を行い、多くの方にご来場
いただきました。

■ 自転車の出張修理サービス
　 「あさひサイクルポーター」本格運用開始
「あさひサイクルポーター」は、自転車が故障し走行不能に
なった場合に、お客様のご自宅まで引取りに伺い、修理をした
上でご自宅までお届けする自転車の出張修理サービスです。
2016年3月1日（火）より、東京・神奈川・
千葉・埼玉・愛知・大阪・兵庫で計223
店舗にて開始しております。

■ 「自転車キッズスクール ～補助輪外して乗ってみよう～」
　  を開催しました。
2015年11月3日(火)に大阪南港
ATCで行われた「咲洲こども
フェスタ2015」にて、自転車キッズ
スクールや試乗会、即売会などを
開催いたしました。
当日は、補助輪を外して練習するコツや実習を行い、多くの

お子様にご参加いただきました。中には当日乗れるようになった
お子様もいて、ご家族ともども喜んでいただきました。
次回開催は、2016年6月18日(土)に大阪南港ATCにて、

「乗り方教室」を予定しております。

サイクルパートナー詳細は で検索
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NEW ITEM 新商品のご案内

■ 自分好みの1台へオプションを選べる自転車

■ 雑誌「デイトナ」とコラボレーション88サイクル発売

　イノベーションファクトリーは、幼児車から一般車まで
様々なシリーズを取り揃えております。お客様の好みに合わせて、
カゴや泥除けカバーなどカラフルなカラーのオプションパーツを
選んでいただくことができます。

13,980円(税込)～イノベーションファクトリー

88サイクル
　「お父さんがかっこよく乗れるパパチャリがほしい！」そんな
ご要望にお応えできる自転車を、タレントの所ジョージさんの自転車
作りで知られる東京・小平市の自転車ショップ「チムチムレーシング」
と共同で開発しました。5月より約1,000台限定で発売しております。

69,980円(税込)

　「あさひ フェリーク×サンリオキャラクターズ」は、クラシカルな
デザインが女子高校生に大好評のあさひ通学モデル「フェリーク」
に、国内外を問わず普遍的な人気を持つ「ハローキティ」と、
特に女子高生に人気の「マイメロディ」のキャラクターをあし
らった特別モデルです。落ち着いたカラーリングがキャラ
クターを引き立て、さりげないシンプルなデザインが特徴です。
　これまで比較的オーソドックスな色やデザインが多かった
通学用自転車に対して、「女子高校生が身に着けるアクセ
サリーやキーホルダーのように楽しみ、通学車の選択肢を広げて
ほしい」という要望に応え、今回の商品化が実現。ベーシックな
デザインで、既に通学モデルとして女子高生に人気があった
「フェリーク」とサンリオキャラクターズがコラボすることで、
可愛らしい通学用モデルが新登場しました。

35,980円(税込)
あさひ フェリーク×サンリオキャラクターズ
（ハローキティ、マイメロディ）

■ ハローキティとマイメロディのコラボ自転車が新登場！

◯c 1976, 2016 SANRIO CO., LTD.APPROVAL NO.S57018511 12



CORPORATE PROFILE 会社概要

STOCK INFORMATION 株主の状況 

商号
株式会社あさひ  （英文）ASAHI CO.,LTD.

創業・設立
創業：1949年4月　設立：1975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
2,688名（うちアルバイト1,370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
7,155名

（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(3,400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

30

43,681

16.6

30

1,795

0.7

51

4,115

1.6

81

58,230

22.2

6,963

154,553

58.9

7,155

262,374

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

■ 会社概要（2016年2月20日現在） ■ 株主メモ（2016年2月20日現在）

■ 株主等の状況（2016年2月20日現在）

※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
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