
※株式関係のお手続き用紙のご請求は、次の三菱U FJ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

株主メモ（2017年2月20日現在）

証券コード3333

ぴかぴかの自転車が、お子様の
笑顔をのせて走りだします。
2回目となる今回も、たくさんの
投稿をいただきました。

あさひ×HugMug 
キッズバイクフォト
コンテスト投稿作品
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MESSAGE メッセージ HIGHLIGHT 業績ハイライト

ご 挨 拶

　平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　第42期におけるわが国経済は、円安に伴う企業収益の
上振れや都市部での大型建設が活発になるなど景気の
緩やかな回復基調がみられたものの、個人消費は依然として
伸び悩みが続きました。国内自転車業界におきましても、引き
続き一般自転車を中心に販売の鈍化傾向がみられ、厳しい
市況が続きました。一方で流通業や観光業など企業の事業
活動に自転車を用いる動きが盛んになったほか、国会で自転車
活用推進法が成立するなど市場活性化への期待感が高まる
中で推移しました。
　当社はこのような動向を踏まえ、当社が考える2020年の
自転車を取り巻く社会の姿「VISION2020」を実現するべく
スポーツ車や関連アクセサリーの販売強化に重点的に取り
組み、またオムニチャネルの基盤となるサービス充実に注力
してまいりました。
　今後も当社は、自転車が社会にとってのインフラとなり、
人々がいきいきとした自転車ライフを送る未来に資する
事業を進めてまいります。
　株主の皆様におかれましては、より一層のご指導、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

（前期比105.6%）51,088百万円売 上 高

（前期比104.7%）3,385百万円営 業 利 益

（前期比104.1%）3,517百万円経 常 利 益

（前期比110.0%）2,165百万円当期純利益

（前期比103.8%）34,029百万円総 資 産

（前期比110.5%）22,586百万円純 資 産

（前期比110.0%）82円77銭1 株 当 た り
当 期 純 利 益

品目別

自転車

その他

パーツ・アクセサリー

ロイヤリティ

36,465百万円

5,240百万円

9,197百万円

186百万円

（前期比107.4%）

（前期比94.8%）

合計 51,088百万円（前期比105.6%）

（前期比105.2%）

（前期比99.7%）

　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銭と決議されました。
　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

販売実績

期末配当金について
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STORE 出店の状況

HIGHLIGHT 業績ハイライト

168店舗

関東・甲信越
エリア44店舗

（3店舗）

九州・沖縄
エリア

※（　）内FC店

店舗442

【1】 店舗・インターネット販売
　店舗販売における売上高は、直営店新規24店舗の出店や、
スポーツ強化策の効果により、466億7千3百万円（前年同期比
104.8%）となりました。
スポーツ自転車や関連パーツを専門的に取り扱うスポーツ
スペシャリティストアは計20店舗となり、スポーツ関連
商品を拡充したスポーツ強化店の展開と併せ、今後もスポーツ
サイクル市場の活性化に取り組んでまいります。インター
ネット販売では、オンラインショップから注文し、お近くの
店舗で自転車を受け取れる「お店で受取りサービス」が好調に
推移し、25億8千6百万円（前年同期比125.4%）と全体の
売上高増進に貢献いたしました。

【2】 その他販売

【3】 収益
第42期は、店舗照明のLED化や自社物流センターを活用

した物流の効率化を図るなど、販売管理費の圧縮に取り組ん
でまいりました。その結果、経常利益は35億1千7百万円、
当期純利益は21億6千5百万円となり、増収増益を確保する
ことができました。
なお、第42期決算短信につきましては、当社ホームページ

をご参照ください。

※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

前年期末比

店 舗 純 増
24

あさひ　IR詳しくはこちら

（内FC25店舗）

36店舗
（1店舗）

中国・四国
エリア 68店舗

（7店舗）

中　部
エリア

16店舗

北海道・東北
エリア110店舗

（14店舗）

近　畿
エリア

　その他販売における売上高は、法人外商部門が堅調に推移し、
18億2千8百万円（前年同期比100.3％）となりました。近年、
企業や自治体の事業活動において自転車を活用する例が
増えており、当社は全国規模で多様なニーズにお応えできる
よう、今後もさらなる体制の強化に取り組んでまいります。

2017年2月期 決算のポイント
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VISION 2020 スポーツ強化戦略

東習志野店　外観

東習志野店　内観

スペシャリティストアでのサービス展開
当社の商品開発ノウハウを活かし、実用性と値ごろ感の
ある価格のバランスが取れたPB（プライベートブランド）
としてのパーツ・アクセサリーを充実させてまいりました。
お客様がスポーツサイクルをもっと身近に感じ、気軽に
始めていただける環境をご用意することで、市場のさらな
る活性化を実現してまいります。

3Dゲルパッド付きインナーパンツ　3,480円(税込)
シティヘルメット　6,180円(税込)
自転車専用ジャージやレーサーヘルメットまではちょっと…、手持

ちのウェアで気軽に始めたい…、そんな方にも、気軽に取り入れて
いただける製品です。

2017年2月16日に東習志野店がリニューアルオープンし、
第42期末時点で計20店舗となったスポーツスペシャリティ
ストアでは、店頭でのメンテナンス講習会やお試しレンタル
スポーツサイクルなど体験型サービスを提供し、スポーツ
需要の開拓を行ってまいりました。

スポーツサイクルを身近にするPB商品開発

お試しレンタルサービス
※表示価格は2017年2月末時点のものです。※表示価格は2017年2月末時点のものです。

メンテナンス講習会の風景

ゲルインサートグローブ　2,480円(税込)
スマートフォン用スマートフロントポーチ　1,980円(税込)
サイクリングによる手の疲れや、初めての道を走る不安を解消する

便利な関連商品を取り揃え、快適なサイクルライフを応援します。
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TOPIX トピックス

88サイクル グッドデザイン賞受賞
2016年5月に発売した、雑誌「デイトナ」とのコラボレー

ション商品 88サイクルが、グッドデザイン賞を受賞しました。
お客様にも大変ご好評いただいております本商品に、新たに
新色マットブラックとサンドベージュが登場しました。今後も
既存の自転車の概念に縛られない、話題性のある商品開発に
取り組んでまいります。

アウトレット＆リユース市場への参入
2017年1月28日、当社初のアウトレット＆リユース専門店

「LOHAS Cycle asahi」（ロハスサイクルアサヒ）高石店を
オープンしました。こちらでは、電動アシスト自転車やスポーツ
サイクル、一部キッズサイクルを買取りすると共に、徹底した
補修・点検のうえで再販売しております。自転車専門店の確かな
技術と知識で、安心の買取り査定、確実な整備と充実した
アフターサービスをご提供してまいります。自転車の循環型
消費環境を構築することで、市場の更なる活性化へと繋げて
まいります。

当社は今後とも、お客様との接触の機会を増やすことで、お
客様と当社の関係をより深いものに育てるとともに、将来のオ
ムニチャネル実現に向けたサービス基盤を築いてまいります。

サイクルポーターサービスの全国展開
お客様のニーズにお応えし、出張修理引取り・お届けサービス

「あさひサイクルポーター」を第42期においては東京・名古屋・
大阪近郊231店舗で展開しました。本サービスは2017年2月
21日よりさらに拡大し、全国の店舗でサービス提供を開始して
おります。

マットブラック
（他、サンドベージュ●／アッシュブルー●／マットカーキ●／デイトナイエロー●）
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CORPORATE PROFILE 会社概要

STOCK INFORMATION  株主の状況 

お知らせ

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
2,777名（うちアルバイト1,426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
9,867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(4,000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

26

44,608

17.0

39

3,102

1.2

65

4,462

1.7

118

50,900

19.4

9,619

159,296

60.7

9,867

262,368

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

保有株式数 ご優待券
① 100株以上500株未満
② 500株以上1,000株未満
③ 1,000株以上5,000株未満
④ 5,000株以上

1,000円
1,000円
1,000円
1,000円

×
×
×
×

4枚
10枚
20枚
40枚

贈 呈 基 準

基 準 日

会社概要（2017年2月20日現在）

株主等の状況（2017年2月20日現在）

株主様ご優待券 有効期間のご案内
多くの株主の皆様から頂いておりましたご要望にお応え

し、この度お届けいたしました株主様ご優待券の有効期間は
従来の半年間から変更し、1年間と長くなりました。ぜひご活
用いただければ幸いです。

イベント開催のご案内
大阪の中心地にある「うめきた２期区域」において、自転車

イベント「ちりりん大阪！-知ろう もう一度、自転車のこと 大阪の
こと」を開催いたします。新たなまちづくりが進むうめきたで、

「自転車を楽しむ」「自転車を知る」ことをテーマに、子供向け
自転車教室や大人向けスポーツバイク試乗会を開催し、自転車を
活かした新しいライフスタイルを提案してまいります。

開催内容についての詳細は、当社のHP 最新情報一覧を
ご参照ください。

毎年2月20日現在の株主名簿に記載または記録された株主様

ご 優 待 内 容
当社全店舗及びインターネット通販でご利用いただける
ご優待券を年1回贈呈
※サイクルベースあさひYahoo!店、楽天市場店ではご利用いただけません。
　何卒ご了承ください。
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