
商　号：株式会社あさひ  （英文）ASAHI CO.,LTD.
創　業：1949年4月　　設　立：1975年5月
本社所在地：大阪市都島区高倉町三丁目11番4号
連絡先：06－6923－2611(代)
資本金：20億61百万円

※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　https://www.tr.mufg.jp/daikou/

電子公告による。当社ホームページに記載。
https://www.cb-asahi.co.jp/
やむを得ない事情により電子公告に
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か月以内

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

■ 会社概要（2020年2月20日時点）

■ 株主メモ（2020年2月20日時点）

証券コード3333

2019年2月21日～ 2020年2月20日

新プライベートブランド「ＬＯＧ」シリーズをリリースしました。
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平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

当事業年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境に改善が

見られる一方で、長期化する米中貿易摩擦の影響や消費増税

後の個人消費の落ち込みに加え、新型コロナウイルスの感染

拡大による影響など、先行き不透明な状況で推移いたしました。

このような状況下で、当社におきましては、2021年2月期に

最終年度を迎える中期経営計画「あさひVISION2020-NEXT 

STAGE」の達成に向け、「SHIFT TO SPORTY」のテーマに

基づき、多彩なジャンルのスポーツサイクルを取り揃えた

「スポーツスペシャリティストア」の展開や、スポーツ関連の

ウェアやパーツ・アクセサリーの品揃えを充実するなど、

スポーツサイクルの普及を目的として取り組んでまいり

ました。その成果として、単なる移動手段としてではなく、

自転車に趣味趣向や付加価値を求めるお客様が増え、

お気に入りの自転車をメンテナンスしながら大切に使うと

いうことが浸透してきました。

今後はお客様にもっと自転車の魅力を感じていただこうと、

そこからさらに一歩踏み込み、自転車を購入する際の楽しさや、

自転車に乗ることの楽しさを総合的に提供する企業へ進化

していきたいと考えております。また、社会においても、

2025年の大阪・関西万博で「健康・長寿」がキーワードに

あがっているように、今後の超高齢化社会の中で、「健康」で

あることがなによりも大切なものとして捉えられるように

なってきており、このことは自転車の活用において大きな

追い風となることが期待されます。

そのような環境の中で、私たちは、「人間力」「商品力」「店舗力」

に更に磨きをかけ、お客様により高い付加価値を提供して

いくとともに、自転車の可能性を最大限に引き出し、魅力の

発信や楽しさを提供できるよう取り組んでまいります。

株主のみなさまにおかれましては、よりいっそうのご支援、

ご鞭撻を賜りますよう心よりお願い申し上げます。

ご 挨 拶

代表取締役社長代表取締役社長
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2018年2月期

921.76

78.42

2019年2月期

999.11

90.24

2020年2月期

1,082.11

98.09

■ 売上高・経常利益・当期純利益の推移 （単位：百万円）

（単位：百万円）

（単位：円）

当期純利益経常利益売上高

総資産額純資産額

1株当たりの当期純利益1株当たりの純資産額
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3,507

2,051

2019年2月期

57,460

4,027

2,360

2020年2月期

59,852

4,248

2,559

■ 1株当たりの純資産額・1株当たりの当期純利益の推移
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■ 純資産額・総資産額の推移
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2018年2月期

24,111

36,274

2019年2月期

26,134

36,781

2020年2月期

28,220

37,949

188店舗

関東・甲信越
エリア

48店舗
（2店舗）

九州・沖縄
エリア

※（　）内FC店
※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。

店舗477全国
出店数

前年同期比

店舗増
4

（内FC19店舗）

40店舗
（1店舗）

中国・四国
エリア

66店舗
（4店舗）

中　部
エリア

18店舗

北海道・東北
エリア

117店舗
（12店舗）

近　畿
エリア

一般用自転車の販売が減少傾向にあるなか、より専門性が
求められるスポーツサイクル・電動アシスト自転車の販売を
強化したことで、一般用自転車からの移行が進み、スポーツサイ
クルは前年比106.9％、電動アシスト自転車は111.2％で推移
しました。また、パーツ販売や工賃件数も増加したことで、全社
売上高は前年比104.2％の598億52百万円となりました。
売上総利益は、パーツ販売や工賃件数が増加するとともに、

スポーツサイクルカテゴリーのプライベートブランド構成比が
上昇したため、前年比104.8％の302億91百万円となりました。
経常利益は、販管費が概ね計画どおりに推移したことで、
前年比105.5％の42億48百万円、当期純利益は、前年比
108.4％の25億59百万円となり過去最高益を達成しました。

■ 地域別店舗数

（2020年2月20日時点）

過去
最高益を
達成
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近年、高齢者による自動車事故増加などに伴い、運転免許証
の自主返納が社会的に広がりを見せており、返納された方の
新たな移動手段として自転車を選ばれるケースが増えています。
しかし、自転車も軽車両の一種であり、安全に留意しないと
いけないという意味では自動車と同じです。当社では安心して
運転免許返納後の自転車ライフをお送りいただけるようお客様
をサポートしてまいります。

走行時の安定性が高い、
低重心フレームを採用した
お子様の送り迎えに最適な
1台です。3.5時間の短時間
充電で最長66kmまで走行
可能としました。

運転免許証返納後のサポート

メーカー希望小売価格：165,000円（税込）

※満年齢65歳以上の方で、10万円以上の電動アシスト自転車ご購入時に
　運転経歴証明書ご提示いただいた方対象「LGS-ASCENT deluxe」

「大阪市女性活躍リーディングカンパニー」
認証のお知らせ

あさひの5つのサポート
シニアにぴったりの品揃え

2019年12月、当社は「大阪市女性
活躍リーディングカンパニー」の「2つ
星認証」および「イクメン推進企業」の
認定を取得しました。
このたびの認定は、力仕事などの
店内作業が行ないやすい設備を店舗に

導入したことや、育児や介護に関する制度を充実させ、ワーク
ライフバランス推進を図ったことによるものです。今後も多様な
人材が働きやすい職場環境づくりに取り組んでまいります。

「ペアレンティングアワード」
受賞のお知らせ

「ペアレンティングアワード」とは、「子育てにまつわるトレンド
（ヒト・モノ・コト）」を表彰し、その業績を讃えることで、日本が
より子育てしやすい国になることを目指した取り組みです。
LOUIS GARNEAU（ルイガノ）の3人乗り電動アシスト
自転車「LGS-ASCENT deluxe」が、「第12回ペアレンティング
アワード」（主催：ペアレンティングアワード実行委員会）の
モノ部門を受賞いたしました。

1
お客様にあった自転車選び2
乗り方の丁寧なアドバイス3
ご購入後の安心サポート4
電動アシスト自転車ご購入支援（5,000円※）5
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当社と海外のスポーツサイクルブランドが共同で主催した
ライドイベントを紹介いたします。

自転車文化推進に取り組む美唄市（北海道）と地元のクラブが
中心となり、欧米でも冬の人気アクティビティ「ファットバイク」を
使用したイベントを開催しました。耐久レースやキッズレースなどで
思う存分雪上ライドを楽しみました。　　　　　　（2020年1月開催）

各ブランド主催のイベントスポーツスペシャリティストア
開催イベント

※掲載はイベントの一例となります。

イベント情報や募集要項の詳細は
当社ホームページでご確認ください。

三島店静岡県

MIYATA所属の
プロライダー

品川真寛さん参加!
MTBライドイベント!!

鹿児島県東習志野店

スポーツ
E-BIKEで行く

千葉の絶景ツアー !!

摂津千里丘店

「第1回 美唄スノーサイクルレース」（北海道美唄市）

千葉県

ロードバイクで
山登り＆

グルメ堪能ツアー!!

ＷＥＢサイト

全国のスポーツスペシャリティストアを中心に、各地の名所や
グルメを楽しむガイド付きサイクリングツアーを随時開催して
おります。話題のスポーツE-BIKEを始めとしたスポーツ
自転車やヘルメットのレンタルも実施しており、手ぶらで楽しんで
いただけます。今後も魅力あるイベントを提供し、自転車の
楽しさを発信してまいります。

大阪府

presents

3Tのエアログラベルロードバイク「EXPLORO」で日本各地のグラ
ベルを走る“3T XPDTN JAPAN CLUB RIDE”を随時開催しており
ます。自然あふれる国内有数の里山や林道を舞台に、各地の食や文化
を堪能できるライドイベントです。

“ 3T XPDTN JAPAN CLUB RIDE ”
スリーティーエクスペディション

presents

（2020年2月開催／群馬県榛名湖）（2019年11月開催／兵庫県丹波市）
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プライベートブランドで初となる子供乗せ用電動アシスト
自転車「エナシスベビー」は、子供を2人乗せて運転することを
想定したパワフルなアシスト力と、ペダリング時に膝が前
子供乗せに当たりにくいフレーム設計を採用し、お子様の
送り迎えやお買い物など幅広い用途で大活躍のモデルと
なっています。

新商品のご紹介

※1. 「個人その他」には、自己保有株数が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. 単元未満株式数4,500株は含まれておりません。

ネットでの使用方法について詳しくは、ホームページのコーポレートサイトをご覧ください。
（【トップページ＞企業情報＞株主・投資家の皆様へ＞株式情報＞株主優待】を参照ください。）

販売価格：146,980円（税込） 販売価格：139,980円（税込）
リミテッドモデル 通常モデル

アウトドアライフを楽しむ人が増えるとともに、その楽しみ
方やツールもライフスタイルに合わせて多様化しています。
「LOG」ブランドでは、自転車を「LIFESTYLE OUTDOOR 
GEAR（アウトドアライフをより楽しく、便利にするツール）」
と位置づけ、様々なモデルを展開してまいります。

販売価格：30,980円（税込） 販売価格：49,980円（税込）

保有株式数 ご優待券（1,000円）
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

4枚
10枚
20枚
40枚

■ 株主様ご優待券について

■ 贈呈基準

■ 株主等の状況（2020年2月20日時点）

発行済株式総数：26,240,800株
発行可能株式総数：96,243,200株

有 効 期 間

ご優待内容

基 準 日

2020年5月21日 ～ 2021年5月20日
（2020年5月配布分）

当社全店及びインターネット通販（オンライン
ショップのみ）でご利用いただけるご優待券を贈呈。
※「ネットで注文、お店で受取り」サービスではご利用いただけません。

毎年2月20日時点で株主名簿に記載
または記録された株主様

個人その他（15,631名）

外国法人等（133名）

金融機関（23名）

金融商品取引業者（24名）

その他の法人（103名）

※1単元：100株

ＷＥＢサイト

ログ アウトランク ログ アドベンチャー 27.5

株式分布の状況

65.6％

13.0％

18.0％

1.7％ 1.7％
4,4674,358

172,041

34,259

47,238
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