
株主通信

　2018年3月期は、過去
最高の売上高と利益を更
新することができました。
事業や経営基盤の質的
成長を目指しながら、朝
日ラバーグループが一丸
となってお客様の期待に
応えようとする意志と行
動、そして、それを支える
皆さま方からの変わらぬ
ご支援のおかげであり、
大変ありがたく本当に感
謝いたしております。また
2017年2月に操業した白
河第二工場も順調に稼働
し、国内外を含めた各工

場の生産配置を事業の成長に合わせた最適なものづくり環境へと
駒を進められたことは、2020年に向けた三ヵ年中期経営計画「V-2
計画」の初年度として良いスタートになりました。改めて当社の力強

さを再認識するとともに、まだまだこんなものではない、さらに成長
できる期待を大きく膨らませることができた、そんな一年だったと思
います。
　2019年3月期の経営方針は、前期と同じく「お客様にとって御役
に立つ腕前を磨き鍛えて質を高める」とし、コア技術やものづくりの
本質を鍛えて事業を成長させること、経営基盤を磨き着実な成長に
向けて岩盤を固めることの二つに重点を置いています。お客様のお
役に立つ「腕前」とは、①プロ意識を持つこと、②継続して100％やり
抜くという意思を持つこと、③その答えがお客様へのサービスにつ
ながり社会貢献につながる行動をやっていく、という三つです。今期
も“未来につながる活動”を全社で取り組んでいきます。
　ゴムの可能性は無限にあると考えています。埼玉大学と共同で進
めている感性認知支援研究やウエアラブル市場への製品開発など、
お客様や関係機関との連携をさらに深めながら、新たな発想や創造
を具現化できる独自の技術開発を一層進めて、次のステージに向け
た成長の土台を築いていきます。
　スローガンは“WE ARE”です。全社全員参加で進めていきますの
で、今後とも、朝日ラバーグループの成長にご期待いただき、より一
層のご支援を賜わりますようよろしくお願いいたします。

代表取締役社長

第４8期 連結財務ハイライト

ASA COLOR LEDが採用されている自動車車種の海外市場での販売好調などにより受注が大幅に増加しました。また、RFIDタグ用ゴム製品の受注増や、卓
球ラケット用ラバーの新製品投入による販売増加などにより売上高が増加しました。売上高増加により各利益指標も増加しました。

売上高

’17/3 ’18/3

7,534 561

営業利益

’17/3 ’18/3

589

経常利益

’17/3 ’18/3

4596,511
475 490

341

当期純利益

’17/3 ’18/3

（単位：百万円）

決算のポイント
主力製品の受注が好調
に推移し、過去最高の
売上高と利益を更新し
ました。

ごあいさつ

売上高・経常利益で過去最高を更新！
次のステージに向けて土台を築いていきます。
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２０１9年３月期に向けての取り組み
2019年3月期も前期に引き続き過去最高の売上高と利益を更新する見込みです。
受注獲得のための設備投資とゴム技術・コア技術・製品力の成長に投資し、V-2計画の達成に向けた活動を進めていきます。

もっと知りたい 重 点 事 業

車載・照明分野

もっと知りたい 重 点 事 業

その他分野

もっと知りたい 重 点 事 業

医療・ライフサイエンス分野

独自の色と光のコントロール技術を生かして、自動車などの照明市場
をターゲットにしています。内装照明の光源として採用が広がっている
ASA COLOR LEDは、2018年3月期の大幅な受注増が落ち着く見込
みですが、生産体制を整えて工場の原価改善
を進めていきます。他にも透明なシリコーン材
料による集光・拡散機能を備えたASA COLOR 
LENSなど開発製品にも取り組んでいます。

主な製品  ： ＡＳＡ ＣＯＬＯＲ ＬＥＤ／透明部材／反射材料

ＡＳＡ ＣＯＬＯＲ ＬＥＤ

主な製品  ： プレフィルドシリンジ用ガスケット／採血用・薬液混注用ゴム栓
 　／マイクロ流体デバイス

主な製品  ： ＲＦＩＤタグ用ゴム製品／卓球ラケット用ラバー
 　／自動車向けスイッチ用ゴム製品

表面改質技術による薬液があらかじめ充填済みの注射器向けのプレフィル
ドシリンジ用ガスケットや採血用・薬液混注用ゴム栓など、安全性の高い材料
と摺動性の向上により、医療ミス防止などの安全性向上に貢献しています。
さらに独自配合の製品開発を進め、市場投入を目指しています。マイクロ流
体デバイスは開発案件を継
続して取り組んでおり、製品
化に注力しています。

情報の読み書きを保存するICチップとアンテナ部をゴムで覆い、折
り曲げに強く、耐水性、耐熱性に優れた柔らかい小型のRFIDタグ用
ゴム製品の受注が好調です。さらに機能を高めた製品開発にも取り
組んでいます。卓球ラケット用ラバーや自動車のスイッチ用ゴム製
品など当社ならでは
の高機能のゴム製品
を受注を獲得してい
きます。

更なる受注増加に向けて
2018年3月期に前期比126％と
大きく売上高を伸ばしたASA 
COLOR LEDは、受注増加に対応
する新ラインを導入し、今後の受
注拡大への対応を整えています。

独自製品の開発

透明度が高く顕微鏡による観察に最適で、柔軟
性に優れた「超薄膜シリコーンシート」や、ゴム
シートの表面のラミネート処理で低摺動性を付
与した試験容器などに向けた「PTFEラミネート
シート」など独自製品の開発を進めています。

マイクロ流体デバイスプレフィルドシリンジ用ガスケット

卓球ラケット用ラバーＲＦＩＤタグ用ゴム製品

TOPICS

中国でもスピーディな対応
中国広東省にある東莞朝日精密橡膠制品
有限公司では、自動車向けの高機能ゴム
製品の生産を行っています。開発や試作
にもスピーディに対応できる体制を整え、
現地顧客のニーズに対応していきます。

TOPICS

TOPICS

I N FORMAT ION�

埼玉大学との共同研究成果
疲れにくい光を提案します

ASA COLOR LEDは、LEDの色のばらつきを均一化し、
10,000色以上の光を実現する製品として、自動車の内
装照明向けにご提供していますが、2015年から取り組
んでいる埼玉大学との共同研究の成果として、新たに
疲れにくい光のご提案をスタートさせます。お客様の
望む光を実現するだけでなく、疲れにくい光かどうかを
埼玉大学と共同して構築した設備とノウハウによりデー
タとともに提供することで、光の新たな価値を提供し、
他社製品との差別化とお客様の満足度を高める活動を
広げていきます。

ドイツの展示会
「COMPAMED 2017」に
出展しました
昨年11月にドイツのデュッセルドルフで開催された
「COMPAMED 2017（国際医療機器技術・部品展）」
に福島県ブース内で出展しました。医療業界では非常
に大きな展示会で、当社の注射器用ガスケット、超薄
膜シリコーンシートなどを展示し、当社製品と技術を
知っていただく貴重な出展となりました。また、ヨーロ
ッパ展開において部材に必要な情報を取得するなど、
今後もグローバルな販路拡大へ向けた活動を進めて
いきます。
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株式の状況／会社概要

〒３３０－０８０１ 埼玉県さいたま市大宮区土手町二丁目７番２
ＴＥＬ ： ０４８－６５０－６０５１　ＦＡＸ ： ０４８－６５０－５２０１

（2018年3月３1日現在）

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。
Easy to read universal design 
fonts that are used.

新任取締役の抱負
６月２６日開催の第４８回定時株主総会で、新たに１名の新任取締役が選任されましたのでご紹介します。

私は、これまで国家公務員として公的な仕事や組織運営に携わり、その後、民間企業の
役員として事業活動や会社の社会貢献活動に参画してきました。これからは朝日ラバー
の社外取締役また監査等委員として、これまで培った知識や経験を活かして、微力なが
ら会社の発展に寄与していきたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

取締役（監査等委員） 筑紫 勝磨
ちくし かつまろ

株式の状況
発行可能株式総数
発行済株式の総数
株主数

会社概要

株主メモ

所有者別株式の分布状況

個人・その他
53.4％

１１，５００，０００株
４，６１８，５２０株

2,510名

事 業 年 度
期末配当金受領株主確定日
中間配当金受領株主確定日
定 時 株 主 総 会

商 号

所 在 地
設 立
資 本 金
証 券コ ード
正 社 員 数
主な業務内容

埼玉県さいたま市大宮区土手町二丁目７番２
1976年６月 （創業1970年５月）
５億１，６８７万円
５１６２
２81名
工業用ゴム製品の製造・販売

株 主 名 簿 管 理 人
特別口座の口座管理機関

役 員

株式会社朝日ラバー （ＡＳＡＨＩ ＲＵＢＢＥＲ ＩＮＣ．）
http://www.asahi－rubber.co.jp/

主な事業所 本社 ： 埼玉県さいたま市大宮区土手町二丁目７番２
大阪営業所／名古屋営業所／福島工場／
第二福島工場／白河工場／白河第二工場
取締役会長
代表取締役社長
取締役
取締役
取締役
取締役（監査等委員）
取締役（監査等委員）（社外）
取締役（監査等委員）（社外）

横山 林
渡邉 陽一郎
田崎 益次
滝田 充
髙木 和久
亀本 順志
馬場 正治
筑紫 勝磨

同 連 絡 先

上 場 証 券 取 引 所

公 告 の 方 法

４月１日～翌年３月３１日
３月３１日
９月３０日
毎年６月に開催

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部
（郵送先）〒１３７－８０８１
新東京郵便局私書箱第29号
ＴＥＬ ： ０１２０－２３２－７１１（通話料無料）
東京証券取引所
（ＪＡＳＤＡＱスタンダード）
電子公告により行う
公告掲載ＵＲＬ
http://www.asahi－rubber.co.jp/
（ただし、電子公告によることができない事故、そ
の他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済
新聞に公告いたします。）

（ご注意）
株主様の住所変更、単元未満株式の買取請求、配当金の振込指定その他各種お手続きにつきま
しては、原則、口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）で承ることとなっております。口
座を開設されている証券会社等にお問合わせください。株主名簿管理人（三菱ＵＦＪ信託銀行）で
はお取り扱いできませんのでご注意ください。
特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱ＵＦＪ信託銀行が口座管理
機関となっておりますので、上記特別口座の口座管理機関（三菱ＵＦＪ信託銀行）にお問合わせくだ
さい。なお、三菱ＵＦＪ信託銀行本支店にてもお取次ぎいたします。
未受領の配当金につきましては、三菱ＵＦＪ信託銀行本支店でお支払いいたします。

１．

２．

３．

金融機関
21.5％

その他の法人
13.2％

外国法人等
4.2％

自己名義株式
1.5％

金融商品取引業者
6.2％

所有株式数
４,６１８,５２0株

大株主

持株比率は自己株式（７０，９7２株）を控除して計算しております。

持株数株主名 持株比率
有限会社伊藤コーポレーション
佐藤尚美
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
株式会社東邦銀行
株式会社武蔵野銀行

477,500
228,700
222,528
207,400
196,500

10.5
5.0
4.9
4.6
4.3

※1

※1 

（株） （％）

※２




