
このたびの関東、東北地方に到来した台風により被害を受けられ
た皆様に心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興を
お祈り申し上げます。
2020年3月期は、2020年に向けた三ヵ年中期経営計画「V-2計
画」の最終年度として、また、長期ビジョンである「AR-2020VISION」
のゴールの年として、「好奇心を高めて深化・進化・新化しよう」を経営
方針に掲げ、「質的成長」のための人材投資、技術投資を行い、未来に
つながる活動を全社で取り組んでいます。
この第２四半期では、年初来続くグローバルな環境の変化を受け
て、これまで続いてきた成長の軌道から、新たな地固めをする局面
へと通期の見通しを引き下げてきた中で、自動車内装照明用の
ASA COLOR LEDや自動車内装スイッチ用ラバー、医療用ゴム製
品、卓球ラケット用ラバーなどの新製品の受注が支えとなり、ほぼ当
初計画通りの売上高と利益を達成することができました。
さらに「V-2計画」で取り組んできたシリコーンレンズの「ASA 
COLOR LENS」が、当社技術と対応力を評価いただき、初めて自動
車のエクステリアに採用され量産がスタートしました。また、白色シ
リコーンインキ製品のラインアップを拡充し、WEBによる販売を本
格化させるなど、これまでの取り組みが実を結び、次の市場へとス

株主通信

〒３３０－０８０１ 埼玉県さいたま市大宮区土手町二丁目７番２
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第50期 第２四半期実績 連結財務ハイライト

自動車内装照明用のASA COLOR LEDや医療用ゴム製品、卓球ラケット用ラバーの受注が回復しましたが、RFIDタグ用ゴム製品が顧客の販売状況と新旧製品の入れ替えに伴
う現行品の在庫調整などの影響により受注が減少し、売上高は減収となりました。利益面では、売上減と前期に実施した設備投資と要員増による費用増のため減益となりました。

’18/9 ’19/9

3,702

152

’18/9 ’19/9

158

’18/9 ’19/9

84

3,946 338 352 237

’18/9 ’19/9
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決算のポイント
RFIDタグ用ゴム製品の
受注が減少したことな
どにより、前年同期比で
減収減益となりました。

ごあいさつ

これまでの取り組みが実を結び、
次の市場へとステップを踏み出します。
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テップを踏み出すことができました。
通期業績については、自動車向けゴム製品の受注は回復傾向に
あるものの、認証・認識ビジネスに対応するRFIDタグ用ゴム製品の
新旧製品の入れ替えに伴う販売状況の変化を受けて、通期業績予
測を下方修正しました。
あらゆる市場環境は大きな変革を求める中で、ともに未来を形成

すべき新たなパートナーを積極的に探し求めています。今、朝日ラ
バーが大事に行動すべきことは、朝日ラバーだったら信頼できる、何
とかしてくれるという期待にいち早く応えていくことです。グローバ
ルな競争、異業種との競争に立ち向
かう源泉となる「朝日ラバーらしさ」
とは何か、お客様は当社に何を期待
しているのかを常に見つめ、朝日ラ
バーにしかできない価値を提供し
社会に貢献し続けてまいります。
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

台風19号につきまして
10月12日から13日にかけて上陸した台風19号によ

り、福島県内の当社工場に勤務する一部の従業員の自宅
が床上浸水などの被害を受けました。少しでも早い復旧
を願い、従業員による支援活動を実施しました。作業は、
浸水した家財道具の運び出しや家の中に堆積したヘドロ
の除去などを行いました。
この度の台風19号により被災されました皆さまに心よ

りお見舞い申し上げますとともに皆さまの生活が一日も
早く復興することを願っております。

株式の状況／会社概要（2019年9月３0日現在）

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
60.8％

１１，５００，０００株
４，６１８，５２０株

3,020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
323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．）
https://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 勝麿

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
https://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
20.2％

その他の法人
13.5％

外国法人等
2.5％

自己名義株式
1.1％

金融商品取引業者
1.9％

所有株式数
４,６１８,５２0株

大株主

持株比率は自己株式（53,076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
4.5
4.3

※1

※1 

（株） （％）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益



製 品

製 品 製 品

白色シリコーンインキ製品の ラインアップを拡充し、
WEBによる拡販を開始しま した。

F-TEMは、ゴムならではの柔軟性を持っ
たペルチェデバイスです。ペルチェ素子
は、ある方向に電流を流すと、素子の上
面で吸熱または冷却し、下面で発熱また
は加熱します。電流の向きを変えると冷
却面と加熱面が入れ替わります。ペル
チェデバイスは、片方の面で冷却または
加熱することができるデバイスです。

感圧ラバーセンサは、荷重を検出するセ
ンサです。荷重に応じて静電容量が無段
階で変化します。静電スイッチは人の指
が触れることを検出するスイッチですが、
当社の感圧ラバーセンサは荷重や押し圧
を検出するセンサです。

ASA COLOR LENSASA COLOR LENS
光透過率94%と非常に透明度の高いシ
リコーン材料を利用し、集光・拡散機能を
持つレンズです。その特性から、特に通
常のLEDよりも熱を発するハイパワーの
LEDと併せて使用することに適したレン
ズです。

カラーフィルターは、シリコーンゴム製の
照明色変換用カラーフィルターです。シリ
コーンゴムの特性を活かした耐熱性と色
抜けの少なさが最大の特徴で、店舗など
の一般照明や自動車内装など、様々な用
途にご使用いただけます。

売上高の推移
（単位：百万円）◆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

松陽電工株式会社が運営する電子部品専門のWEB通販サイト「ぱなくる」にて、
白色シリコーンインキのほか、下記の製品も販売しています。
松陽電工株式会社が運営する電子部品専門のWEB通販サイト「ぱなくる」にて、
白色シリコーンインキのほか、下記の製品も販売しています。

http://panakuru.shop6.makeshop.jp/shopbrand/ct191/http://panakuru.shop6.makeshop.jp/shopbrand/ct191/URL

医療用回路製品である採血用・薬液混注用ゴム栓
の受注が好調に推移しました。薬液充填済みの注
射器用のプレフィルドシリンジ用ガスケットの受注
も堅調です。

樹脂フィルムに白色シリコーンインキを
塗布した製品です。リフレクター、高反射
テープ、バックライト用反射フィルムなど
に使用できます。

高反射白色シリコーン
フィルム
高反射白色シリコーン
フィルム

シリコーン製の特徴を生かし、高反射率、耐熱性に優れています。
また、材料の改良と配合技術により、折り曲げ性や耐クラック性も
強化しています。

反射材反射材

　白色シリコーンインキは、LEDのプリント基板に塗布することで、
LEDが発する光の取り出し効率を高めることができます。シリコー
ン製のため、一般的な白色の樹脂材料より、耐紫外線性、耐熱性に
優れています。今回の製品ラインアップ拡充では、硬質のリジッド基
板と柔軟に曲げられるフレキシブル基板や、反射板であるリフレク

ターの反射層、セラミックス基板への使用も可能なアイテムを追加
しました。
　さらに、反射材としての材料の販売だけでなく、新たにフィルムや
アルミニウムなどの鋼板に反射材を塗布した製品ラインアップを設
定し、WEBを利用した試作販売によるマーケット調査を開始します。

アルミニウム板などに白色シリ
コーンインキを噴霧加工した製
品です。90°までの折り曲げ、穴あ
け、切断が可能です。

高反射白色シリコーン
鋼板
高反射白色シリコーン
鋼板

カラーフィルターカラーフィルター

F-TEM (フレキシブルサーモエレクトリックモジュール）F-TEM (フレキシブルサーモエレクトリックモジュール）感圧ラバーセンサ感圧ラバーセンサ

医療・ライフサイエンス分野
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1,398

1,667
◆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

主な製品

RFIDタグ用ゴム製品が顧客の販売状況と新旧製
品の入れ替えに伴う現行品の在庫調整などにより
受注が減少し売上減となりました。また、自動車ス
イッチの防水パッキンの受注が減少しました。

その他分野

◆ＡＳＡ ＣＯＬＯＲ ＬＥＤ
◆透明部材
◆反射材料

主な製品

自動車内装照明用のASA COLOR LEDの受注が回
復してきました。透明部材であるASA COLOR LENS
のエクステリア向けのレンズの量産開始や反射材料
の白色シリコーンインキ製品のラインアップ拡充で
市場を拡げていきます。

車載・照明分野

WEB通販サイトのご紹介

製 品製品ラインアップ

開発品開発品

開発品開発品 11 22

33 44

前期から続くグローバルな貿易摩擦等の
影響は落ち着きをみせていますが、
分野ごとに回復のペースに違いがあります。
受注動向に対応して生産体制を見直し、
柔軟に対応していきます。

分野別 市場の動向
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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
60.8％

１１，５００，０００株
４，６１８，５２０株

3,020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
323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．）
https://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 勝麿

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
https://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
20.2％

その他の法人
13.5％

外国法人等
2.5％

自己名義株式
1.1％

金融商品取引業者
1.9％

所有株式数
４,６１８,５２0株

大株主

持株比率は自己株式（53,076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
4.5
4.3

※1

※1 

（株） （％）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益




