
http://www.asahi-intecc.co.jp/
〒489-0071 愛知県瀬戸市暁町3番地100   Tel：0561-48-5551（代）　Fax：0561-48-5552

株主メモ

事業年度
定時株主総会 
期末配当金受領株主確定日 
中間配当金受領株主確定日
公告方法

株主名簿管理人および
特別口座の口座管理機関 
同連絡先

毎年7月1日から翌年6月30日まで
毎年9月
6月30日
12月31日
当社ホームページ 
http://www.asahi-intecc.co.jp/ に
掲載します。
但し、やむを得ない事由により電子公告を
することができない場合は、日本経済新聞
に掲載します。

三菱UFJ信託銀行株式会社
 
〒183-0044
東京都府中市日鋼町1-1
三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
         0120-232-711（通話料無料）

▶国内事業所
 サテライトオフィス     名古屋オフィス  愛知県名古屋市
 営   業   拠   点     東　　京 東京都港区
      大　　阪  大阪府和泉市
 メディカル事業部     グローバル本社・R&Dセンター  愛知県瀬戸市
 デバイス事業部     大阪R&Dセンター 大阪府和泉市
  　　　　　　　     東北R&Dセンター 青森県八戸市
 ジーマ事業部     ジーマ研究センター 静岡県袋井市

▶海外事業所
 EU支店  オランダ アムステルダム
 中東支店  アラブ首長国連邦 ドバイ
 シンガポール支店 シンガポール ユナイテッドスクエア
 香港支店  中国 香港
 インド支店  インド共和国 ハリヤナ州
 韓国支店　　　　　　　　　　　　　　　      韓国 ソウル（特別）市

▶連結子会社
 ASAHI INTECC THAILAND CO., LTD. タイ パトゥムタニ県
 ASAHI INTECC HANOI CO., LTD. ベトナム ハノイ市
 ASAHI INTECC USA, INC. アメリカ合衆国 カリフォルニア州
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　   中国 北京市 
 朝日インテックＪセールス株式会社 東京都港区
 フィルメック株式会社 愛知県名古屋市
 トヨフレックス株式会社 東京都新宿区
 TOYOFLEX CEBU CORPORATION フィリピン セブ州
   ASAHI INTECC LATIN PROMOCAO DE VENDAS LTDA.　　　　ブラジル パラナ州
   ASAHI Medical Technologies, Inc. アメリカ合衆国 カリフォルニア州

株券電子化に伴い、株主様の住所変更、単元未満株式の買取請求その他

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）にお問合せください。なお、三菱UFJ信託

銀行全国各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．

（ご注意）

事業所 （2018年12月31日現在）

証券コード：7747

2018.7.1　　2018.12.31
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グローバル展開に最適化した研究開発体制を構築

東北R&Dセンター ASAHI INTECC USA, INC.

ジーマ研究センター大阪 R&Dセンター

グローバル本社・
R&Dセンター

  2018年7月2日
業務開始

  2018年12月
竣工

精密加工技術の研究開発

素材開発
製品開発・試作

製品改良開発／生産技術開発

米国向け研究開発

樹脂開発

最先端研究開発

名古屋市

瀬戸市

最新のニーズに応える製品を世界108 の国と地域にいち早くお届けするため、製品開発から生産、供給までを最大限に効率化した体制
を構築しています。日本国内で研究開発を実施し、生産拠点であるタイ・ハノイ・セブ工場で量産を行い、製品をドクターのもとへ直
送しています。また、米国拠点では、ドクターの要望を開発に取り込み、日本にフィードバックしています。「グローバル本社・R&D センター」
によって各拠点の連携をさらに強化し、製品化や供給のスピードアップを図ります。

 ASAHI INTECC THAILAND CO.,  LTD.
米国研究開発企業

ASAHI Medical Technologies, Inc. 
（旧 RetroVascular, Inc.）

  2018年7月
孫会社化

代表取締役社長　

売上高は、特にメディカル事業の海外市場を中心に、
引き続き需要が堅調であり、増収となりました。

　2019年6月期第２四半期連結累計期間の業績に

つきましては、特にメディカル事業の海外向け売上高が

増加し、売上高は278億４百万円（前年同期比9.4％増）

となりました。

　メディカル事業は、国内市場では、医療償還価格の下落

新中期経営計画『ASAHI Road to 1000』に
基づく成長戦略を着実に進めていくことにより、
企業価値の拡大を目指してまいります。

や症例数の減少などの影響を受け、循環器系および非

循環器系領域ともに売上高は減少しました。海外市場に

おいては、循環器系領域のPTCAガイドワイヤーや貫通カ

テーテルが、特需などの一時的な増加もあり、中国・欧州

中近東・アジア地域などで需要が増加傾向にあります。

　デバイス事業は、産業部材が減少したものの、医療部

材が増加し、横ばいに推移しました。医療部材につきま

しては、国内市場において、消化器系や内視鏡などに使

用される医療部材の取引が増加したことや、海外市場に

おいて、循環器系検査用カテーテル部材の取引が増加

するなどし、売上高は増加しました。産業部材につき

ましては、海外市場のレジャー取引が増加したものの、

国内・海外市場ともに自動車やＯＡ機器市場向け取引が

減少したことなどから、売上高が減少しました。

営業利益は販売費及び一般管理費が増加したものの、
売上総利益の増加により増益となりました。
　営業利益は、米国市場を中心とした販売・マーケティ
ングの強化に伴う営業関係費用の増加、研究開発費の

増加、RetroVascular, Inc.※の株式取得に伴うのれん費用

の発生、新社屋への本社移転に伴う諸経費の増加など

により、販売費及び一般管理費が増加したものの、売上

総利益の増加により吸収し、84億85百万円(同1.6％増)

となりました。経常利益は、為替差損が増加し、83億

80百万円（同0.3％減）となりました。

　親会社株主に帰属する四半期純利益は、RetroVascular, 

Inc.※の株式取得に伴い段階取得に係る差益を計上した

ことにより、65億71百万円（同6.7％増）となりました。

中計の成長戦略を着実に進め、
企業価値の拡大を目指します。
　当社グループは、当期からスタートした中期経営計画
『ASAHI Road to 1000』において、連結売上高1,000億円

達成に向けた事業ポートフォリオの構築として、「グロー

バル市場の戦略的な開拓と患部・治療領域の拡大」「グ

ローバルニッチ市場における新規事業の創出」「グローバ

ル展開に最適な研究開発・生産体制の構築」「持続的成長

に向けた経営基盤の確立」を経営戦略に掲げています。

　当第２四半期連結累計期間では、主力製品PTCA

株主の皆様へ

ガイドワイヤーの米国市場への直接販売の開始、プラズマ

エネルギー技術を有する米国のRetroVascular, Inc.※の

株式の取得（当社の孫会社化）、研究開発機能の充実を

目的としたグローバル本社・Ｒ＆Ｄセンターの竣工と本社

移転などを実施し、当社グループの強みのさらなる盤石化

に努めました。また、2018年9月21日には東証一部ならびに

名証一部上場を果たしました。

　今後も、中期経営計画に基づく成長戦略を着実に進め

ていくことにより、企業価値の拡大を目指してまいります。

2019年3月
※2018年12月にASAHI Medical Technologies, Inc.へ商号変更
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トピックス

名古屋市

瀬戸市

世界中のドクターやお客様をお迎えするための設備や機能を備え、当社の開発部門、品質保証部門、
本社機能を1カ所に集めることで、さらにスピーディで革新的な技術開発を目指します。

新社屋「グローバル本社・R&Dセンター」が完成

コンベンション・ホールシミュレーション・ルーム

社員食堂

7F1F

1F~6F
「グローバル本社・R&Dセンター」のフロア紹介

社員食堂、フィットネスジム・スタジオを新たに開設。
従業員を支援する施設や福利厚生をより充実させ、働きやすいオフィス環境を実現しました。

フィットネスジム・
スタジオ

オフィスフロアコミュニケーションフロア

さまざまな会議・集会などに
利用するために、200席の移動
観覧席を設置。多彩なレイア
ウトが可能です。映写システム
は、世界中の拠点やシミュレー
ション・ルームをつないだテレ
ビ会議も可能です。

実際の手術室を再現した高度
なシミュレーション・システム
を導入。独自の人体モデルを用
い、当社の技術・製品を含め
た臨床現場に近い体験が可能
です。世界中のドクターに参加
いただいて新製品のトレーニン
グも実施します。

「緑と健康とコミュ
ニケーション」をコン
セプトとしています。

従業員の健康づくりに
配慮し、さまざまな機
器を設置しています。

開発部門・品質保証部門・
営業マーケティング部門・本社
管理部門を1カ所に集約し
ました。

オフィスフロアと異なるデザ
インで、打ち合わせや休憩、
勉強会など、コミュニケー
ションを活発化させるスペー
スです。

「グローバル本社・R&Dセンター」には、アート作品を随所に配置しています。
瀬戸という土地から世界を見据え、アート作品が象徴する自由な発想で、
次世代を切り拓いていきたいという想いをこめています。

想いを紡ぎ、ひとつにして未来に向けて
突き抜けていく、進んでいく、というイメー
ジをかたちにしたモニュメントです。

ウェルカム・ゾーン
お客様をおもてなしするゾーン。企業理念や事業紹介に加えて、ウェイティ
ング機能を備えています。

当社のワイヤーをイメージしつつ、水
と水滴、命と心をシンボリックに表現
したモニュメントです。

「生命へ、無限の挑戦」三澤憲司氏作

つむ

いのち

「紡ぐ」六代作助継承者 加藤圭史氏作

「グローバル本社・R&Dセンター」のアート紹介

1F

1F

1F

2F

7F 7F

2F ～ 6F

瀬戸工場（愛知県瀬戸市）の敷地内に建設を進めてきた新社屋
「グローバル本社・R&Dセンター」が完成し、
2018年12月より業務を開始しました。
医療機器設計開発の中心拠点である瀬戸工場に、
研究開発の中核部門と本社部門を集約し、
有機的な融合を図ることで、
朝日インテックのDNAである「現場主義」を
徹底するとともに経営基盤をより強固なものとします。

玄関
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売上高 営業利益／営業利益率 経常利益／四半期（当期）純利益*1

為替差損が増加しましたが、孫会社の株式
取得に伴い段階取得に係る差益を計上
したことにより、純利益は増益となりました。

営業利益  同1.6％増
販売費及び一般管理費が増加したものの、
売上総利益の増加により吸収し、増益と
なりました。

売上高  前年同期比9.4％増
メディカル事業の海外向け売上高が増加し、
増収となりました。

8,408
10,042

13,740

7,725

6,160

4,245

10,941

6,571

8,380

76.7

44,659

53,599

当社は、2018 年1 月1 日付けで普通株式1株につき普通株式
 2株の割合で株式分割を行っております。このため、2017 年
 6月期の期首に当該分割が行われたと仮定して1株当たり
四半期（当期）純利益を算定しております。

*1 親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益
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「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準
第 28号　2018 年2月16日）等を第1四半期連結会計期間の
期首から適用しており、2018年6月期については、当該会計
基準等を遡って適用した後の数値を記載しております。 
  

*3 *2 

*2 

2,719

経常利益 同0.3％減   四半期純利益 同6.7％増

6,187

19/6期第 2四半期19/6 期
第 2四半期

18/6 期17/6 期

連結財務データ

商 　 号

設 　 立

資 本 金

従 業 員 数

上場証券取引所

主な事業内容

朝日インテック株式会社
 (ASAHI INTECC CO., LTD.)

1976（昭和51）年7月8日

62億7,025万円

連結 7,316名／単体 681名

東京証券取引所（市場第一部）

名古屋証券取引所（市場第一部）

①主に血管内治療に使用される低侵襲治療 
　製品（ガイドワイヤー・カテーテル）の開発・
　製造・販売

②医療機器分野および産業機器分野の部材
　等の開発・製造・販売

*1

*1

*1

*2

*2

発行可能株式総数    400,000,000株

発行済株式の総数    130,022,000株（自己株式3,868株を含む）

株主数    8,943名

大株主

代表取締役社長 宮田 昌彦

代表取締役副社長 宮田 憲次

常  務  取  締  役 加藤 忠和

取　　締　　役 湯川 一平

取　　締　　役 寺井 芳徳

取　　締　　役 松本 宗近

取　　締　　役 伊藤 瑞穂

取　　締　　役 西内 　誠

取　　締　　役 伊藤 清道

取　　締　　役 芝崎 晶紀

取　　締　　役 佐藤 昌巳

取締役（監査等委員） 太田 博史

取締役（監査等委員） 富田 隆司

取締役（監査等委員） 花野 康成
*1  取締役伊藤清道、芝崎晶紀、佐藤昌巳は、社外取締役であります。
*2  取締役（監査等委員）富田隆司、花野康成は、社外取締役（監査等委員）であります。

会社概要 

役　員 

株式情報 

持株数（株）持株比率（％）

8,692,700

6,184,000

4,800,000

株主名

8,954,500

日本トラスティ・サービス信託銀行（株）（信託口） 

3,995,040

アイシーエスピー（有） 

MMK（株） 

日本マスタートラスト信託銀行（株）（信託口）  

（株）ハイレックスコーポレーション  

3,600,000

日本トラスティ・サービス信託銀行（株）（信託口9）

2,849,100

2,847,800

2,626,900宮田憲次

宮田昌彦

ジェーピー モルガン チェース バンク 380055

 

2,580,000アイシーシー（株）

（2018年12月31日現在）会社情報／株式情報

6.88

6.68

4.75

3.69

3.07

2.76

2.19

2.19

2.02

1.98

(注） 持株比率は、自己株式（3,868株）を控除して計算しております。

▶所有者別株式分布状況 

● 金融機関 
 27.92 %

● 個人・その他 
　10.83 % 

● 外国法人等 
　38.24 %

● その他の法人 
　22.71 %

● 金融商品取引業者
 0.30 %

● 自己株式 
　0.00 % 
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http://www.asahi-intecc.co.jp/
〒489-0071 愛知県瀬戸市暁町3番地100   Tel：0561-48-5551（代）　Fax：0561-48-5552

株主メモ

事業年度
定時株主総会 
期末配当金受領株主確定日 
中間配当金受領株主確定日
公告方法

株主名簿管理人および
特別口座の口座管理機関 
同連絡先

毎年7月1日から翌年6月30日まで
毎年9月
6月30日
12月31日
当社ホームページ 
http://www.asahi-intecc.co.jp/ に
掲載します。
但し、やむを得ない事由により電子公告を
することができない場合は、日本経済新聞
に掲載します。

三菱UFJ信託銀行株式会社
 
〒183-0044
東京都府中市日鋼町1-1
三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
         0120-232-711（通話料無料）

▶国内事業所
 サテライトオフィス     名古屋オフィス  愛知県名古屋市
 営   業   拠   点     東　　京 東京都港区
      大　　阪  大阪府和泉市
 メディカル事業部     グローバル本社・R&Dセンター  愛知県瀬戸市
 デバイス事業部     大阪R&Dセンター 大阪府和泉市
  　　　　　　　     東北R&Dセンター 青森県八戸市
 ジーマ事業部     ジーマ研究センター 静岡県袋井市

▶海外事業所
 EU支店  オランダ アムステルダム
 中東支店  アラブ首長国連邦 ドバイ
 シンガポール支店 シンガポール ユナイテッドスクエア
 香港支店  中国 香港
 インド支店  インド共和国 ハリヤナ州
 韓国支店　　　　　　　　　　　　　　　      韓国 ソウル（特別）市

▶連結子会社
 ASAHI INTECC THAILAND CO., LTD. タイ パトゥムタニ県
 ASAHI INTECC HANOI CO., LTD. ベトナム ハノイ市
 ASAHI INTECC USA, INC. アメリカ合衆国 カリフォルニア州
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　   中国 北京市 
 朝日インテックＪセールス株式会社 東京都港区
 フィルメック株式会社 愛知県名古屋市
 トヨフレックス株式会社 東京都新宿区
 TOYOFLEX CEBU CORPORATION フィリピン セブ州
   ASAHI INTECC LATIN PROMOCAO DE VENDAS LTDA.　　　　ブラジル パラナ州
   ASAHI Medical Technologies, Inc. アメリカ合衆国 カリフォルニア州

株券電子化に伴い、株主様の住所変更、単元未満株式の買取請求その他

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）にお問合せください。なお、三菱UFJ信託

銀行全国各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．

（ご注意）

事業所 （2018年12月31日現在）

証券コード：7747
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