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平成 24 年７月 19日 

各 位 

会 社 名 株式会社アシックス 

代表者名 代表取締役社長ＣＥＯ 尾山 基 

（コード番号：7936 東証第一部・大証第一部） 

問合せ先 取締役常務執行役員 佐野 俊之 

TEL．(078) 303－2213 

 

国内のグループ組織再編（吸収分割および吸収合併）に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、当社および国内の当社子会社を当事者とする吸収分割および吸収

合併により、グループ組織再編を行うことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、本再編による海外の組織体制に変更はございません。また、本再編は、当社および100％子会社を当

事者とする組織再編であることから、内容を一部省略して開示しております。 

 

【組織再編の目的】 

当社は、中期経営計画「アシックス・グロース・プラン（AGP）2015」のもと、世界を５極（日本、米州、

ＥＭＥＡ、オセアニア／東南・南アジア、東アジア）に分け、グローバルレベルでの事業の強化・拡大を図

っております。 

 今般、日本事業（マーケティング・販売機能）を強化・拡大するため、世界本社機能と日本事業を分離し、

併せて国内販売子会社を整理統合することにより、流通チャネルに応じた販売戦略・施策を迅速かつ、きめ

細やかに実施する体制を構築し、お客様により密着した活動を行ってまいります。 

 

【組織再編の要旨】 

世界本社機能と日本事業を分離し（再編Ⅰ）、国内の販売子会社７社と当社の東京支社および関西支社の

エリアスポーツ販売部門、エリアチェーンスポーツ販売部門の地域販売部門を１社に整理統合（再編Ⅱ）い

たします。 
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【再編Ⅰ】 

１．要旨 

（１）組織再編の日程 

承継会社（アシックスジャパン株式会社）設立 2012年９月１日（予定） 

分割契約承認取締役会決議日 2012年９月21日（予定） 

分割契約締結日 2012年９月21日（予定） 

効力発生日 2013年１月１日（予定） 
※当社においては会社法第784条第３項の規定に基づく簡易分割であること、承継会社においては会社法第796条第１条第

１項の規定に基づく略式分割であることから、それぞれ株主総会を開催せずに行います。 

 

（２）組織再編の方式 

当社を分割会社とし、アシックスジャパン株式会社を分割承継会社とする吸収分割を行います。 

 

（３）組織再編に係る割当ての内容 

本分割による株式その他の金銭等の割当てはありません。 

 

（４）組織再編に伴う新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い 

   当社およびアシックスジャパン株式会社は、新株予約権および新株予約権付社債を発行しておりませ

ん。 

 

（５）分割により増減する資本金 

本分割による当社の資本金の変動はありません。 

 

（６）分割承継会社が承継する権利義務 

アシックスジャパン株式会社は、本分割に際し、以下の当社日本事業に属する資産、負債、契約上の

地位その他の権利義務（雇用契約を除く）を当社から承継します。また、アシックスジャパン株式会社

は、当社が保有するアシックス販売株式会社（後記【再編Ⅱ】１．（２）①ご参照）の全株式を承継し、

同社の100％親会社となります。 

・ 本部、事業企画統括部門 

・ マーケティング部門 

・ プロダクトマーケティング部門 

・ ベースボール事業部門 

・ オニツカタイガー事業部門 

・ リテール販売部門 

・ ナショナルチェーン営業部門 

・ 法人営業部門 

・ 百貨店営業部門 

 

（７）債務履行の見込み 

当社およびアシックスジャパン株式会社が負担すべき債務につき、履行の見込みに問題はないと判断

しております。 
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２．組織再編の当事会社の概要 

 分割会社 

（2012年３月31日現在） 

分割承継会社 

（2012年９月１日設立予定） 

（１）名称 株式会社アシックス アシックスジャパン株式会社 

（２）所在地 神戸市中央区港島中町７丁目１番１ 神戸市中央区港島中町７丁目１番１ 

（３）代表者 代表取締役社長ＣＥＯ 尾山 基 代表取締役社長 松尾 和人 

（４）主な事業内容 各種スポーツ用品等の製造および販売 各種スポーツ用品等の製造および販売 

（５）資本金 239億７千２百万円 90百万円 

（６）設立年月日 1949年９月１日 2012年９月１日 

（７）発行済株式数 199,962,991 株 1,800株 

（８）決算期 ３月31日 ３月31日 

（９）大株主および持株比率 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会

社（信託口） 4.3％ 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 4.1％ 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

（信託口） 3.9％ 

株式会社三井住友銀行 3.5％ 

日本生命保険相互会社 3.3％ 

株式会社アシックス 100％ 

（10）直前事業年度の財政状態 

および経営成績 

株式会社アシックス 

（連結） 

アシックスジャパン株式会社 

 

純資産 115,315百万円 ― 

総資産 212,343百万円 ― 

１株当たり純資産 569円39銭 ― 

売上高   247,792百万円 ― 

営業利益    19,628百万円 ― 

経常利益    19,702百万円 ― 

当期純利益    12,617百万円 ― 

１株当たり当期純利益 66円55銭 ― 

 

 

３．分割する事業部門の概要 

（１）分割する事業内容 

   【再編Ⅰ】1．（６）のとおり。 

 

（２）分割する部門の経営成績（2012年３月期） 

   売上高 22,900百万円 

    

（３）分割する資産、負債の項目および金額（2012年３月31日現在） 

   流動資産 16,000百万円 

   固定資産    900百万円 

   流動負債 10,500百万円 

   固定負債    200百万円 

 

４．分割後の分割会社および承継会社の状況 

  本分割による当社およびアシックスジャパン株式会社の商号、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、

資本金、決算期については、変更ありません。  
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【再編Ⅱ】 

１．要旨 

（１） 組織再編の日程 

合併契約および分割契約承認取締役会決

議日 

2012年９月21日（予定） 

合併契約承認株主総会決議日 

（子会社７社） 

2012年９月21日（予定） 

合併契約および分割契約締結日 2012年９月21日（予定） 

効力発生日 2013年１月１日（予定） 
※当社においては会社法第784条第３項の規定に基づく簡易分割であること、承継会社においては会社法第796条第１条第

１項の規定に基づく略式分割であることから、それぞれ株主総会を開催せずに行います。 

 

（２）組織再編の方式 

①アシックススポーツ販売株式会社を存続会社とし、アシックス北海道販売株式会社、アシックス東北

販売株式会社、アシックス関越販売株式会社、アシックス中部販売株式会社、アシックス中四国販売

株式会社、アシックス九州販売株式会社を消滅会社とする吸収合併を行い、消滅会社６社は解散しま

す。（以下、合併後の存続会社を「アシックス販売株式会社」といいます。） 

②当社を分割会社とし、アシックス販売株式会社を分割承継会社とする吸収分割を行います。 

③アシックス販売株式会社の販売推進部門、管理部門およびナショナルチェーン営業部門をアシックス

ジャパン株式会社に事業移管します。 

 

（３）組織再編に係る割当ての内容 

本再編による株式その他の金銭等の割当てはありません。 

 

（４）組織再編に伴う新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い 

   当社および子会社７社は、新株予約権および新株予約権付社債を発行しておりません。 

 

（５）分割により増減する資本金 

本分割による当社の資本金の変動はありません。 

 

（６）分割承継会社が承継する権利義務 

アシックス販売株式会社は、本分割に際し、以下の当社日本事業に属する資産、負債、契約上の地位

その他の権利義務（雇用契約を除く）を当社から承継します。 

・エリアスポーツ販売部門 

・エリアチェーンスポーツ販売部門 

 

（７）債務履行の見込み 

当社およびアシックス販売株式会社が負担すべき債務につき、履行の見込みに問題はないと判断して

います。 
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２．組織再編の当事会社の概要 
 分割会社 

（2012年３月31日現在） 

分割承継会社、合併存続会社 

（2012年３月31日現在） 

（１）名称 株式会社アシックス アシックススポーツ販売株式会社 

（２）所在地 前述【再編Ⅰ】の「２．組織再編の当事会

社の概要」をご参照ください。 

 

東京都墨田区亀沢２丁目25番５号 

（３）代表者 代表取締役社長 江口 豪 

（４）主な事業内容 スポーツ用品等の販売 

（５）資本金 79百万円 

（６）設立年月日 1968年７月13日 

（７）発行済株式数 158,000株 

（８）決算期 ３月31日 

（９）大株主および持株比率 株式会社アシックス100％ 

（10）直前事業年度の 

財政状態および経営成績 

 

 

 

（単体） 

純資産  △78百万円 

総資産 2,485百万円 

１株当たり純資産 △499円 69銭 

売上高 6,601百万円 

営業利益 91百万円 

経常利益 93百万円 

当期純利益 73百万円 

１株当たり当期純利益 467円 59銭 

 

 合併消滅会社 

（１）名称 アシックス北海道販売株式会

社 

アシックス東北販売株式会社 アシックス関越販売株式会社 

（２）所在地 札幌市西区二十四軒四条２丁

目１番29号 

仙台市宮城野区銀杏町19番２

号 

さいたま市北区宮原町１丁目

565番地 

（３）代表者 代表取締役社長 

大山 勝雄 

代表取締役社長 

長瀨 勝 

代表取締役社長 

草野 光好 

（４）主な事業内容 スポーツ用品等の販売 スポーツ用品等の販売 スポーツ用品等の販売 

（５）資本金 99.8百万円 90百万円 90百万円 

（６）設立年月日 1949年12月16日 2002年７月５日 2007年11月１日 

（７）発行済株式数 998,000株 1,800株 1,800株 

（８）決算期 ３月31日 ３月31日 ３月31日 

（９）大株主および持株比率 株式会社アシックス 

100％ 

株式会社アシックス 

100％ 

株式会社アシックス 

100％ 

 
 合併消滅会社 

（１）名称 アシックス中部販売株式会社 アシックス中四国販売株式会

社 

アシックス九州販売株式会社 

（２）所在地 名古屋市千種区春岡通７丁目

37番地 

広島市西区井口５丁目18番12

号 

福岡市博多区榎田１丁目３番

23号 

（３）代表者 代表取締役社長 

林 修 

代表取締役社長 

大野 俊彦 

代表取締役社長 

長尾 洋二 

（４）主な事業内容 スポーツ用品等の販売 スポーツ用品等の販売 スポーツ用品等の販売 

（５）資本金 60百万円 90百万円 90百万円 

（６）設立年月日 1950年12月26日 2007年11月１日 2005年10月19日 

（７）発行済株式数 1,200,000株 1,800株 1,800株 

（８）決算期 ３月31日 ３月31日 ３月31日 

（９）大株主および持株比率 株式会社アシックス 

100％ 

株式会社アシックス 

100％ 

株式会社アシックス 

100％ 
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３．分割する事業部門の概要 

（１）分割する事業内容 

   【再編Ⅱ】1．（６）のとおり。 

 

（２）分割する部門の経営成績（2012年３月期） 

   売上高 13,700百万円 

 

（３）分割する資産、負債の項目および金額（2012年３月31日現在） 

   流動資産 5,900百万円 

   流動負債   600百万円 

    

４．分割後の分割会社および承継会社の状況 

①本再編による当社の商号、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期については、変

更ありません。 

  ②アシックススポーツ販売株式会社は、2013年１月１日をもって、商号および代表者を以下のとおり変

更する予定です。その他本再編による同社の所在地、事業内容、資本金、決算期については、変更あ

りません。 

  商号 アシックス販売株式会社 

  代表者 代表取締役社長 山根 至 

 

 

【今後の見通し】 

本再編は、いずれも当社および当社100％保有の連結子会社を当事者とするものであるため、当社の連結業績

への影響は軽微です。 

 

以上 
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【ご参考Ⅰ 再編後の国内販売組織体制】 

 

（再編前） 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

（再編後） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ご参考Ⅱ 再編後のグローバル組織体制】 

 

 
 

 

 

 

アシックス販売㈱ 
（変更前の商号：アシックススポーツ販売㈱） 

アシックスジャパン㈱ 
（2012年９月１日設立予定） 

㈱アシックス 

㈱アシックス 

アシックススポーツ販売㈱ 

アシックス北海道販売㈱ 

アシックス東北販売㈱ 

アシックス関越販売㈱ 

アシックス九州販売㈱ 

アシックス中部販売㈱ 

アシックス中四国販売㈱ 

（国内販売子会社） 


