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ランニング事業が好調で前年同期間比で増収

　2013年3月期（第59期）の第2四半期累計期間（2012年
4月1日から9月30日まで）の連結業績は、国内外でランニン
グシューズが好調に推移したことにより、売上高は1,266億円と
前年同期間比で増収となりました。利益については、仕入れコス
トの上昇や人件費の増加などにより営業利益は109億円と前年
同期間比で減益となりましたが、為替差損の減少などにより四
半期純利益は58億円と前年同期間比で増益となりました。
　地域別に見ますと、欧州債務問題の深刻化などに伴う景気の
減速の動きが見られるなか、健康志向によるランニングブーム
などを追い風に、米州、EMEA（欧州、中東、アフリカ）、アジア
などの地域において、引き続き現地通貨ベースで増収となりま
した。アメリカでは、「ナチュラルランニング」や「ライトウエイ
ト」といった新しいカテゴリーに、軽さと履き心地を追求しカラ
フルな色使いの「ASICS 33」を投入したこと、シリアスランナー
からの評価が高い「パフォーマンスランニングシューズ」の需要
が戻りつつあることにより、2桁成長を回復しました。EMEAで

も2桁近い成長ができましたが、なかでも経済状況が悪化して
いるスペインで大きく売上を伸ばせたことは、ここ数年におけ
るマーケティングの成果だと思っています。

今後は成長著しい新興国への展開を加速

　進行中の中期経営計画「アシックス・グロース・プラン（AGP）
2015」では、海外展開の加速による持続的な企業価値の向上
を目指しています。現在の
中心である欧米の売上の
拡大を図りながら、経済成
長の著しい新興国のウエイ
トをこれまで以上に高めて
いきます。
　特にブラジルでは、前年
比40％を超える売上伸長
を継続しており、2011年9

月にオープンした「アシック

代表取締役社長CEO　　尾　山　　基

新興国への展開を加速させるとともにブランド価値を高め
「AGP2015」の目標達成を目指してまいります。
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スストアサンパウロ」も好調に推移しています。2014年のサッ
カーのワールドカップ・ブラジル大会、2016年のオリンピック・
リオデジャネイロ大会も控えていることから、アウトレットを開店
するなど、積極的なマーケティング活動を展開していきます。ま
た、周辺諸国への波及も見越して、各国の販売体制と米州の統
括子会社であるアシックスアメリカコーポレーションからのサ
ポート体制を整えていきます。
　アジアにおいても、インドとシンガポールにマーケティング子
会社を設立し、現地のニーズを捉えた製品の開発に向け、マー
ケティング活動を進めていきます。

組織再編で国内事業の基盤を強化

　国内においては、マーケティング組織を再編したことにより、
前期は3年ぶりに売上が増加に転じましたが、この成長軌道を
確実なものにするため、 2013年1月には、世界本社機能と日本
事業を分離させ、日本事業は新設のアシックスジャパン株式会社
と国内の販売子会社7社の統合からなるアシックス販売株式会
社の2社に再編することを決定しました。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いきます。

世界本社は経営管理と商品開発を強化

　世界本社としては、AGP2015の目標達成に向けて、グロー
バル市場の動向を見据えた経営管理と、当社の競争力の源泉で
ある商品開発の強化に努めます。
　グローバル経営を行ううえで、重要性が高まっているのが人
財教育です。2011年より、社内人財育成制度「アシックスビ
ジネスリーダースクール」を開設していますが、グローバルで
活躍できる人財を輩出し続けられる組織体制を早期に確立す
ることが、さらなるグローバル展開の力になると考えています。

ブランド価値の向上とAGP2015の達成に向けて

　当社は、伝統的にトップ・アスリートへのサポートを真摯に続
けており、彼らのニーズをきめ細かく汲み取り最適な製品を提
供することで、高機能・高品質な製品を創出するための技術を
磨いてきました。その積み重ねによって、スポーツ界の最前線に
ブランドをアピールすることもできました。
　今回のオリンピック・ロンドン大会を通じて、多くの選手とコ
ミュニケーションが図れましたし、レスリングを中心にブランドの
露出も多かったと思います。今はオリンピックの映像を世界中で
見ることができますので、ビジュアルとしてどのようにブランドを
アピールするかが、ますます重要になっています。2016年のオ
リンピック・リオデジャネイロ大会に向けて、そのための組織づ
くりも進めています。
　また、当社の基幹ブランドの1つである「オニツカタイガー」
は、先鋭的で洗練されたファッションブランドとして国内外で支
持を得ていますが、さらなる認知度向上に向け、直営店の拡大
などの施策を行い、ビジネスモデルの再構築を進めています。
　国民的スポーツであるベースボール事業については、これま
でグラブ、バット、ウエアなどを「ローリングス」ブランドで提供
してきましたが、2013年シーズンに向けた新商品からすべて
「アシックス」ブランドに統一し、アシックスらしい高機能商品を
展開していきます。
　当社は、ランニングのトップブランドとしての地位を築いてい
ますが、今後ますます競争は激化していくものと思います。その
ような環境のなか、高機能・高品質な製品を世界中の多くのお
客様にお届けできる体制を整えながら、グローバルレベルでブ
ランド価値を高め、AGP2015の目標である連結売上高4,000

億円の達成を目指してまいります。

　株主の皆様におかれましては、一層のご理解とご支援を賜り
ますよう心よりお願い申しあげます。

2012年11月
代表取締役社長CEO



財務ハイライト

通期連結業績予想 　　　　　　　　　　　　　  　 （単位：百万円）

 2012年3月期 2013年3月期
 第58期（実績） 第59期（予想） 前期比増減

売上高 247,792 259,000 4.5%

営業利益 19,628 20,000 1.9%

経常利益 19,702 20,000 1.5%

当期純利益 12,617 12,000 △4.9%

1株当たり当期純利益（単位：円） 66.55 63.29 —
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経営成績に関する分析
　当第2四半期連結累計期間における
売上高は126,601百万円と前年同期
間比2.2％の増収でした。このうち国
内売上高は、主にランニングシューズ
およびトレーニングウエアが好調で
あったものの、ベースボールウエア・
用具類の低調などにより43,386百万
円と前年同期間比0.4％の増収でし
た。海外売上高は、米州および欧州な
どでランニングシューズが好調に推移
したものの、為替換算レートの影響に
より83,215百万円と前年同期間比
3.1％の増収でした。
　売上総利益は、売上高が増加した一
方で、仕入れコストが上昇したことな
どにより54,600百万円と前年同期間
比0.2％の増益にとどまりました。販
売費及び一般管理費は、主に広告宣伝
費が減少したものの、人件費などの増
加により43,632百万円と前年同期間
比0.4％の増加となり、営業利益は
10,967百万円と前年同期間比0.9％
の減益となりました。経常利益は為替
差損が減少したことなどにより
10,008百万円と前年同期間比7.0％
の増益、四半期純利益は5,811百万円
と前年同期間比13.8％の増益となり
ました。

財政状態に関する分析
　総資産は211,421百万円（前連結
会計年度末比0.4％減）、負債の部合
計は92,414百万円（前連結会計年度
末比4.8％減）、純資産の部合計は
119,006百万円（前連結会計年度末
比3.2％増）となりました。
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■総資産   ■純資産（単位：百万円）
      自己資本比率

 スポーツシューズ類
 97,567 （77.1%）

 スポーツ用具類
 8,148 （6.4%）

 スポーツウエア類
 20,885 （16.5%）

分類別売上高
（単位：百万円）

 日本地域
 53,857
［8,330］

その他事業
 3,183［–］

東アジア地域
 6,594［–］

オセアニア地域
 5,636［–］

 欧州地域
 30,936［–］

 米州地域
 34,671［0］

※［　］内は、セグメント間の内部売上高（内訳）です。

報告セグメント別売上高
（単位：百万円）
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JR山手線 アド・トレイン「がんばれ！ニッポン！ 」号を運行

　ロンドンオリンピック日本代表選手団の活躍と2020オリンピック・パラリンピックの東京招致を願
い、陸上競技が行われた2012年8月3日から17日までの期間、JR山手線「アシックス　ロンドン
オリンピック日本代表選手団を応援するがんばれ！ニッポン！ 」号を
運行しました。
　1編成の全フロア（床）に「陸上競技コースレーン」のビジュアル
をがんばれ！ニッポン！の応援メッセージを込めてラッピングして競
技場の雰囲気を醸し出しま
した。また、東京2020オリ
ンピック・パラリンピック招
致をテーマにしたビジュア
ルや当社のアドバイザリー
スタッフである陸上競技日
本代表選手7名の16種類
のポスターを掲載しました。

「SORTIE JAPAN」
日本代表選手向けに開発した
機能構造を盛り込んだ

マラソンシューズのトップモデル

「フィールドウォーカーシリーズ」
山道などの不整地でも安定して
歩けるウォーキングシューズ

ランニング用品専門の旗艦店「アシックスストア」をグローバルで拡充

　世界的にランニング人口が増加するなか、当社は、
ランニング用品を取り揃えた旗艦店「アシックススト
ア」の出店を積極化しています。
　2012年7月に、海外6店舗目、ロンドンで2店舗
目となる世界最大規模のグローバル旗艦店「ASICS 

STORE LONDON OXFORD STREET（アシックスス
トア ロンドンオックスフォードストリート）」をオープン
しました。同店は、ロンドン市内の有名なファッション
ブランドが立ち並ぶオックスフォードストリートに位置
しており、ランニングコースとしても有名な「Hyde 

Park（ハイドパーク）」が近隣にあります。
　そして、国内では、銀座、原宿に次いで3店舗目となる「アシックスストア神戸」を、2012年10月
に神戸市・三宮にオープンしました。同店は2012年11月に開催の「神戸マラソン」のコース沿いで
もあり、ブランドショップが立ち並ぶ人通りの多い一画に位置しています。
　今回の出店により、「アシックス」ブランドのイメージ向上と売上拡大を図ります。

競技場の雰囲気を醸し出した車内

「W’S 腰バランス
ニーアップLタイツ」
ひざが自然に上がりやすい
機能を付加したタイツ

「SERRANO」
「リバティプリント」を使用した

オニツカタイガーの女性用スニーカー

「STREAL361 PRO ver2」
さまざまな方向にターンやダッシュを

しやすくする機能を設けた
サッカー用スパイクシューズ

「アシックスストア神戸」

「ASICS STORE LONDON OXFORD STREET」

陸上競技日本代表選手でラッピングした
車体広告イメージ



日本初の直営店「HAGLÖFS 原宿」をオープン

　当社子会社であるホグロフスジャパン株式会社は、日本初
の直営店となる「HAGLÖFS 原宿」を、2012年9月に渋谷
区・原宿神宮前にオープンしました。
　ホグロフスはスウェーデンのアウトドアブランドで、優れた
高品質素材を使い、高機能なプロダクトを揃え、トップクラ
スの登山家、クライマー、バックカントリースキーヤーから高
い信頼を得ています。店内にはウエア、シューズ、バッグ、ア
クセサリーや小物、寝袋やその他ギア類など、さまざまなカ
テゴリーのホグロフス商品を品数豊富に取り揃えています。

高齢化社会に対応し介護予防用品事業に参入

　当社は、日本の高齢化社会に対応し、高齢者の健康維持に
主眼を置いた商品を順次展開するなど、介護予防用品事業
に参入します。
　当社は事業領域の1つとして「健康・快適」を掲げ、スポー
ツにおける技術資産を活用し、人々の生活の質を高めるな
ど、 生活に貢献できる製品・サービスを継続的に創出するこ
とを中期経営計画の重点戦略に定めています。

　当該事業向けに位置付けた初めての商品として、介護予備軍（予防者）から軽度の要介護者まで
を対象に、歩くことで健康維持を目指したシューズ「ライフウォーカー」を2013年3月に発売します。
足裏全体を使ってしっかり接地しながら前に進みやすい機能を有し、着用者本人だけではなく、本人
以外でも脱ぎ履きさせやすい形状にしたほか、高齢者の日常生活を調査し、普段着に合わせやすい
デザインにしています。
　運動を通じた健康維持を目的に、当社の独自技術を活用した各種商品を開発し、順次展開してい
きます。

ベースボール用品をすべて「アシックス」ブランドで統一

　当社は、ベースボール事業において、2013年シー
ズンに向けた新商品から、すべて「アシックス」ブラン
ドに統一して展開します。
　1976年からライセンス契約を締結してきたローリ
ングス社（アメリカ）との契約が2012年12月31日に
満了となり、それに伴うものです。
　スローガンを「最新、最速。」とし、アシックススポー
ツ工学研究所で培ってきた知見を生かした高機能商品

を中心に幅広く展開します。
　2012年11月からは、高校
生を主な対象に、「アシックス」
ブランドとして初めて各用具を総合的に取り揃えた最上級シリーズ
「GOLDSTAGE（ゴールドステージ）」を順次発売しています。
　今後は「アシックス」ブランドに統一することで売上拡大のほか、アシック
スグループ全体のブランド価値向上を図ります。

ライフウォーカー（女性用）

「HAGLÖFS 原宿」店内

最上級シリーズ「GOLDSTAGE」

「GOLDSTAGE」
シリーズのグラブ



会社概要（2012年 9月 30日現在）

社名 株式会社アシックス
創業 昭和24年9月1日
資本金 239億7千2百万円
事業内容  各種スポーツ用品等の製造および販売
本社所在地 〒650-8555
 神戸市中央区港島中町7丁目1番1
 TEL  ： （078）303-2231
 FAX：（078）303-2241
従業員数 5,781名（連結）

役員（2012年11月16日現在）

会社の概況

常務執行役員	 ジョン・モレンジャー
執行役員	 稗	田	甲	二
	 平	本					博
	 山	根					至
常勤監査役	 石	塚	達	信
常勤社外監査役　	 田	中	秀	明
社外監査役	 三	原	秀	章
	 宮	川	圭	治

個人その他
18.49%

外国法人等
37.52%

その他の国内法人
8.19%

証券会社
0.18%

金融機関
35.62%

株主メモ

事業年度 毎年4月1日～翌年3月31日
剰余金の配当基準日 3月31日
定時株主総会 毎年6月中
単元株式数 100株
公告方法 下記の当社ホームページに掲載いたします。
 http://www.asics.co.jp/ir/

  ただし、事故その他やむを得ない事由によって電
子公告による公告をすることができない場合は、
日本経済新聞に掲載する方法により行います。

株主名簿管理人および みずほ信託銀行株式会社
特別口座 口座管理機関 本店 証券代行部
事務取扱場所 東京都中央区八重洲一丁目2番1号
郵便物送付先 〒168-8507　東京都杉並区和泉二丁目8番4号
 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部
電話お問い合わせ先 電話0120-288-324（フリーダイヤル）
特別口座に関する みずほ信託銀行株式会社 全国各支店
お取扱店 みずほインベスターズ証券株式会社 全国本支店

※  株式に関する各種お手続き（住所変更、単元未満株式の買取・買増、株式
の振替等）は、株主様の口座が開設されている証券会社にご連絡ください。
証券会社に口座を開設されていない株主様は、上記みずほ信託銀行株式会
社へご連絡ください。

※  未払配当金のお支払いについては、みずほ信託銀行株式会社全国本支店ま
たは株式会社みずほ銀行全国本支店へご連絡ください。

※  みずほインベスターズ証券株式会社は、2013年1月4日以降はみずほ証
券株式会社となります。

株主総会・IRに関する発表資料、決算発表資料、アニュアルレポート（英文）など株
主・投資家向けの情報については当社ホームページ（http://www.asics.co.jp/ir/）
に掲載しています。

株式の状況 

取締役会長	 和	田	清	美
代表取締役社長CEO	 尾	山					基
取締役	 池	﨑	俊	郎
常務執行役員	 佐	野	俊	之
	 松	尾	和	人
取締役執行役員	 橋	本	幸	亮
	 土	方	政	雄
	 加	藤	克	巳
社外取締役	 梶	原	健	司
	 濵	岡	峰	也

株式状況（2012年 9月 30日現在）

発行可能株式総数 790,000,000株
発行済株式の総数 199,962,991株
 （うち自己株式10,372,159株）

株主数 12,500名
大株主（上位10名）　　　　　　　注）持株比率は、自己株式を除いて計算しております。

株主名 持株数
（千株）

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） 9,783 5.2

株式会社三菱東京 UFJ銀行 7,858 4.1

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 6,743 3.6

株式会社三井住友銀行 6,607 3.5

日本生命保険相互会社 6,309 3.3

株式会社みずほコーポレート銀行 5,568 2.9

メロン バンク エヌエー アズ エージェント フォー イッツ 
クライアント メロン オムニバス ユーエス ペンション 4,591 2.4

株式会社みなと銀行 4,208 2.2

ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505225 3,811 2.0

ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505223 3,404 1.8

分布状況（所有者別）

特別口座をご利用の株主様へ

株式の振替のご案内
　2009年1月5日の株券電子化実施日に、当時の単元未満株式（1株～
999株）を所有されていた株主様や、株券をお手元に保管されていた株主様
は、当社がみずほ信託銀行に開設しました特別口座で株式が管理されている
可能性があります。特別口座で管理されている株式については、証券市場で
の売買を行うことができないなどの制約があります。所有されている株式
が特別口座で管理されている株主様は、以下の手順をご参考にお手続きをご
検討いただきますようお願いいたします。なお、特別口座の有無がご不明な
場合は、下記お問い合わせ先へご連絡ください。

証券口座への振替手続き
① 振替先口座として、証券会社にご本人様名義の証券口座を開設します。
　（すでに証券口座をお持ちの株主様は不要です。）
② みずほ信託銀行に対し、口座振替申請を行います。
③ ①、②終了後、証券口座へ株式が振替えられます。

みずほ信託銀行
証券会社

① 証券会社にて事前手続き

② 口座振替申請 ③ 振替

株主様

※  上記ご案内は、特定の証券会社との取引の勧誘を目的とするものではあり
ません。株式の振替については、必ず株主様ご自身のご判断により行って
いただきますようお願いいたします。

7®0120-288-324
土・日・祝祭日を除く 平日9:00～17:00

お問い合わせ先

みずほ信託銀行株式会社 証券代行部


