
ASICS通信

　最初に、東日本大震災で被災された皆
様に謹んでお見舞いを申しあげるととも
に、一日も早い復興を心よりお祈り申しあ
げます。
　当社グループは阪神・淡路大震災の経
験から、継続的な支援が重要と考えてい
ます。そこで特に日本の将来を担う子ど
もたちの健やかな成長を支える活動を中
心に、当社ならではの支援活動を進めて
まいります。

世界的なランニングマーケットの
拡大を追い風に増収増益を達成

　2011年3月期（第57期）の連結業績
は、売上高2,353億円、営業利益215億
円、当期純利益は110億円と、前期比で増
収増益となりました。健康志向によるラン
ニング、マラソン人気の高まりを追い風と

新中期経営計画「AGP2015」のもとグローバル展開を
加速し、持続的な成長と企業価値の向上を目指します。

よるブランド広告を展開してきたほか、市
民マラソンのサポートを積極的に行って
きたことが、その評価をより強固にしてい
ます。こうした取り組みの成果は成長著し
い新興国にも波及しており、本格販売を
開始したインドや東南アジアでも売上は
好調に推移しています。
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して、アメリカ、ヨーロッパ、アジア・パシ
フィックの各地域ともに現地通貨ベース
で成長を実現しました。一方、国内は依然
としてデフレ傾向による厳しい状況が続
いており、連結業績を押し下げることとな
りました。なお、東日本大震災による当社
グループへの影響は、限定的な範囲にと
どまっています。

世界各地のニーズに合わせた
戦略を展開

　海外事業が好調なのは、機能性と視覚
的な美しさが融合した製品の優秀性が高
く評価された結果であり、欧米､オースト
ラリアなどの主要参入国において、市民
マラソンでのランニングシューズ使用率
では、トップシェアを確保しています。さ
らに、2008年より世界統一ビジュアルに

世界統一ビジュアルによる
2011年のブランド広告



「ファブレ FIRST MS II」
つまずきにくい、歩き始めの
赤ちゃん用シューズ

「TARTHERGALE 2」
1983年から展開している

当社の代表的なランニングシューズ
「ターサー」シリーズ

より細やかなフィッティングが可能

「BC WALKER 325」
背筋が伸びた美しい歩行姿勢を
導くウォーキングシューズ

アシックスの軸足 —社長メッセージ

　ランニングにおけるトップブランドの地
位をさらに強固にするため、技術力によっ
て差別化された高機能、高品質の製品を
継続的に創出すると同時に、専門機器の
使用によるお客様の足や走り方に合った
シューズの提案など、日本でつちかったア
シックス流の丁寧なサービスを海外でも
展開してまいります。
　また、ランニング人口が急増する東南ア
ジア、ロシア周辺の東欧地域、および地中
海の周辺地域など、文化度の高い新興国
への参入地域の拡大を目指します。こうし
た需要の増加に応えるため、生産体制の強
化を進めています。
　国内では、アシックスの世界観を表現す
る自主管理売場を拡大するとともに、デザ
イン性に優れた海外製品の投入を積極的
に推進します。根強い支持をいただいて
いる上級者層だけでなく、拡大する女性
向け市場や初心者層の獲得を目指します。
　ランニングと同様に健康志向により市

場拡大が期待できるウォーキングシュー
ズにおいても、歩く動作を徹底分析した
専用シューズの発売に加え、当社グルー
プのウォーキングショップ「歩人館」を情
報の発信地である銀座に出店し、メー
カー小売事業でトップを目指します。

国や言葉の壁を超えた
シームレスな組織体制の確立

　2011年度からの5ヵ年計画「アシック
ス・グロース・プラン（AGP）2015」にお
いて、世界本社として日本の本社機能を
強化すると同時に、組織を日本、アメリ
カ、欧州・中近東・アフリカ、オセアニア・
東南・南アジア、東アジアの世界5極に
再編成し、各地域のお客様の固有のニー
ズに対応できる体制としました。
　また、グローバル企業として名実ともに
飛躍するため、意思決定や組織体制など
経営のプラットフォームの変革も進めてま
いります。世界各地の現地のスポーツ
マーケットで豊富な経験を持つ幹部を招
き、体制の再構築を図る一方、当社グ
ループの成長を支え、グローバルで活躍
できる人財を継続的に輩出することを目
的とした社内人財育成制度「ASICS 

Business Leader School（アシックス ビ
ジネス リーダー スクール）」も2011年
4月からスタートさせました。
　国や言葉の壁を超えたシームレスな組
織体制を確立し、グループ一丸となってさ
らなる海外展開を進めてまいります。

強みを発揮できる
地域・事業領域に経営資源を集中

　国内においては、消費マインドの低迷
や震災の影響などに注視していく必要が
あります。しかし、海外に目を転じると、
これまで当社の成長を牽引してきた欧米
の先進国だけでなく、アジア、東欧、北ア
フリカなどの新興国でもランニング人口
が急速に増加しています。さらに、未開拓
の地域も多く、大きな成長機会が存在し
ています。こうした地域をしっかりと取り
込み、ランニング事業でNo.1の地位を
確固たるものにしてまいります。
　同時に、クリケットやラクロスなど、市
場規模が大きく、かつ当社の優位性を発
揮できるアスレチックスポーツのカテゴ
リーへの取り組みを強化し、トップシェア
の獲得を目指します。
　AGP2015の目標である連結売上高
4,000億円の達成に向け、これまでつち
かった当社グループの強みを発揮できる
地域やカテゴリーに経営資源を重点投入
し、持続的な成長と企業価値の向上を実
現してまいります。

　株主の皆様には、一層のご理解・ご支
援を賜りますようお願い申しあげます。

2011年6月
　　　　　　  代表取締役社長CEO
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財務ハイライト

通期連結業績予想 　　　　　　　　　　　　　  　 （単位：百万円）

 2011年3月期 2012年3月期
 第57期（実績） 第58期（予想） 前期比増減

売上高 235,349 254,000 7.9%

営業利益 21,573 22,500 4.3%

経常利益 19,467 22,500 15.6%

当期純利益 11,046 13,500 22.2%

1株当たり当期純利益（単位：円） 58.26 71.19 —
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当期純利益 総資産・純資産・自己資本比率売上高

■総資産   ■純資産         自己資本比率

 スポーツシューズ類
 175,057 （74.4%）

 スポーツ用具類
 16,606 （7.0%）

 スポーツウエア類
 43,685 （18.6%）

分類別売上高
（単位：百万円）

 日本地域
 104,862
［12,257］

その他事業
 4,363［–］

アジア・
パシフィック地域
 24,091［856］

 米州地域
 59,604［0］

 欧州地域
 55,542［–］
※［　］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）

POINT 解説

経営成績に関する分析
　当連結会計年度における売 上 高は
235,349百万円と前年同期間比4.9％の増
収でした。このうち国内売上高は、主にス
ポーツスタイルシューズおよびアスレチッ
クウエアが低調であったため、88,040百万
円と前年同期間比5.6％の減収でした。海
外売上高は、欧州、米州およびオーストラ
リアでランニングシューズが好調に推移し
ましたので、147,308百万円と前年同期間
比12.4％の増収となりました。
　売上総利益は主として海外の原価率の改
善により、103,122百万円と前年同期間比
9.4％の増益でした。販売費及び一般管理費
は、主に広告宣伝費等の増加に加え、企業
結合によって発生したのれんの償却と、資
産および負債を時価にて再評価したことに
より計上した無形固定資産の減価償却費を
計上した結果、81,548百万円と前年同期間
比6.4％増加しましたが、営 業 利 益は
21,573百万円と前年同期間比22.7％の増
益となりました。営業外収益は前年同期間
に持分法非適用関連会社からの受取配当金
を計上したことなどにより1,371百万円と
前年同期間比32.0％の減少、営業外費用は
為替差損（2,729百万円）の増加などにより
3,477百万円と前年同期間比154.0％増加
したことにより、経常利益は19,467百万円
と前年同期間比6.8％の増益となりました。
特別利益は前年同期間に投資有価証券償還
益を計上したことなどにより前年同期間比
98.9％減少の5百万円となりました。特別
損失は資産除去債務会計基準の適用に伴う
影響額の計上などにより976百万円と前年
同期間比133.2％の増加となりました。当
期純利益は前年同期間に過年度法人税等を
計上したことにより11,046百万円と前年
同期間比32.7％の増益となりました。

財政状態に関する分析
　総 資 産 200,790百万円（前年同期比
8.7％増）、純資産の部合計106,369百万
円（前年同期比3.0％減）となりました。



SportiVITÀ

「ファブレ FIRST MS II」
つまずきにくい、歩き始めの
赤ちゃん用シューズ

「TARTHERGALE 2」
1983年から展開している

当社の代表的なランニングシューズ
「ターサー」シリーズ

より細やかなフィッティングが可能

「W’S チュニック丈グラフィックTシャツ」
走ることはもちろん
おしゃれも楽しみたい

女性ランナー向けのランニング用ウエア

「GEL-BLUR 33」
自然な足の動きを実現する
軽量ランニングシューズ
（アメリカで展開）

「BC WALKER 325」
背筋が伸びた美しい歩行姿勢を
導くウォーキングシューズ

世界に拡がるアシックスのランニング事業

　銀座、原宿、ロンドン、ニューヨーク、台北に次
ぐ 6店舗目の旗艦店となる「ASICS STORE 

AMSTERDAM（アシックスストアアムステルダ
ム）」を、2011年1月にオランダのアムステルダ
ム市内にオープンしました。ランニング関連の商
品を取り揃え、海外の直営店では初めて、専門機
器を使用してランニングの総合的な能力を測定で
きる「ASICS RUNNING LAB（アシックスランニ
ングラボ）」を導入しています。また、他の「アシッ
クスストア」同様に、3次元足形計測機とランニン
グ時のフォームや足運びを分析するゲイトアナリ
シスシステムからなる「ASICS FOOT ID（アシッ
クスフットアイディ）」を導入し、お客様の足や走
り方に合うシューズを販売しています。会員様向

Products

「Japan’s Best Global Brands 2011」 で
3年連続のランクイン

　世界的なブランドコンサルティング会社のインターブランド社が発表した
「Japan's Best Global Brands 2011」にて、当社は3年連続でのトップ30 入
りを果たすとともに、2年連続で22位にランクインしました。「好調のランニン
グシューズに加え、ブランドの考え方をうまく表現した形で欧州のアパレル商品
のプロモーションを強化した」という評価を受け、ブランド価値ポイントは前年比
12％アップしています。
　今後も世界における「Best Global Brands」のトップ100に選ばれるよう、引
き続きブランド価値の向上に努めていきます。

アシックスストア 
アムステルダム

けに更衣室やシャワールームを設けるなど、ラン
ナーをサポートするサービスも充実しています。

世界のランニングイベントを継続サポート

　当社では、東京マラソン、ニューヨークシティマ
ラソン、パリマラソン、ゴールドコーストマラソン、
ムンバイマラソンなど国内外のランニングイベント
のスポンサーをしています。さらに、拡大するマラ
ソン、ランニング人気を受け、アジア地域における
活動に注力するため、2010年の大会からシンガ
ポールマラソンのオフィシャルアパレルスポンサー
を務めています。また、2011年5月開催のストッ
クホルムマラソンではタイトルスポンサーとなりま
した。
　今後もこれらの大会を通じて、世界各地において
ランニング文化の発展をサポートするとともに、世
界のランナーとのコミュニケーションを充実させ、
よりニーズに合った商品を開発していくなど、ブラ
ンド価値向上を図ります。

1. ニューヨークシティ 
 マラソン

2. シンガポールマラソン

1

2



女性ランナーとのコミュニケーションを充実

　当社は、ニーズが多様化する女性ランナーや初心
者へのアプローチ強化を目的に、様々なイベントや
PR活動を行っています。
　2011年2月には、東京・南青山の青山通り沿いの好
立地にポップアップショールーム「ASICS Shining Base

（アシックス シャイニング ベース）」を1週間の限定で
オープンしました。これは、当社がオフィシャルスポン
サーを務めた2011年2月の「東京マラソン2011」、同
年3月の女性にスポットを当てたイベント「渋谷表参道
Women’s Run」の開催に合わせて展開したものです。
　このショールームは、大型トレーラーハウス2台を
使うとともに、イベントスペースを設けたもので、最新
のランニング・フィットネスアパレルやシューズの展示
販売に加えて、化粧品メーカーとの連携によるスポー
ツ時のメイクアップ講座や栄養学に関する講座などを
開催しました。また、青山の街を走るランニング講座

「ナイトラン」も開催しました。このほか、当社
商品取扱店での店頭演出、商品施策などで女
性を意識したマーケティング活動に注力し、プ
ロモーション活動を強化しました。
　今後も、ランナーとの直接的なコミュニケー
ションを深めることで、最新の市場動向にかなっ
た商品、サービスの企画に役立てていきます。

グローバルで展開している旗艦店のアシックスストアは、ランナーはもちろん、初心者やフィットネス目的に走る方など幅広
い層を対象としたランニングライフスタイル提案型の直営店です。ランニング用品の販売だけでなく、アシックスがつちかっ
てきたランニングに関係する様々なサービスも提供しています。

サービスは一部有料です。詳しくは、アシックスストアWebサイトをご覧ください。
http://www.asics.co.jp/running/store/

アシックスストアは、ランニングライフスタイルを
ご提案する店舗です。

アシックスのお店紹介̶

ASICS STORE

ゲイトアナリシス
GAIT ANALYSIS

ランニング時のフォームや
足運びを撮影して分析す
るとともに、フォームチェッ
クや足動作に合わせて最
適なシューズ選びをお手
伝いします。

※ ロンドン店は年内にゲ
イトアナリシスシステム
を導入する予定です。

3次元足形計測機
3D FOOT SCAN

足の形状を3次元足形計
測機でスピーディに計測
し、独自の分析ソフトで詳
しく足の特徴についてご
説明します。

東日本大震災の震災遺児への継続的支援活動

　当社は、東日本大震災で両親をなくした子どもたちが、スポーツを通して心身ともに健やかに成長でき
るよう、継続的な支援活動「A Bright Tomorrow Through Sport（ブライト トゥモロー スルー スポーツ） 
あしたへ、スポーツとともに」を行うことを決定しました。両親をなくした震災遺児を対象に、対象者が満
19歳を迎えるまでの間、ウエアやシューズなど当社スポーツ用品を継続的に提供していくものです。また、
被災した子どもたちをアシックススポーツミュージアムやアシックススポーツ工学研究所などに招待し、ス
ポーツの楽しさや復興後の神戸に触れることで活力を取り戻してもらうための活動を行っていきます。さら
に、各種運動指導者の資格を持つ社員が被災地域を訪問し、健康のための運動指導も行います。
　当社が1995年の阪神・淡路大震災で被災した際には、全国の皆様からたくさんの温かいご支援をい
ただきました。その経験から、今回のような大災害では、継続的な支援が必要と考え、特に将来の日本を
支える子どもたちの健やかな成長を支援していきたいと考えています。

「ASICS FOOT ID」で最適なシューズ選びをサポート

1. 渋谷表参道 
Women’s Run

2. アシックス  
シャイニング  
ベース
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会社概要（2011年 3月 31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 5,604名（連結）

役員（2011年6月24日現在）

会社の概況

	 稗	田	甲	二
	 土	方	政	雄
	 平	本					博
	 山	根					至
	 渡	辺	博	司
常勤監査役	 黒	﨑	鉄	雄
　	 西	野	修	一
常勤社外監査役　	 田	中	秀	明
社外監査役	 山	上	和	則
	 三	原	秀	章

株式状況（2011年 3月 31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10,359,131株）

株主数 11,944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） 12,332 6.5

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 10,163 5.4

株式会社三菱東京 UFJ銀行 7,858 4.1

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

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 3,770 2.0

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 3,494 1.8

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口9） 3,282 1.7

分布状況（所有者別）

個人その他
18.92%

政府及び地方公共団体
0.70%

外国法人等
31.69%

その他の国内法人
8.11%

証券会社
0.94%

金融機関
39.64%

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 1,000株
公告方法 下記の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

※  住所変更等の事務手続きは、お取引の証券会社等（口座管理機関）にてお手続きください。
※  特別口座で管理されている株式につきましては、一般口座にお振り替えいただくことができます。
お手続きにつきましては、みずほ信託銀行本店証券代行部にお問い合わせください。

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
取締役執行役員	 松	尾	和	人
	 橋	本	幸	亮
社外取締役	 梶	原	健	司
	 濵	岡	峰	也
執行役員	 池	田					新
（五十音順）	 井	上	忠	史
	 加	藤	克	巳

単元株式数を変更いたします。

2011年7月1日付で、株式の流動性を高め、投
資家層の拡大を図るため、単元株式数を1,000
株から100株に変更いたします。

  単元株式数の変更に関するお知らせ


