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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

 （注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移につきまして

は記載しておりません。 

２. 売上高には、消費税等は含んでおりません。 

３. 潜在株式調整後１株当たり四半期(当期）純利益金額につきましては、潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。 

  

回次 
第55期

当第３四半期連結 
累計期間 

第55期
当第３四半期連結 

会計期間 
第54期

会計期間 
自 平成20年４月１日
至 平成20年12月31日 

自 平成20年10月１日
至 平成20年12月31日 

自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日 

売上高（百万円）  184,623  60,415  226,174

経常利益（百万円）  16,234  3,054  21,133

四半期（当期）純利益（百万円）  9,728  2,185  13,095

純資産額（百万円） －  102,597  110,141

総資産額（百万円） －  178,983  186,065

１株当たり純資産額（円） －  484.67  500.83

１株当たり四半期（当期）純利益金額

（円） 
 49.60  11.38  65.82

潜在株式調整後１株当たり四半期（当

期）純利益金額（円） 
    －     － － 

自己資本比率（％） －  51.4  53.5

営業活動によるキャッシュ・フロー

（百万円） 
 18,215 －  9,893

投資活動によるキャッシュ・フロー

（百万円） 
 △8,614 －  △1,611

財務活動によるキャッシュ・フロー

（百万円） 
 1,547 －  530

現金及び現金同等物の四半期末（期

末）残高（百万円） 
－  27,887  19,507

従業員数（人） －  5,230  4,894
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 当第３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、

重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

  

 当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。  

  

２【事業の内容】 

３【関係会社の状況】 

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は［ ］内に当第３四半期連結会計期間の平均人員を外数で記

載しております。 

(2）提出会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は［ ］内に当第３四半期会計期間の平均人員を外数で記載し

ております。 

  

  平成20年12月31日現在 

従業員数（人） 5,230〔1,234〕 

  平成20年12月31日現在 

従業員数（人） 1,304 〔83〕 
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 当社グループは、製品の種類、性質、製造方法および販売市場等の類似性から判断して、同種・同系列のスポ

ーツ用品を専ら製造販売しているため、事業の種類別セグメント情報は記載しておりませんので、生産および販

売の状況についての記載を省略しております。また、受注状況についても、受注生産を行っている割合が僅少で

あるため記載を省略しております。なお、製品の種類別の売上高は、「３．財政状態及び経営成績の分析」に記

載のとおりであります。 

  

    当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

  

第２【事業の状況】 

１【生産、受注及び販売の状況】 

２【経営上の重要な契約等】 

３【財政状態及び経営成績の分析】 

(１）業績 

当第３四半期連結会計期間における世界経済は、米国に端を発した世界的な金融危機等が世界景気を後退さ

せ、また各国の実体経済に波及し企業業績の悪化を招きました。日本経済におきましても、個人消費の伸び悩

み、設備投資の減少、雇用情勢の悪化などにより、景気は厳しい状況で推移しました。 

スポーツ用品業界につきましては、健康志向によるスポーツへの関心の高まりが見られたものの、競争激化や

消費者の購買意欲の低迷などにより、一層厳しい経営環境が続きました。 

このような情勢のもと、当社グループは、引き続きグローバルレベルでのランニング事業の強化・拡大を図る

とともに、アスレチック事業のマーケティング体制の強化およびデザインセンターを設置するなど製品力の強化

に努めました。 

また、欧州における当社グループの旗艦店として「ASICS STORE LONDON」をロンドン市内にオープンするとと

もに、財団法人日本陸上競技連盟との間で、日本代表チームへの当社製品の提供、選手への支援等を行うオフィ

シャルパートナーについて合意するなど、販売促進およびアシックスブランドの認知度の向上を図りました。 

当第３四半期連結会計期間における売上高は604億１千５百万円となりました。このうち国内売上高は210億６

千１百万円、海外売上高は393億５千４百万円であります。損益につきましては、営業利益は58億９千１百万

円、為替差損の計上等により経常利益は30億５千４百万円、四半期純利益は21億８千５百万円となりました。 

  当第３四半期連結会計期間における各分類別売上高は、次のとおりであります。 

    ①スポーツシューズ類 

スポーツシューズ類の売上高は460億２千７百万円でした。このうち国内売上高は114億３千１百万円、海外

売上高は345億９千６百万円となりました。 

②スポーツウエア類 

スポーツウエア類の売上高は108億５千９百万円でした。このうち国内売上高は69億７千５百万円、海外売

上高は38億８千４百万円となりました。 

③スポーツ用具類 

スポーツ用具類の売上高は35億２千９百万円でした。このうち国内売上高は26億５千５百万円、海外売上高

は８億７千４百万円となりました。 

 当第３四半期連結会計期間における所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。  

①日本 

日本における売上高は242億２百万円、営業利益は５億３千６百万円となりました。 

②米州 

米州における売上高は139億４千３百万円、営業利益は６億９千５百万円となりました。 

③欧州 

欧州における売上高は192億４千５百万円、営業利益は43億１百万円となりました。 

④その他の地域 

その他の地域における売上高は53億７千４百万円、営業利益は３億８千８百万円となりました。 

 （注） 前記の金額には、消費税等は含んでおりません。 
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(２）キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結会計期間末の財政状態といたしましては、総資産1,789億８千３百万円（前連結会計年度

末比3.8％減）、負債の部合計は、763億８千５百万円（前連結会計年度末比0.6％増）、純資産の部合計は、

1,025億９千７百万円（前連結会計年度末比6.8％減）となりました。 

またキャッシュ・フローにおきましては、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下

「資金」という）は、278億８千７百万円と前連結会計年度末に比べ83億８千万円増加しました。 

なお、当第３四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであり

ます。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は60億２千３百万円となりました。 

収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益28億５千６百万円、仕入債務の増加額15億９千２百万円、為

替差損９億１千５百万円、減価償却費８億２千９百万円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は30億１千万円となりました。 

支出の主な内訳は、事業譲受に伴う支出15億３千８百万円、有形固定資産の取得による支出12億２千３百万円

であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は31億３千８百万円となりました。 

収入の主な内訳は、短期借入金の純増加額104億８千４百万円であり、支出の主な内訳は、自己株式の取得

による支出70億８百万円であります。 

(３）事業上及び財務上の対処すべき課題 

当社グループは、平成22年度までに連結売上高3,000億円を目指すという全社戦略「アシックス・チャレン

ジ・プラン」を遂行しております。 

この目標の達成を目指し、二大基幹ブランドである「アシックス」と「オニツカタイガー」のブランド価値

をさらに向上させ、世界市場での事業拡大を図ります。 

そのために、スポーツ工学研究所を中心に技術革新を行い、高付加価値（高機能、高品質）の製品・サービ

スを継続的に開発するとともに、デザインセンターにおいて当社独自のデザインポリシーや方向性を創出する

など、製品力を一層強化し、事業拡大を目指します。 

販売面におきましては、世界４極体制（日本、米州、欧州、アジア・パシフィック）のもと、直接販売地域

を順次拡大し、アジア圏に加え、東欧、中近東、中南米、南アジアでの販売拡大を図ります。また、直営店、

フランチャイズ店、インショップを引き続き積極的に展開し収益向上に努めます。 

組織につきましては、グループ力を一層強化し、引き続き販売効率の向上と在庫の削減を目指すなど、経営

の効率化に努めます。また、地球温暖化等の環境対策、法令遵守など企業としての社会的責任を果たすととも

に、内部統制の強化、競争力ある人財の育成を行うなど、当社グループ全体での業務改革を推進してまいりま

す。 

 会社の支配に関する基本方針について 

① 会社の支配に関する基本方針の内容 

当社は、上場会社として当社株式の自由な売買を認める以上、当社の取締役会の賛同を得ずに行われる、い

わゆる「敵対的買収」であっても、企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定する

ものではありません。特定の者の大規模買付行為に応じて当社株式の売却を行うか否かは、 終的には当社株

式を保有する当社株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると考えます。 

しかし、当社および当社グループは、スポーツを核とした事業領域で、企業価値・株主共同の利益の確保・

向上に取り組んでおり、そのために幅広いノウハウと豊富な経験、ならびに国内外の顧客・取引先および従業

員等のステークホルダーとの間に築かれた良好な関係を維持し促進することが重要な要素であり、当社の財務

および事業の方針の決定を支配する者としては、これらに関する十分な情報や理解がなくては、将来実現する

ことのできる企業価値・株主共同の利益を毀損する可能性があり、不適切であると考えます。 
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② 会社の支配に関する基本方針の実現に資する特別な取り組み 

当社は、1949年（昭和24年）に、スポーツを通じて青少年の健全な育成に貢献することを願い鬼塚商会とし

て創業以来、「健全な身体に健全な精神があれかし」を創業哲学とし、「すべてのお客様に価値ある製品・サ

ービスを提供する」ことを理念に、お客様の求めるものを徹底的に追求し、スポーツをする選手、スポーツを

愛するすべての人々や健康を願う方々の役に立つよう、技術とものづくりに対するこだわりを持ち続けてまい

りました。 

1977年（昭和52年）に、同業２社との合併を機に、この創業哲学のラテン語

「Anima Sana In Corpore Sano」の頭文字から社名を株式会社アシックス（ASICS）へ変更し、社業の発展に

努めてまいりました。 

当社および当社グループは、現在、子会社40社および関連会社４社で、スポーツシューズ類、スポーツウエ

ア類、スポーツ用具類など専らスポーツ用品を、国内および海外で製造販売しております。そして、長年トッ

プアスリートのニーズに応えてきた技術力とものづくりへのこだわりや欧米を中心とした海外でのシューズを

中心としたランニング事業における高いブランドイメージを基盤として、「スポーツ・健康・快適ライフを創

造する世界ナンバーワン企業」を目指すべき姿と定め、２０１０年度までの中期計画「アシックス・チャレン

ジ・プラン」を発表し、①アスレチックスポーツ事業領域、②スポーツライフスタイル事業領域および③健康

快適事業領域の３つの事業領域において、「ブランド力の強化」、「製品力の強化」、「販売力の強化」およ

び「組織力の強化」の「４つの強化」を遂行し、事業の拡大・強化に取り組んでおります。 

当社および当社グループは、今後も中長期的な視野に立ち、変革を続けていく中で、変えてはならない当社

の技術力とものづくりへのこだわりの継承を大きな強みとして、技術力の拡大、蓄積、創造をかさね、クオリ

ティの高い製品とサービスを提供し、企業価値のさらなる向上を目指してまいります。 

③ 会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針が支配されること

を防止するための取り組み 

当社は、平成20年６月20日開催の定時株主総会において、当社株式の大規模な買付行為への対応方針の一部

を改定して継続することを決定いたしました。本対応方針の概要は次のとおりであります。 

当社は、突然大規模な買付行為がなされたときに、大規模買付者による当社および当社グループの従業員、

顧客および取引先等のステークホルダーとの関係についての方針や当社グループの経営に参画したときの経営

方針・事業計画等が、当社の企業価値・株主共同の利益を高めるものか等を株主の皆様に短期間のうちに適切

に判断していただくためには、大規模買付者および当社取締役会の双方から適切かつ十分な情報が提供される

ことが不可欠と考え、大規模買付行為に際しては、まず、大規模買付者が事前に株主の皆様の判断のために必

要かつ十分な大規模買付行為に関する情報を提供すべきであると考えます。 

また、当社取締役会も、かかる情報が提供された後、大規模買付行為に対する当社取締役会としての意見の

検討を速やかに開始し、独立委員会からの勧告や外部専門家等の助言を受けながら慎重に検討したうえで意見

を形成して公表いたします。 

かかるプロセスを経ることにより、当社株主の皆様は、当社取締役会の意見を参考にしつつ、大規模買付者

の提案に対する諾否を検討することが可能となり、大規模買付者の提案に対する 終的な諾否を適切に決定す

るために必要かつ十分な情報の取得と検討の機会を得られることとなります。 

 大規模買付ルールの概要は次のとおりであります。 

(ⅰ)大規模買付者には、大規模買付行為の前に、当社取締役会に対して、当社株主の皆様の判断および当社取

締役会としての意見形成のために必要かつ十分な情報（以下「本必要情報」といいます。）を提供していた

だきます。 

(ⅱ)当社取締役会は、大規模買付者が当社取締役会に対し本必要情報の提供を完了した日の翌日から、60日間

（対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合）または90日間（その他の大

規模買付行為の場合）を取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間（以下「取

締役会評価期間」といいます。）とし、大規模買付行為は、取締役会評価期間の経過後にのみ開始されるも

のとします。 

当社取締役会は、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合や、大規模買付ルールを遵守する場合

であっても、当該大規模買付行為が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なう場合で、かつ、対抗措置

を発動することが相当であると判断したときに限り、取締役会から独立した組織の独立委員会に必ず諮問し、

独立委員会の勧告を 大限尊重したうえで、対抗措置を発動することができるものとします。 
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④ 上記取り組みが会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当

社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないことについて 

本対応方針は、会社支配に関する基本方針に沿い、大規模買付者が事前に大規模買付行為に関する必要かつ

十分な情報を当社取締役会に提供し、当社の取締役会評価期間経過後にのみ当該買付行為を開始することを求

め、大規模買付ルールを遵守しない大規模買付者に対して当社取締役会が対抗措置をとることができる旨明記

し、また、大規模買付ルールを遵守する場合であっても、当該大規模買付行為が当社の企業価値・株主共同の

利益を著しく損なう場合で、かつ、大規模買付者に対して対抗措置を発動することが相当であると判断したと

きは、当社株主の利益を守るため対抗措置を講じることがことができる旨を明記したものであります。 

また、本対応方針は、当社株主が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために、大規模買付者に対し必

要かつ十分な大規模買付行為に関する情報の提供を求め、当社取締役会の意見の公表、代替案の提示等と併

せ、当社株主が大規模買付者の提案に対する 終的な諾否を適切に決定するために必要かつ十分な情報の取得

と検討の機会を得られることとするものであり、当該大規模買付行為が上記の趣旨を具現化した一定の合理的

なルールに従って行われることが、当社の企業価値・株主共同の利益に合致するものと考えております。 

さらに、本対応方針は、大規模買付行為に関して当社取締役会が意見を形成するうえで独立委員会からの勧

告や外部専門家等の助言および監査役の意見を参考に慎重に検討し、決議・公表することとし、対抗措置を発

動する場合も、外部専門家等および監査役の意見を参考に評価・検討したうえで独立委員会の勧告を 大限尊

重することを明記しております。また、本対応方針は、当社株主総会において株主の皆様の承認を得ることを

存続の条件としております。これらの措置により、本対応方針は当社役員の地位の維持を目的とするものでは

ないと考えております。 

  

(４）研究開発活動 

当第３四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は１億５千２百万円であります。 

なお、当第３四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありませ

ん。 
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第３【設備の状況】 
(1）主要な設備の状況 

当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

(2）設備の新設、除却等の計画 

当第３四半期連結会計期間において、第２四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、除却等

につきましては、重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却

等の計画はありません。 
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①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

  

該当事項がないため記載しておりません。 

  

該当事項がないため記載しておりません。 

  

第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

（１）【株式の総数等】 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  790,000,000

計  790,000,000

種類 
第３四半期会計期間末
現在発行数（株） 
（平成20年12月31日） 

提出日現在発行数
（株） 

（平成21年２月13日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容

普通株式  199,962,991  199,962,991

東京証券取引所 

（市場第一部） 

大阪証券取引所 

（市場第一部） 

単元株式数 

1,000株  

計  199,962,991  199,962,991 － － 

（２）【新株予約権等の状況】 

（３）【ライツプランの内容】 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
（千株） 

発行済株式
総数残高 
（千株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

資本準備金 
増減額 

（百万円） 

資本準備金
残高 

（百万円） 

平成20年10月１日～

平成20年12月31日 
 －  199,962  －  23,972  －  6,000
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 当第３四半期会計期間において、当社は会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156

条第１項の規定に基づき、自己株式を9,188千株取得したこと等により、平成20年12月31日現在、次のとおり

自己株式を保有しております。 

 なお、上記以外は、大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異

動は把握しておりません。 

  

（５）【大株主の状況】 

氏名又は名称 住所 所有株式数（株）
発行済株式総数に対する 

所有株式数の割合（％） 

株式会社アシックス 
神戸市中央区港島中町 

７丁目１番１ 
10,282,543 5.14 

（６）【議決権の状況】 

 当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」につきましては、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成20年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。 

  

①【発行済株式】 

 （注） 「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が8,000株含まれております。 

また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数８個が含まれております。 

②【自己株式等】 

平成20年９月30日現在 

 （注） 当第３四半期会計期間末日現在の保有自己株式数は、10,282,543株であります。 

  

  平成20年９月30日現在 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 

(自己保有株式) 

普通株式 

 1,080,000

－ 
単元株式数 

1,000株 

完全議決権株式（その他） 
普通株式 

 197,434,000
 197,434 同上 

単元未満株式 
普通株式 

 1,448,991
－ － 

発行済株式総数  199,962,991 － － 

総株主の議決権 －  197,434 － 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

株式会社アシックス 
神戸市中央区港島中

町７丁目１番１ 
 1,080,000  －  1,080,000  0.54

計 －  1,080,000  －  1,080,000  0.54
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【当該四半期累計期間における月別 高・ 低株価】 

（注） 高・ 低株価は、東京証券取引所市場第一部の取引によっております。 

  

２【株価の推移】 

月別 
平成20年 
４月 

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

高（円）  1,254  1,215  1,311  1,150  1,040  949  858  716  764

低（円）  1,036  1,041  1,111  943  866  656  476  493  510

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。 

 役職の異動 

  

役名 新職名 旧職名 氏名 異動年月日

 取締役 

国内営業本部長 

兼ナショナルチェーン営

業統括部長 

国内営業本部長 千原 芳雄 平成20年10月１日 

 取締役 管理統括部長 管理統括部長兼経理部長 河合 茂之 平成21年１月16日 

2009/02/13 14:02:0608530062_第３四半期報告書_20090213140103



第５【経理の状況】 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内

閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第３四半期連結会計期間（平成20年10月１日

から平成20年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）に

係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。 
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１【四半期連結財務諸表】 
（１）【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 28,094 20,539

受取手形及び売掛金 ※1  54,537 63,030

有価証券 1,330 1,358

商品 2,343 2,198

製品 37,842 43,705

原材料 1,156 1,162

仕掛品 340 306

貯蔵品 65 73

繰延税金資産 5,315 4,392

その他 4,382 7,169

貸倒引当金 △2,846 △3,069

流動資産合計 132,563 140,866

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 27,878 28,050

減価償却累計額 △18,744 △18,437

建物及び構築物（純額） 9,133 9,612

機械装置及び運搬具 4,851 6,216

減価償却累計額 △3,522 △4,198

機械装置及び運搬具（純額） 1,328 2,018

工具、器具及び備品 8,233 7,174

減価償却累計額 △6,606 △5,841

工具、器具及び備品（純額） 1,626 1,332

土地 9,393 7,297

リース資産 533 －

減価償却累計額 △44 －

リース資産（純額） 489 －

建設仮勘定 1,046 230

有形固定資産合計 23,016 20,491

無形固定資産 3,489 3,776

投資その他の資産   

投資有価証券 7,961 10,818

長期貸付金 751 692

繰延税金資産 1,838 1,002

その他 9,933 8,979

貸倒引当金 △572 △561

投資その他の資産合計 19,913 20,931

固定資産合計 46,420 45,198

資産合計 178,983 186,065
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※1  18,360 22,271

短期借入金 21,768 11,632

未払費用 5,830 10,159

未払法人税等 2,042 1,334

未払消費税等 197 329

返品調整引当金 368 664

賞与引当金 501 1,418

デリバティブ債務 3,029 1,402

繰延税金負債 676 985

その他 5,941 9,959

流動負債合計 58,716 60,159

固定負債   

長期借入金 4,060 4,931

退職給付引当金 7,442 7,140

デリバティブ債務 4,552 2,304

繰延税金負債 386 328

その他 1,227 1,059

固定負債合計 17,668 15,764

負債合計 76,385 75,924

純資産の部   

株主資本   

資本金 23,972 23,972

資本剰余金 17,182 17,182

利益剰余金 61,580 54,214

自己株式 △7,742 △704

株主資本合計 94,992 94,664

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 834 1,958

繰延ヘッジ損益 △1,348 △689

為替換算調整勘定 △2,545 3,688

評価・換算差額等合計 △3,060 4,957

少数株主持分 10,665 10,519

純資産合計 102,597 110,141

負債純資産合計 178,983 186,065
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（２）【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 184,623

売上原価 104,674

返品調整引当金戻入額 658

返品調整引当金繰入額 373

売上総利益 80,233

販売費及び一般管理費 ※1  61,533

営業利益 18,700

営業外収益  

受取利息 519

受取配当金 455

その他 621

営業外収益合計 1,595

営業外費用  

支払利息 428

為替差損 2,795

デリバティブ損失 516

その他 320

営業外費用合計 4,061

経常利益 16,234

特別利益  

固定資産売却益 4

投資有価証券売却益 32

貸倒引当金戻入額 461

特別利益合計 498

特別損失  

固定資産売却損 21

固定資産除却損 27

投資有価証券評価損 642

投資有価証券売却損 35

特別損失合計 727

税金等調整前四半期純利益 16,005

法人税等 ※2  5,208

少数株主利益 1,068

四半期純利益 9,728
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 

 至 平成20年12月31日) 

売上高 60,415

売上原価 33,695

返品調整引当金戻入額 557

返品調整引当金繰入額 373

売上総利益 26,904

販売費及び一般管理費 ※1  21,013

営業利益 5,891

営業外収益  

受取利息 199

受取配当金 66

その他 1

営業外収益合計 267

営業外費用  

支払利息 155

為替差損 2,696

デリバティブ損失 144

その他 107

営業外費用合計 3,104

経常利益 3,054

特別利益  

固定資産売却益 4

投資有価証券売却益 30

特別利益合計 34

特別損失  

固定資産売却損 4

固定資産除却損 13

投資有価証券評価損 182

投資有価証券売却損 31

特別損失合計 232

税金等調整前四半期純利益 2,856

法人税等 ※2  339

少数株主利益 331

四半期純利益 2,185
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 16,005

減価償却費 2,326

貸倒引当金の増減額（△は減少） △32

退職給付引当金の増減額（△は減少） 352

賞与引当金の増減額（△は減少） △917

投資有価証券評価損益（△は益） 642

投資有価証券売却損益（△は益） 3

受取利息及び受取配当金 △974

支払利息 442

為替差損益（△は益） 915

有形固定資産除売却損益（△は益） 44

その他の損益（△は益） 2,264

売上債権の増減額（△は増加） 4,696

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,241

その他の資産の増減額（△は増加） 537

仕入債務の増減額（△は減少） △2,441

未払消費税等の増減額（△は減少） △131

その他の負債の増減額（△は減少） △2,891

小計 22,083

利息及び配当金の受取額 974

利息の支払額 △435

法人税等の還付額 1,284

法人税等の支払額 △5,689

営業活動によるキャッシュ・フロー 18,215

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △421

定期預金の払戻による収入 1,500

有形固定資産の取得による支出 △3,442

有形固定資産の売却による収入 45

無形固定資産の取得による支出 △273

有価証券の純増減額（△は増加） △25

投資有価証券の取得による支出 △965

投資有価証券の売却及び償還による収入 1,323

子会社出資金の取得による支出 △69

子会社株式の取得による支出 △171

事業譲受に伴う支出 △5,453

短期貸付金の増減額（△は増加） △7

長期貸付けによる支出 △119

長期貸付金の回収による収入 60

投資その他の資産の増減額（△は増加） △594

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,614
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（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年12月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 12,010

長期借入金の返済による支出 △957

自己株式の取得による支出 △7,038

少数株主からの払込みによる収入 125

リース債務の返済による支出 △194

配当金の支払額 △1,988

少数株主への配当金の支払額 △410

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,547

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,769

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 8,380

現金及び現金同等物の期首残高 19,507

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  27,887
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】 

  
当第３四半期連結累計期間
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日） 

１．連結の範囲に関する事

項の変更 

（1）連結の範囲の変更 
 アシックスロシアにつきましては第１四半期連結会計期間において新たに設立し
たため、第１四半期連結会計期間より連結の範囲に加えております。 

（2）変更後の連結子会社の数 
 37社 

２．会計処理基準に関する

事項の変更 

（1）重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 
たな卸資産 

  通常の販売目的で保有するたな卸資産につきましては、従来、主として先入先出
法による原価法によっておりましたが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の
評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適用された
ことに伴い、主として先入先出法による原価法（貸借対照表価額につきましては収
益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。これによる当第
３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益に与
える影響は軽微であります。 

（2）「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適
用 

 第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処
理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、
連結決算上必要な修正を行っております。これによる期首の利益剰余金、当第３四
半期連結累計期間の営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益に与える
影響は軽微であります。 

 （3）リース取引に関する会計基準の適用 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引につきましては、従来、賃貸借取引に係
る方法に準じた会計処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」
（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年
３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準
適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平
成19年３月30日改正））が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半
期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、第１四半期連
結会計期間よりこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によ
っております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の
減価償却の方法につきましては、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする
定額法を採用しております。これによる当第３四半期連結累計期間の営業利益、経
常利益および税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 
 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取
引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用
しております。  

【簡便な会計処理】 

当第３四半期連結累計期間
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日） 

 該当事項がないため記載しておりません。 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】 

  

  
当第３四半期連結累計期間
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日） 

 １．税金費用の計算  税金費用につきましては、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引

前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半

期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。なお、法人税等調整額

は、法人税等に含めて表示しております。 
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【注記事項】 

（四半期連結貸借対照表関係） 

当第３四半期連結会計期間末 
（平成20年12月31日） 

前連結会計年度末 
（平成20年３月31日） 

 ※１ 四半期連結会計期間末日満期手形 

   当第３四半期連結会計期間末日の満期手形の会計

処理につきましては、手形交換日をもって決済処理

しております。なお、当第３四半期連結会計期間末

日は金融機関の休日であったため、次の四半期連結

会計期間末日満期手形が四半期連結会計期間末残高

に含まれております。 

  

     受取手形                  525百万円        

    支払手形              25百万円 

 該当事項がないため記載しておりません。 

（四半期連結損益計算書関係） 

当第３四半期連結累計期間
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日） 

 ※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目および金額は次のとおりであります。 

広告宣伝費   16,499百万円

貸倒引当金繰入額  581百万円

従業員賃金給料 15,091百万円

賞与引当金繰入額 399百万円

退職給付引当金繰入額 538百万円

 ※２  法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。  

当第３四半期連結会計期間
（自 平成20年10月１日 
至 平成20年12月31日） 

 ※１  販売費及び一般管理費の主要な費目および金額は次のとおりであります。 

広告宣伝費   5,762百万円

貸倒引当金繰入額 307百万円

従業員賃金給料   5,097百万円

賞与引当金繰入額    399百万円

退職給付引当金繰入額    183百万円

 ※２  法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

当第３四半期連結累計期間
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日） 

 ※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

  

現金及び預金勘定      28,094百万円

有価証券勘定に含まれるＭＭＦ   14百万円

預入れ期間が３か月を超える定期預金    △221百万円

現金及び現金同等物      27,887百万円
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当第３四半期連結会計期間末（平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 

平成20年12月31日） 

 １．発行済株式の種類及び総数 

 ２．自己株式の種類及び株式数 

 ３．配当に関する事項 

 配当金支払額 

  

 当社グループは、製品の種類、性質、製造方法および販売市場等の類似性から判断して、同種・同系列の

スポーツ用品を専ら製造販売しているため、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。 

  

（株主資本等関係） 

普通株式  199,962,991株 

普通株式  10,282,543株 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり
配当額（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年６月20日 

定時株主総会 
普通株式  1,989  10 平成20年３月31日平成20年６月23日 利益剰余金

（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

【所在地別セグメント情報】 

当第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

（注） 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する国又は地域 

① 国又は地域の区分の方法………地理的近接度によっております。 

② 各区分に属する国又は地域……米州：米国等 

欧州：オランダ、イタリア、ドイツ、イギリス、フランス等 

その他の地域：オーストラリア、韓国、中国、台湾等 

  

  
日本 

（百万円） 
米州

（百万円） 
欧州

（百万円） 
その他の地域
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高  21,979  13,943  19,245  5,247  60,415  －  60,415

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 2,222  －  －  126  2,349  (2,349)  －

計  24,202  13,943  19,245  5,374  62,765  (2,349)  60,415

営業利益  536  695  4,301  388  5,921  (30)  5,891

  
日本 

（百万円） 
米州

（百万円） 
欧州

（百万円） 
その他の地域
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高  70,984  41,604  54,295  17,738  184,623  －  184,623

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 6,571  1  －  531  7,104  (7,104)  －

計  77,555  41,606  54,295  18,269  191,727  (7,104)  184,623

営業利益  3,317  3,064  9,807  2,511  18,701  (1)  18,700
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当第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

（注）１．国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

① 国又は地域の区分の方法…………地理的近接度によっております。 

② 各区分に属する主な国又は地域…米州：米国等 

欧州：オランダ、イタリア、ドイツ、イギリス、フランス等 

その他の地域：オーストラリア、韓国、中国、台湾等 

２．海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

 前連結会計年度の末日に比べて著しい変動はありません。 

  

【海外売上高】 

  米州 欧州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  13,944  19,014  6,395  39,354

Ⅱ 連結売上高（百万円）       60,415  

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 23.1  31.4  10.6  65.1

  米州 欧州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  41,605  53,783  21,402  116,791

Ⅱ 連結売上高（百万円）       184,623  

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 22.6  29.1  11.6  63.3

（有価証券関係） 

（デリバティブ取引関係） 

当第３四半期連結会計期間末（平成20年12月31日） 

 下記のデリバティブ取引が、事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の末日に

比べて著しい変動が認められます。 

（注）ヘッジ会計を適用しているものにつきましては、開示の対象から除いております。 

  

種類  契約額等 
 (百万円) 

時価
 (百万円) 

評価損益 
(百万円) 

通貨オプション取引       

売建 13,329 △589 △984

買建 6,308 172 △308

通貨スワップ取引 13,349 △1,916 △1,916

 為替予約取引       

売建   20 0 0

買建 3,333 △204 △204

 エクイティデリバティブ取引 1,525 △700 △700
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該当事項がないため記載しておりません。 

  

１．１株当たり純資産額 

２．１株当たり四半期純利益金額等 

 （注） １株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

       該当事項がないため記載しておりません。 

  

（ストック・オプション等関係） 

（１株当たり情報） 

当第３四半期連結会計期間末 
（平成20年12月31日） 

前連結会計年度末 
（平成20年３月31日） 

１株当たり純資産額 484.67円 １株当たり純資産額 500.83円

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成20年10月１日 
至 平成20年12月31日） 

  

  なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に

つきましては、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。 

１株当たり四半期純利益金額 49.60円

  

  なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に

つきましては、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。  

１株当たり四半期純利益金額 11.38円

  
当第３四半期連結累計期間
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間
（自 平成20年10月１日 
至 平成20年12月31日） 

四半期純利益（百万円）  9,728  2,185

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る四半期純利益（百万円）  9,728  2,185

期中平均株式数（千株）  196,137  191,985

（重要な後発事象） 

（リース取引関係） 

 前連結会計年度の末日に比べて著しい変動はありません。 
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２【その他】 

 該当事項がないため記載しておりません。 
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】 
 該当事項はありません。 

  

2009/02/13 14:02:0608530062_第３四半期報告書_20090213140103



  

  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成２１年２月１３日

株式会社アシックス 

取締役会  御 中 

新日本有限責任監査法人 

  
指定有限責任社員

業務執行社員 
  公認会計士 小西 幹男   印 

  
指定有限責任社員

業務執行社員 
  公認会計士 村井 城太郎  印  

 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社

アシックスの平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成２

０年１０月１日から平成２０年１２月３１日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成２０年４月１日から平成２０

年１２月３１日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四

半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者

にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行

った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査

の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と

認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アシックス及び連結子会社の平成２０年１２月３１

日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第

３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点に

おいて認められなかった。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上 

（注）１. 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半

期報告書提出会社）が別途保管しております。 

   ２. 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 
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