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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. 第55期当第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後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、第55期当第２四半期連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純

利益金額につきましては、１株当たり四半期純損失であり、また、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２四半期連結 
累計期間 

第55期 
当第２四半期連結 

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９月30日 

自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30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） 124,207 58,887 226,174 

経常利益（百万円） 13,104 2,204 21,133 

四半期（当期）純利益又は四半期純損

失（△）（百万円） 
7,543 △31 13,095 

純資産額（百万円） － 111,778 110,141 

総資産額（百万円） － 182,837 186,065 

１株当たり純資産額（円） － 507.26 500.83 

１株当たり四半期（当期）純利益金額

又は四半期純損失金額（△）（円） 
37.92 △0.16 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（％） － 55.2 53.5 

営業活動によるキャッシュ・フロー

（百万円） 
12,192 － 9,893 

投資活動によるキャッシュ・フロー

（百万円） 
△5,603 － △1,611 

財務活動によるキャッシュ・フロー

（百万円） 
△1,591 － 530 

現金及び現金同等物の四半期末（期

末）残高（百万円） 
－ 24,735 19,507 

従業員数（人） － 5,156 4,894 
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２【事業の内容】 

 当第２四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。 

３【関係会社の状況】 

 当第２四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。  

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２四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２四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９月30日現在 

従業員数（人） 5,156 [1,114] 

平成20年９月30日現在 

従業員数（人） 1,310 [81] 
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第２【事業の状況】 

１【生産、受注及び販売の状況】 

 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。 

２【経営上の重要な契約等】 

    当第２四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。 

３【財政状態及び経営成績の分析】 

(１）業績 

当第２四半期連結会計期間における日本経済は、個人消費の伸び悩み、設備投資・企業収益の減少、エネルギ

ー・原材料価格高の影響などにより、景気は厳しい状況となりました。世界経済は、国際的な金融危機の影響に

より、景気の減速感が強まりました。 

スポーツ用品業界につきましては、北京オリンピックの開催や健康志向によるスポーツへの関心の高まりが見

られましたが、消費者の購買意欲を高めるまでには至らず、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、アパレル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設置に向けての準備に努めまし

た。 

北京オリンピックにおきましては、マラソン、レスリングをはじめとする各種競技のトップアスリート等に当

社製品を提供するとともに、世界各国のスポーツイベントのオフィシャルスポンサーとして参加選手への情報・

サービスの提供を行うなど、企業イメージ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２四半期連結会計期間における売上高は588億８千７百万円となりました。このうち国内売上高は231億

円、海外売上高は357億８千７百万円であります。損益につきましては、営業利益は30億１千１百万円、経常利

益は22億４百万円となったものの、特別損失として投資有価証券評価損を計上したことおよび税金負担率の増加

などにより四半期純損失は３千１百万円となりました。 

  当第２四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445億５千３百万円でした。このうち国内売上高は122億１千５百万円、海外

売上高は323億３千８百万円となりました。 

②スポーツウエア類 

スポーツウエア類の売上高は104億４千２百万円でした。このうち国内売上高は75億４千２百万円、海外売

上高は29億円となりました。 

③スポーツ用具類 

スポーツ用具類の売上高は38億９千３百万円でした。このうち国内売上高は33億４千３百万円、海外売上高

は５億４千９百万円となりました。 

 当第２四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264億１千７百万円、営業利益は７億９千７百万円となりました。 

②米州 

米州における売上高は135億４千９百万円、営業利益は７億４千１百万円となりました。 

③欧州 

欧州における売上高は147億４千６百万円、営業利益は５億８千２百万円となりました。 

④その他の地域 

その他の地域における売上高は64億円、営業利益は８億８千５百万円となりました。 

 （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２四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1,828億３千７百万円（前連結会計年度

末比1.7％減）、負債の部合計は、710億５千８百万円（前連結会計年度末比6.4％減）、純資産の部合計は、

1,117億７千８百万円（前連結会計年度末比1.5％増）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２四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、247億３千５百万円と前連結会計年度末に比べ52億２千７百万円増加しました。 

 なお、当第２四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43億２千万円となりました。 

 収入の主な内訳は、売上債権の減少額62億９千８百万円、税金等調整前四半期純利益19億３千１百万円であ

り、支出の主な内訳は、仕入債務の減少額29億３千７百万円、たな卸資産の増加額20億円であります。 

（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19億４千７百万円となりました。 

 支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出15億６千２百万円、事業譲受に伴う支出12億６千６百万

円であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は31億７千万円となりました。 

 支出の主な内訳は、短期借入金の純減少額21億２千１百万円、長期借入金の返済による支出５億６千７百万

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、当社独自のデザインポリシーや方向性を創出するデザインセンターを設置す

るなど、製品力を一層強化し、世界４極体制（日本、米州、欧州、アジア・パシフィック）のもと事業拡大を

目指します。 

販売面におきましては、世界市場で当社グループによる直接販売地域を順次拡大し、アジア圏に加え、東

欧、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。 

組織機構につきましては、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39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２四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１億８千１百万円であります。 

なお、当第２四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２四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２四半期連結会計期間において、第１四半期連結会計期間末に計画し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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第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

（１）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

（２）【新株予約権等の状況】 

該当事項がないため記載しておりません。 

（３）【ライツプランの内容】 

該当事項がないため記載しておりません。 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

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２四半期会計期間末
現在発行数（株） 
（平成20年９月30日） 

提出日現在発行数
（株） 

（平成20年11月14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） 

－ 

計 199,962,991 199,962,991 － － 

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７月１日～

平成20年９月30日 
－ 199,962 － 23,972 － 6,000 
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（５）【大株主の状況】 

 （注）１．日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）、日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託

口）、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口４Ｇ）の所有株式数のうち投資信託設定分・年金

信託設定分の株式数につきましては、確認できないため記載しておりません。 

２．大量保有報告書および同変更報告書により、以下のとおり株式を所有している旨の報告を受けております

が、当社として当第２四半期会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができておりませんので、上記大

株主の状況には含めておりません。 

平成20年５月26日現在(報告日：平成20年６月２日) 

平成20年７月23日現在(報告日：平成20年７月30日) 

平成20年９月30日現在 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

日本トラスティ・サービス信託

銀行株式会社（信託口） 
東京都中央区晴海１丁目８－11 9,883 4.94 

日本マスタートラスト信託銀行

株式会社（信託口） 
東京都港区浜松町２丁目11－３ 8,551 4.28 

ステート ストリート バンク 

アンド トラスト カンパニー

(常任代理人 株式会社みずほコ

ーポレート銀行兜町証券決済業
務室) 

 P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 

 02101 U.S.A. 

(東京都中央区日本橋兜町６番７号) 

8,362 4.18 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７－１ 7,858 3.93 

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１丁目１－２ 6,607 3.30 

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１丁目６－６  6,309 3.16 

日本トラスティ・サービス信託

銀行株式会社（信託口４Ｇ） 
東京都中央区晴海１丁目８－11 5,726 2.86 

ユービーエス エージー ロン
ドン アカウント アイピービ

ー セグリゲイテッド クライ

アント アカウント(常任代理人 

シティバンク銀行株式会社) 

AESCHENVORSTADT 48 CH‐4002 BASEL  

SWITZERLAND 

(東京都品川区東品川２丁目３－14) 

5,295 2.65 

株式会社みなと銀行 神戸市中央区三宮町２丁目１－１ 4,208 2.10 

アシックスグループ従業員持株会 神戸市中央区港島中町７丁目１－１ 3,118 1.56 

計 － 65,921 32.97 

氏名又は名称 

（共同保有者） 
住所 

保有株券等の数 

（千株） 

株券等保有割合

（％） 

 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行  東京都千代田区丸の内２丁目７－１ 7,858 3.93 

 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社  東京都千代田区丸の内１丁目４－５ 4,196 2.10 

 三菱ＵＦＪ投信株式会社  東京都千代田区丸の内１丁目４－５ 1,353 0.68 

氏名又は名称 

（共同保有者） 
住所 

保有株券等の数 

（千株） 

株券等保有割合

（％） 

 ガンダーラ・マスター・ファン

ド・リミテッド 

 Ugland House,113 South Church  

Street, George Town, Grand  

Cayman, Cayman Islande,  

British West Indies 

8,038 4.02 

 ガンダーラ・アドバイザーズ・

アジア・リミテッド 

21st floor, Henley Building,  

5 Queen's Road, Central,  

Hong Kong 

－ － 
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平成20年９月30日現在(報告日：平成20年10月７日) 

（６）【議決権の状況】 

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 

２【株価の推移】 

【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。 

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 

氏名又は名称 

（共同保有者） 
住所 

保有株券等の数 

（千株） 

株券等保有割合

（％） 

 フィデリティ投信株式会社  東京都港区虎ノ門４丁目３－１ 3,414 1.71 

 エフエムアール エルエルシー

(FMR LLC) 

 82 Devonshire Street, Boston,  

 Massachusetts 02109, USA 
6,620 3.31 

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 

－ － 

完全議決権株式（その他） 
普通株式 

197,434,000 
197,434 － 

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 

月別 平成20年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

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

低（円） 1,036 1,041 1,111 943 866 656 

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  
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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２四半期連結会計期間（平成20年７月１日

から平成20年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30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２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30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 24,896 20,539

受取手形及び売掛金 58,276 63,030

有価証券 1,325 1,358

商品 2,281 2,198

製品 40,397 43,705

原材料 1,122 1,162

仕掛品 327 306

貯蔵品 54 73

繰延税金資産 5,037 4,392

その他 4,749 7,169

貸倒引当金 △2,788 △3,069

流動資産合計 135,678 140,866

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 28,059 28,050

減価償却累計額 △18,741 △18,437

建物及び構築物（純額） 9,317 9,612

機械装置及び運搬具 5,092 6,216

減価償却累計額 △3,626 △4,198

機械装置及び運搬具（純額） 1,466 2,018

工具、器具及び備品 8,444 7,174

減価償却累計額 △6,676 △5,841

工具、器具及び備品（純額） 1,767 1,332

土地 9,419 7,297

リース資産 357 －

減価償却累計額 △20 －

リース資産（純額） 336 －

建設仮勘定 411 230

有形固定資産 22,718 20,491

無形固定資産 3,538 3,776

投資その他の資産   

投資有価証券 9,487 10,818

長期貸付金 738 692

繰延税金資産 1,516 1,002

その他 9,699 8,979

貸倒引当金 △540 △561

投資その他の資産合計 20,901 20,931

固定資産合計 47,158 45,198

資産合計 182,837 186,065
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30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 17,973 22,271

短期借入金 12,457 11,632

未払費用 5,969 10,159

未払法人税等 3,217 1,334

未払消費税等 300 329

返品調整引当金 558 664

賞与引当金 1,475 1,418

繰延税金負債 490 985

その他 11,445 11,362

流動負債合計 53,888 60,159

固定負債   

長期借入金 4,164 4,931

退職給付引当金 7,339 7,140

繰延税金負債 351 328

その他 5,315 3,364

固定負債合計 17,170 15,764

負債合計 71,058 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 59,379 54,214

自己株式 △734 △704

株主資本合計 99,800 94,664

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,714 1,958

繰延ヘッジ損益 △3,696 △689

為替換算調整勘定 3,067 3,688

評価・換算差額等合計 1,085 4,957

少数株主持分 10,892 10,519

純資産合計 111,778 110,141

負債純資産合計 182,837 186,065
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（２）【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 124,207

売上原価 70,979

返品調整引当金戻入額 658

返品調整引当金繰入額 557

売上総利益 53,329

販売費及び一般管理費 ※1  40,594

営業利益 12,734

営業外収益  

受取利息 319

受取配当金 565

その他 453

営業外収益合計 1,338

営業外費用  

支払利息 273

為替差損 99

デリバティブ損失 382

その他 213

営業外費用合計 968

経常利益 13,104

特別利益  

固定資産売却益 0

投資有価証券売却益 2

貸倒引当金戻入額 536

特別利益合計 538

特別損失  

固定資産売却損 17

固定資産除却損 13

投資有価証券評価損 459

投資有価証券売却損 3

特別損失合計 494

税金等調整前四半期純利益 13,149

法人税等 ※2  4,868

少数株主利益 737

四半期純利益 7,543
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 58,887

売上原価 35,010

返品調整引当金戻入額 368

返品調整引当金繰入額 557

売上総利益 23,688

販売費及び一般管理費 ※1  20,677

営業利益 3,011

営業外収益  

受取利息 195

受取配当金 191

その他 257

営業外収益合計 644

営業外費用  

支払利息 134

為替差損 928

デリバティブ損失 297

その他 92

営業外費用合計 1,451

経常利益 2,204

特別利益  

固定資産売却益 0

投資有価証券売却益 0

貸倒引当金戻入額 174

特別利益合計 175

特別損失  

固定資産売却損 7

固定資産除却損 8

投資有価証券評価損 428

投資有価証券売却損 3

特別損失合計 447

税金等調整前四半期純利益 1,931

法人税等 ※2  1,644

少数株主利益 318

四半期純損失（△） △31
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年９月30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 13,149

減価償却費 1,497

貸倒引当金の増減額（△は減少） △275

退職給付引当金の増減額（△は減少） 225

賞与引当金の増減額（△は減少） 56

投資有価証券評価損益（△は益） 459

投資有価証券売却損益（△は益） 1

受取利息及び受取配当金 △885

支払利息 282

有形固定資産除売却損 31

有形固定資産売却益 △0

その他の損益（△は益） 195

売上債権の増減額（△は増加） 4,045

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,624

その他の資産の増減額（△は増加） 733

仕入債務の増減額（△は減少） △4,033

未払消費税等の増減額（△は減少） △28

その他の負債の増減額（△は減少） △3,110

小計 13,969

利息及び配当金の受取額 885

利息の支払額 △282

法人税等の還付額 1,284

法人税等の支払額 △3,663

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,192

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 △277

定期預金の払戻による収入 1,100

有形固定資産の取得による支出 △2,219

有形固定資産の売却による収入 37

無形固定資産の取得による支出 △185

有価証券の純増減額（△は増加） △18

投資有価証券の取得による支出 △348

投資有価証券の売却及び償還による収入 756

子会社株式の取得による支出 △171

事業譲受に伴う支出 △3,914

短期貸付金の増減額（△は増加） △0

長期貸付けによる支出 △75

長期貸付金の回収による収入 30

投資その他の資産の増減額（△は増加） △316

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,603
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（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年９月30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） 1,526

長期借入金の返済による支出 △765

自己株式の取得による支出 △29

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 △119

配当金の支払額 △1,988

少数株主への配当金の支払額 △341

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,591

現金及び現金同等物に係る換算差額 230

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,227

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  24,735
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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】 

【簡便な会計処理】 

【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２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30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２四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２四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２四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。  

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

 該当事項がないため記載しておりません。 

  
当第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

 １．税金費用の計算  税金費用につきましては、当第２四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） 

（四半期連結損益計算書関係） 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

（株主資本等関係） 

当第２四半期連結会計期間末（平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 

平成20年９月30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 

当第２四半期連結会計期間末 
（平成20年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成20年３月31日） 

 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。 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30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   10,736百万円

貸倒引当金繰入額   348百万円

従業員賃金給料 9,994百万円

賞与引当金繰入額 1,199百万円

退職給付引当金繰入額 354百万円

 ※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２四半期連結会計期間 
（自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30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 5,875百万円

貸倒引当金繰入額  106百万円

従業員賃金給料  4,992百万円

賞与引当金繰入額 766百万円

退職給付引当金繰入額 201百万円

 ※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２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30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  24,896百万円

有価証券勘定に含まれるＭＭＦ 16百万円

預入れ期間が３か月を超える定期預金 △177百万円

現金及び現金同等物 24,735百万円

普通株式  199,962,991株 

普通株式  1,080,196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
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

 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。 

【所在地別セグメント情報】 

当第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30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 24,407 13,547 14,746 6,185 58,887 － 58,887 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
2,009 1 － 214 2,226 (2,226) － 

計 26,417 13,549 14,746 6,400 61,114 (2,226) 58,887 

営業利益 797 741 582 885 3,006 5 3,011 

  
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 49,005 27,660 35,050 12,491 124,207 － 124,207 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
4,348 1 － 404 4,754 (4,754) － 

計 53,353 27,662 35,050 12,895 128,961 (4,754) 124,207 

営業利益 2,706 2,369 5,506 2,123 12,705 29 12,734 
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【海外売上高】 

当第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30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。 

（有価証券関係） 

 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。 

（デリバティブ取引関係） 

当第２四半期連結会計期間末（平成20年９月30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。 

  米州 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 13,547 14,645 7,594 35,787 

Ⅱ 連結売上高（百万円）       58,887 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
23.0 24.9 12.9 60.8 

  米州 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 27,660 34,769 15,006 77,437 

Ⅱ 連結売上高（百万円）       124,207 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
22.2 28.0 12.1 62.3 

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 13,604 △521 △486 

買建 6,455 365 △124 

通貨スワップ取引 13,940 △815 △815 

 為替予約取引      

買建 3,342 △93 △93 

 エクイティデリバティブ取引 1,525 △571 △571 
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（ストック・オプション等関係） 

該当事項がないため記載しておりません。 

（１株当たり情報） 

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又は四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

当第２四半期連結会計期間末 
（平成20年９月30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 507.26円 １株当たり純資産額 500.83円

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30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 37.92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、１株当たり四半期純損失であり、また、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

１株当たり四半期純損失金額（△） △0.16円

  
当第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日） 

四半期純利益又は四半期純損失（△）

（百万円） 
7,543 △31 

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又は四半期

純損失（△）（百万円） 
7,543 △31 

期中平均株式数（千株） 198,902 198,895 
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（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。 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成20年７月１日 

 至 平成20年９月30日） 

     当社は平成20年９月19日開催の取締役会において、

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、自己株式を取得

することおよびその具体的な取得方法について決議

し、自己株式の取得を以下のとおり実施いたしまし

た。 

(1) 自己株式取得に関する取締役会の決議内容 

 ① 取得する株式の種類 

   当社普通株式 

 ② 取得する株式の総数 

   10,000,000株（上限） 

 ③ 取得する期間 

   自 平成20年９月22日 至 平成20年11月13日 

 ④ 取得価額の総額 

   7,000,000,000円（上限） 

 ⑤ 取得の方法  

   東京証券取引所における市場買付け 

(2) 取得期間 

  自 平成20年10月１日 至 平成20年10月16日 

(3) その他 

   上記市場買付けによる取得の結果、当社普通 

  株式9,188,000株（取得価額6,999,585,000円） 

  を取得いたしました。 
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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。 
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  独立監査人の四半期レビュー報告書  

平成２０年１１月１４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２四半期連結会計期間（平成２

０年７月１日から平成２０年９月３０日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成２０年４月１日から平成２０年９

月３０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９月３０日

現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２

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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