
 

四半期報告書 

（第62期第３四半期） 

自  平成27年７月１日 

至  平成27年９月30日 

 

神戸市中央区港島中町７丁目１番１ 

株式会社アシックス 

 

 

2015/11/11 13:35:20／15132464_株式会社アシックス_第３四半期報告書



 

目              次 

  頁

表  紙  

   

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 ………………………………………………………………………………………… 1

２  事業の内容 ………………………………………………………………………………………………………… 1

第２  事業の状況  

１  事業等のリスク …………………………………………………………………………………………………… 2

２  経営上の重要な契約等 …………………………………………………………………………………………… 2

３  財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 ………………………………………………… 2

第３  提出会社の状況  

１  株式等の状況  

(1）株式の総数等 …………………………………………………………………………………………………… 7

(2）新株予約権等の状況 …………………………………………………………………………………………… 7

(3）行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等 ………………………………………………… 7

(4）ライツプランの内容 …………………………………………………………………………………………… 7

(5）発行済株式総数、資本金等の推移 …………………………………………………………………………… 7

(6）大株主の状況 …………………………………………………………………………………………………… 7

(7）議決権の状況 …………………………………………………………………………………………………… 8

２  役員の状況 ………………………………………………………………………………………………………… 8

第４  経理の状況 …………………………………………………………………………………………………………… 11

１  四半期連結財務諸表  

(1）四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………………………………… 12

(2）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 …………………………………………………… 14

四半期連結損益計算書 ………………………………………………………………………………………… 14

四半期連結包括利益計算書 …………………………………………………………………………………… 15

２  その他 ……………………………………………………………………………………………………………… 18

第二部  提出会社の保証会社等の情報 ……………………………………………………………………………………… 19

   

［四半期レビュー報告書］  

 

2015/11/11 13:35:20／15132464_株式会社アシックス_第３四半期報告書



【表紙】
 

【提出書類】 四半期報告書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成27年11月12日 

【四半期会計期間】 第62期第３四半期（自  平成27年７月１日  至  平成27年９月30日） 

【会社名】 株式会社アシックス 

【英訳名】 ASICS Corporation 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長ＣＥＯ  尾山  基 

【本店の所在の場所】 神戸市中央区港島中町７丁目１番１ 

【電話番号】 078（303）2213 

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員  加藤  勲 

【最寄りの連絡場所】 神戸市中央区港島中町７丁目１番１ 

【電話番号】 078（303）2213 

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員  加藤  勲 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 

 

2015/11/11 13:35:20／15132464_株式会社アシックス_第３四半期報告書



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】

回次 
第62期 

第３四半期連結 
累計期間 

第61期 

会計期間 
自 平成27年１月１日 
至 平成27年９月30日 

自 平成26年４月１日 
至 平成26年12月31日 

売上高 （百万円） 336,807 354,051 

経常利益 （百万円） 27,356 34,302 

四半期（当期）純利益 （百万円） 15,201 22,285 

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 6,780 45,754 

純資産額 （百万円） 204,812 201,940 

総資産額 （百万円） 355,428 355,837 

１株当たり四半期（当期）純利益

金額 
（円） 80.08 117.40 

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額 
（円） 75.63 110.91 

自己資本比率 （％） 57.2 56.5 

 

回次 
第62期 

第３四半期連結 
会計期間 

会計期間 
自 平成27年７月１日 
至 平成27年９月30日 

１株当たり四半期純利益金額 （円） 3.55 

（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. 前連結会計年度は決算期変更の経過期間であったことから、前第３四半期連結累計期間につきまして

は、四半期連結財務諸表を作成しておりません。このため、前第３四半期連結累計期間および前第３四半

期連結会計期間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【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）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。

なお、第１四半期連結会計期間より報告セグメント区分を変更しております。詳細は、「第４ 経理の状況 

１ 四半期連結財務諸表 注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりであります。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

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または締結等はありません。 

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（１）業績

当第３四半期連結累計期間におけるスポーツ用品業界は、健康志向によるスポーツへの関心の高まりやランニン

グブームを背景に、堅調に推移しました。 

このような情勢のもと、当社グループは、中期経営計画「アシックス・グロース・プラン(AGP)2015」に基づ

き、引き続きグローバルレベルでの事業の強化・拡大を図りました。

ランニングは、コア事業として更なる拡大およびブランド価値の向上を目指しました。フィット性が特徴である

高機能ランニングシューズ「GEL-KAYANO 22」の他、クッション性に優れた高機能かつ斬新なデザインのランニン

グシューズ「GEL-QUANTUM 360」を市場投入しました。さらに、ロサンゼルス、パリ、ストックホルム、東京など

世界各地のマラソン大会への協賛などを行いました。この他、トレーニングプログラムを提供するオンラインサー

ビス「MY ASICS」を、ソニー株式会社のヘッドホン一体型スポーツデバイス「Smart B-Trainer」と連携させるこ

とで、リアルタイムでランニングのコーチングを受けられるようにサービスを向上しました。

アスレチックスポーツでは、売上拡大およびブランド価値の向上に努めました。高機能テニスシューズ「GEL-

RESOLUTION ６」をはじめ、テニスシューズの売上拡大に努めました。また、グローバルでテニスに関するマーケ

ティング活動を強化した結果、当社テニスシューズが、男子テニス世界ランキングのトップ100選手の使用シュー

ズにおいて、25％の使用率となり、トップシェアとなりました（平成27年５月26日付スポーツバズビジネス社調

べ）。さらに、北京で開催された世界陸上競技選手権大会において、世界20カ国の代表選手へ当社製品を提供しま

した。また、「QANTAS WALLABIES(カンタス・ワラビーズ）」の愛称で知られるラグビーオーストラリア代表チー

ム、「SPRINGBOKS(スプリングボクス)」の愛称で知られるラグビー南アフリカ共和国代表チームにジャージを提供

したのに加え、世界13カ国の代表選手へ当社のラグビー用スパイクシューズを提供しました。

スポーツライフスタイルは、アシックス、オニツカタイガーに続く第三のブランドとして復活させた「アシック

スタイガー」ブランドで12ヶ月マンスリーコラボレーション企画を行うなど、ブランドコンセプトに基づく戦略の

実行によってブランド価値向上と売上拡大に努めました。

販売面では、自主管理売場の拡大を通じた売上拡大に努めました。アシックスブランドでは、パリにランニン

グ、トレーニング、テニスなど幅広い品揃えと女性専用売場を設置した新コンセプトの直営店をオープンしたのを

はじめ、マドリードにアシックスブランドの旗艦店をオープンし、また、オニツカタイガーブランド、アシックス

タイガーブランドでは、渋谷に直営店をオープンするなど、世界各地への出店を進めました。これにより、当社の

自主管理売場の店舗数は、直営店414店舗となり、その他パートナーストアを含めると全世界で1,500店舗を超えま

した。さらに、世界共通のITプラットフォームに基づく自社独自のEコマースサイトでの販売を、新たにオースト

リアをはじめとする５カ国で開始しました。

アパレル事業では、企画開発生産から販売まで一貫した事業戦略の遂行に努めました。グローバルレベルで統一

的に企画開発を行ったランニング、トレーニング、テニスウエアのグローバルコンセプトシリーズの発売などを行

いました。

国内事業では、利益体質の基盤を築くための構造改革の一環として、特別転進支援プログラムを実施し、組織構

造のスリム化に取り組みました。

また、多様な人財が最大限能力を発揮できる企業文化・環境の中でイキイキと働き、持続的な会社の成長に貢献

することを目的として、「“One Team” 違いを活かす、高め合う。」をスローガンにダイバーシティを引き続き

推進しました。

加えて、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に関してスポーツ用品（スポーツアパレル及び競技用

具）カテゴリーにおける国内最高位のスポンサーである「東京2020ゴールドパートナー」となりました。

その他、スポーツ振興を通じた健康で持続可能な社会の実現に向けた活動に努め、東日本大震災の継続的な復興

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」の一環として、「未来（あした）への道1000km縦断リレー2015」への協賛などを行いました。

また、当社は、その企業活動が評価され、インターブランド社の「Japan's Best Global Brands 2015」におい

て、過去最高のブランド評価額にて19位に選ばれました。さらに当社は、世界各国の企業の持続可能性（サステナ

ビリティ）を経済・環境・社会の３つの側面から評価し、優良企業を選定する、世界の代表的な社会的責任投資指
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標「Dow Jones Sustainability Indices」の「Asia/Pacific Index」対象銘柄に初めて選定されました。加えて、

従業員などの健康管理を経営的な視点で考えて戦略的に実践している企業として、経済産業省と東京証券取引所が

共同で選定する「健康経営銘柄」にも選ばれました。

当第３四半期連結累計期間における売上高は336,807百万円となりました。このうち国内売上高は80,314百万

円、海外売上高は256,493百万円となりました。売上総利益は146,535百万円、営業利益は33,074百万円、経常利益

は27,356百万円、四半期純利益は15,201百万円となりました。

 

報告セグメント別の業績は、次のとおりであります。

なお、前連結会計年度は決算期変更の経過期間であったことから、前第３四半期連結累計期間につきましては、 

四半期連結財務諸表を作成しておりません。このため、前年同期間比は記載しておりません。

①  日本地域

日本地域におきましては、売上高は97,406百万円となり、セグメント利益につきましては3,522百万円となり

ました。

②  米州地域

米州地域におきましては、売上高は107,927百万円となり、セグメント利益につきましては6,044百万円となり

ました。

③  欧州地域

欧州地域におきましては、売上高は91,001百万円となり、セグメント利益につきましては9,808百万円となり

ました。

④  オセアニア/東南・南アジア地域

オセアニア/東南・南アジア地域におきましては、売上高は16,542百万円となり、セグメント利益につきまし

ては2,840百万円となりました。

⑤  東アジア地域

東アジア地域におきましては、売上高は32,432百万円となり、セグメント利益につきましては5,196百万円と

なりました。

⑥  その他事業

その他事業におきましては、売上高は8,864百万円となり、セグメント損失につきましては325百万円となりま

した。

 

（２）財政状態

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355,428百万円（前連結会計年度末比0.1％

減）、負債の部合計150,616百万円（前連結会計年度末比2.1％減）、純資産の部合計204,812百万円（前連結会計

年度末比1.4％増）でした。

流動資産は、売上債権の増加などにより、273,357百万円（前連結会計年度末比3.2％増）となりました。

固定資産は、アシックスアメリカコーポレーションの配送センターの拡張による有形固定資産の増加があったも

のの、つくば配送センターにかかる不動産信託受益権譲渡による有形固定資産の減少および長期デリバティブ資産

の減少による投資その他の資産の減少などにより、82,070百万円（前連結会計年度末比9.7％減）となりました。

流動負債は、主として償還期限が１年以内となった社債の固定負債から流動負債への振り替えによるその他の負

債の増加などにより、87,965百万円（前連結会計年度末比13.7％増）となりました。

固定負債は、上述の振り替えによる社債の減少などにより、62,650百万円（前連結会計年度末比18.2％減）とな

りました。

株主資本は、利益剰余金の増加により、179,206百万円（前連結会計年度末比6.4％増）となりました。

その他の包括利益累計額は、主として為替換算調整勘定が減少したことにより、24,054百万円（前連結会計年度

末比26.1％減）となりました。
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（３）事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

なお、当社は財務および事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針を定めており、その内容等

（会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。

 

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、当社の企業価値・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。特定の者による当社株式の大規模な買付行為等に応じて当社株式の売却を行うか

否かは、最終的には当社株式を保有する当社株主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、当社の企業価値・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当社の企業価値・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。 

 

②  当社の状況および企業価値向上に向けた取り組み

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、「スポーツを通して、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、世界のスポー

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、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スポーツ用品等

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、2015年度までの中期経営計画「アシックス・グロース・プラン（AGP）2015」を発表し、その最終

年度である2015年度（平成27年度）に、売上高4,000億円以上、営業利益率10％以上、ROE 15％以上、ROA 

８％以上を目指しております。「スポーツでつちかった知的技術により、質の高いライフスタイルを創造す

る」をビジョンとして定め、３つの事業領域である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健康快適事業領域において、製品戦略：「革新的な価値の提供とお客様ニーズ対応の融

合」、組織戦略：「グローバル組織の構築」をそれぞれ進め、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、「グループ全体で、お客様起点の活動を徹底する」を基本方針とし、今後も中

長期的な視野に立ち、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26年６月19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３年間継続することを決定いたしました（以下、改定後の当社株式の大規模な買付行為への対応方

針を「本対応方針」といいます。）。 

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当社株主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当社株主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。 
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かかるプロセスを経ることにより、当社株主は、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最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。 

当社取締役会は、上記の見解を具現化した一定の合理的なルールに従って大規模買付行為が行われること

が、当社の企業価値・株主共同の利益に資すると考え、事前の情報提供に関する一定のルール（以下「大規模

買付ルール」といいます。）を設定いたしました。 

大規模買付ルールの骨子は、①大規模買付者は、大規模買付行為の前に、当社取締役会に対し、予定する大

規模買付行為に関する必要かつ十分な情報を提供し、②当社取締役会は、一定の評価期間内に当該大規模買付

行為に対する当社取締役会としての意見をまとめて公表し、③大規模買付者は、当該評価期間経過後に大規模

買付行為を開始するというものであり、そ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。）を書面で提供していた

だきます。当社取締役会は、取締役会による評価、検討、意見形成等のため必要かつ十分な本必要情報が大

規模買付者から提出されたと判断した場合には、直ちにその旨大規模買付者に通知するとともに、速やかに

当社株主に公表します。なお、当社取締役会は、必要に応じて情報提供の期限（意向表明書受領から60日を

上限とします。）を設定しますが、大規模買付者から合理的な理由に基づく延長要請があった場合には、そ

の期限を延長することができるものとします。

(ⅱ)当社取締役会は、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。）として、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と公

表した日の翌日から、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）を設定します。取締役会評価期間の終了までに、取締

役会が評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案をなしえないときは、合理的な範囲内において取締役会評

価期間を延長することができるものとしますが、その場合でも取締役会評価期間は最長120日までとしま

す。なお、取締役会評価期間を延長する場合は、延長する理由、延長期間等を開示いたします。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、取締役会評価期間

中、独立委員会に諮問し、必要に応じて外部専門家等の助言および監査役の意見を参考に、提供された本必

要情報を十分に評価・検討し、独立委員会からの勧告を最大限尊重したうえで、対抗措置の発動または不発

動を含め、当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめて決議し公表します。

大規模買付行為がなされた場合の対応方針の概要は次のとおりです。 

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守する場合、当社取締役会は、大規模買付行為に対する対抗措置の発

動要件を満たすときを除き、当社株主に対して、当該買付提案に対する諾否の判断に必要な判断材料を提供さ

せていただくにとどめ、原則として、当該大規模買付行為に対する対抗措置はとりません。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

最大限尊重するものとし、当該勧告を踏まえて当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から

取締役会評価期間の期間内に速やかに相当と認める範囲内での対抗措置の発動または不発動について決議を行

うものとします。なお、当社取締役会は、対抗措置を発動するに際し、株主共同の利益に照らし株主意思を確

認することが適切と判断する場合は、株主総会を招集し、対抗措置に関する当社株主の意思を確認することが

できるものとします。 

 

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

まず、本対応方針は、会社の支配に関する基本方針に沿って、当社株式に対する大規模買付行為がなされた

際に、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを当社株主が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示す

るために必要な情報や時間を確保し、当社株主のために大規模買付者と交渉を行うこと等を可能とすることに

より、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入されるものです。 

次に、本対応方針は、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、対抗措置が発動されるように設定されており、当社

取締役会による恣意的な対抗措置の発動を防止するための仕組みが確保されています。 

また、本対応方針における対抗措置の発動等に際しては、当社取締役会から独立した社外役員等によって組

織された独立委員会に諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重するものとされています。また、その判断の概要

については当社株主に情報開示をすることとされており、当社の企業価値・株主共同の利益に適うように本対

応方針の公正・透明な運用が行われる仕組みが確保されています。 
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最後に、本対応方針は、株主総会における当社株主の承認を条件に継続されるものであり、その継続につい

て当社株主の意向が反映されることとなっております。また、本対応方針継続後、その後の株主総会において

本対応方針の変更又は廃止の決議がなされた場合には、本対応方針も当該決議に従い変更又は廃止されること

になります。さらに、当社取締役の任期は１年間となっており、毎年の取締役選任手続を通じて本対応方針の

継続、廃止または変更の是非の判断に当社株主の意向が反映されます。 

これらの措置により、本対応方針は、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３四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は2,117百万円であります。

なお、当第３四半期連結累計期間において、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。

 

（５）従業員の状況

当第３四半期連結累計期間において、連結会社または提出会社の従業員数の著しい増減はありません。

 

（６）生産、受注及び販売の状況

当第３四半期連結累計期間において、生産、受注及び販売実績の著しい増減はありません。

 

（７）設備の状況

日本地域のつくば配送センター（所在地：茨城県つくばみらい市、帳簿価額4,588百万円）について、不動

産管理処分信託契約および不動産信託受益権譲渡契約に基づき、平成27年４月に売却いたしました。

また、米州地域において、アシックスアメリカコーポレーションの配送センターの拡張を行っております

（所在地：米国ミシシッピ州マーシャル郡、土地・建物：リース料総額34百万米ドル、荷役設備：総額19百

万米ドル）。平成26年６月に着工し、建物に関しては平成27年４月に完成、リース資産として計上しており

ます。なお、荷役設備も含めた全ての拡張は、前連結会計年度末に計画しておりましたとおり、平成28年７

月に完了を予定しております。

アシックスアメリカコーポレーションの主要な設備は、以下のとおりであります。

平成27年９月30日現在
 

会社名 事業所名 
（所在地） 

セグメント 
区分 

設備の内容 

帳簿価額（百万円） 
従業
員数 

（人） 
建物及び
構築物 

機械装置
及び運搬
具 

工具、器
具及び備
品 

土地 
(面積㎡) 

リース資産 合計 

アシックスアメリカ

コーポレーション 

バイヘリア配送

センター 

（米国） 

米州地域 
物流倉庫 

（注） 
2 － 1,200 － 4,540 5,743 85 

（注）物流倉庫を賃借しております。
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第３【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】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 790,000,000

計 790,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成27年９月30日）

提出日現在発行数
（株）

（平成27年11月12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）

単元株式数

100株

計 199,962,991 199,962,991 － －

 

（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）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項がないため記載しておりません。

 

（４）【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。

（５）【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27年７月１日～

平成27年９月30日
－ 199,962 － 23,972 － 6,000

 

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 
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（７）【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27年６月30日）に基づく株主名簿により記載

しております。

①【発行済株式】

平成27年６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

10,142,300

－ －

完全議決権株式（その他）
普通株式

189,623,500
1,896,235 －

単元未満株式
普通株式

197,191
－ －

発行済株式総数 199,962,991 － －

総株主の議決権 － 1,896,235 －

（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2,000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20個が含まれております。

 

②【自己株式等】

平成27年６月30日現在
 

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
10,142,300 － 10,142,300 5.07

計 － 10,142,300 － 10,142,300 5.07

（注）当第３四半期会計期間末日現在の保有自己株式数は、10,142,966株であります。

 

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

 

役職の異動

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日

取締役

常務執行役員

管掌：2020東京オ

リンピック・パラ

リンピック室

取締役

常務執行役員

2020東京オリンピ

ック・パラリンピ

ック室長

土方 政雄 平成27年４月１日
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新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日

取締役

常務執行役員

グローバルマーケ

ティング統括部長

兼グローバルセー

ルス統括室長

管掌：グローバル

マーケティング統

括部、グローバル

フットウエアプロ

ダクトマーケティ

ング統括部、グロ

ーバルセールス統

括室、グローバル

ＳＣＭ推進室、ア

ジア・パシフィッ

ク統括室

取締役

常務執行役員

グローバルマーケ

ティング統括部長

兼グローバルセー

ルス統括室長兼

2020東京オリンピ

ック・パラリンピ

ック室長補佐

管掌：グローバル

マーケティング統

括部、グローバル

セールス統括室、

グローバルＳＣＭ

推進室、アジア・

パシフィック統括

室

加藤 克巳 平成27年４月１日

取締役

執行役員

グローバル経理財

務統括部長兼経営

企画室長

管掌：グローバル

経理財務統括部、

経営企画室

取締役

執行役員

グローバル経理財

務統括部長兼経理

財務部長兼経営企

画室長

管掌：グローバル

経理財務統括部、

経営企画室

加藤 勲 平成27年４月１日
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新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日

取締役

常務執行役員

グローバルプロダ

クトマーケティン

グ統括部長兼グロ

ーバルセールス統

括室長

管掌：グローバル

プロダクトマーケ

ティング統括部、

グローバルブラン

ドマーケティング

統括部、グローバ

ルフットウエアプ

ロダクトマーケテ

ィング統括部、グ

ローバルセールス

統括室、グローバ

ルＳＣＭ推進室、

アジア・パシフィ

ック統括室

取締役

常務執行役員

グローバルマーケ

ティング統括部長

兼グローバルセー

ルス統括室長

管掌：グローバル

マーケティング統

括部、グローバル

フットウエアプロ

ダクトマーケティ

ング統括部、グロ

ーバルセールス統

括室、グローバル

ＳＣＭ推進室、ア

ジア・パシフィッ

ク統括室

加藤  克巳 平成27年５月16日

取締役

常務執行役員

グローバルプロダ

クトマーケティン

グ統括部長兼グロ

ーバルセールス統

括室長 

管掌：グローバル

プロダクトマーケ

ティング統括部、

グローバルブラン

ドマーケティング

統括部、グローバ

ルフットウエアプ

ロダクトマーケテ

ィング統括部、グ

ローバルライフス

タイル統括部、グ

ローバルセールス

統括室、グローバ

ルＳＣＭ推進室、

アジア・パシフィ

ック統括室

取締役

常務執行役員

グローバルプロダ

クトマーケティン

グ統括部長兼グロ

ーバルセールス統

括室長

管掌：グローバル

プロダクトマーケ

ティング統括部、

グローバルブラン

ドマーケティング

統括部、グローバ

ルフットウエアプ

ロダクトマーケテ

ィング統括部、グ

ローバルセールス

統括室、グローバ

ルＳＣＭ推進室、

アジア・パシフィ

ック統括室

加藤 克巳 平成27年９月16日
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

（１）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）に基づいて作成しております。 

 

（２）前連結会計年度は決算期変更の経過期間であったことから、前第３四半期連結累計期間につきまして

は、四半期連結財務諸表を作成しておりません。このため、前第３四半期連結累計期間につきましては記載して

おりません。 

 

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、第３四半期連結会計期間（自  平成27年７月１

日  至  平成27年９月30日）及び第３四半期連結累計期間（自  平成27年１月１日  至  平成27年９月30日）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） 

 
前連結会計年度 

(平成26年12月31日) 
当第３四半期連結会計期間 

(平成27年９月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 54,887 55,674 

受取手形及び売掛金 80,991 88,500 

有価証券 2,821 4,338 

商品及び製品 99,180 94,557 

仕掛品 345 322 

原材料及び貯蔵品 886 812 

繰延税金資産 5,519 7,130 

その他 24,235 24,777 

貸倒引当金 △3,898 △2,755 

流動資産合計 264,969 273,357 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物 36,045 33,534 

減価償却累計額 △19,372 △18,970 

建物及び構築物（純額） 16,672 14,564 

機械装置及び運搬具 5,048 5,212 

減価償却累計額 △3,946 △3,973 

機械装置及び運搬具（純額） 1,101 1,239 

工具、器具及び備品 21,680 22,455 

減価償却累計額 △12,985 △14,282 

工具、器具及び備品（純額） 8,694 8,172 

土地 9,466 7,454 

リース資産 7,240 8,850 

減価償却累計額 △2,801 △2,662 

リース資産（純額） 4,438 6,187 

建設仮勘定 1,734 1,759 

有形固定資産合計 42,109 39,378 

無形固定資産    

のれん 5,165 4,358 

その他 14,424 14,069 

無形固定資産合計 19,590 18,427 

投資その他の資産    

投資有価証券 10,534 11,005 

長期貸付金 411 233 

退職給付に係る資産 522 486 

繰延税金資産 995 706 

その他 17,073 12,477 

貸倒引当金 △369 △643 

投資その他の資産合計 29,168 24,264 

固定資産合計 90,868 82,070 

資産合計 355,837 355,428 
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    （単位：百万円） 

 
前連結会計年度 

(平成26年12月31日) 
当第３四半期連結会計期間 

(平成27年９月30日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 27,263 24,085 

短期借入金 15,414 11,806 

リース債務 617 633 

未払費用 15,842 19,939 

未払法人税等 1,915 3,820 

未払消費税等 2,013 3,522 

繰延税金負債 2,176 2,402 

返品調整引当金 594 417 

賞与引当金 843 1,337 

資産除去債務 7 - 

その他 10,660 20,001 

流動負債合計 77,348 87,965 

固定負債    

社債 16,000 5,000 

新株予約権付社債 30,125 30,102 

長期借入金 8,590 7,944 

リース債務 4,256 5,993 

繰延税金負債 6,074 4,903 

退職給付に係る負債 8,241 4,412 

資産除去債務 852 960 

その他 2,408 3,333 

固定負債合計 76,547 62,650 

負債合計 153,896 150,616 

純資産の部    

株主資本    

資本金 23,972 23,972 

資本剰余金 17,490 17,490 

利益剰余金 134,640 145,409 

自己株式 △7,658 △7,665 

株主資本合計 168,444 179,206 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 3,168 3,697 

繰延ヘッジ損益 14,645 14,373 

在外子会社資産再評価差額金 129 101 

為替換算調整勘定 14,547 5,718 

退職給付に係る調整累計額 73 162 

その他の包括利益累計額合計 32,564 24,054 

新株予約権 35 73 

少数株主持分 896 1,478 

純資産合計 201,940 204,812 

負債純資産合計 355,837 355,428 
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【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27年１月１日 

 至 平成27年９月30日) 

売上高 336,807 

売上原価 190,144 

返品調整引当金戻入額 322 

返品調整引当金繰入額 449 

売上総利益 146,535 

販売費及び一般管理費 113,461 

営業利益 33,074 

営業外収益  

受取利息 359 

受取配当金 140 

その他 357 

営業外収益合計 857 

営業外費用  

支払利息 711 

為替差損 5,046 

その他 816 

営業外費用合計 6,574 

経常利益 27,356 

特別利益  

固定資産売却益 35 

投資有価証券売却益 16 

特別利益合計 51 

特別損失  

固定資産売却損 16 

固定資産除却損 50 

事業構造改革費用 ※１ 4,716 

特別損失合計 4,782 

税金等調整前四半期純利益 22,625 

法人税等 7,263 

少数株主損益調整前四半期純利益 15,362 

少数株主利益 161 

四半期純利益 15,201 
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【四半期連結包括利益計算書】

【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27年１月１日 

 至 平成27年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 15,362 

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 529 

繰延ヘッジ損益 △272 

在外子会社資産再評価差額金 △27 

為替換算調整勘定 △8,900 

退職給付に係る調整額 88 

その他の包括利益合計 △8,581 

四半期包括利益 6,780 

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 6,716 

少数株主に係る四半期包括利益 64 
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

連結の範囲の重要な変更

該当事項はありません。

 

（会計方針の変更等）

該当事項はありません。

 

（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）

（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。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

該当事項はありません。

 

（四半期連結損益計算書関係）

※１ 国内事業の構造改革の施策のひとつである特別転進支援プログラムに伴う退職特別加算金等であります。 

 

（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に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費および長期前払費用に係る償却費を含

む。）およびのれんの償却額は次のとおりであります。

 
当第３四半期連結累計期間
（自  平成27年１月１日
至  平成27年９月30日）

減価償却費 5,752百万円

のれんの償却額 491百万円

 

（株主資本等関係）

当第３四半期連結累計期間（自  平成27年１月１日  至  平成27年９月30日）

配当金支払額

 
（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27年３月27日

定時株主総会
普通株式 4,460 23.5 平成26年12月31日 平成27年３月30日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

１．報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、

経営執行会議が、経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっている

ものであります。

当社は、世界本社として主に経営管理および商品開発を行っております。

当社グループは、主にスポーツ用品等を製造販売しており、国内においてはアシックスジャパン株式会社、

アシックス販売株式会社、その他の国内法人が、海外においては米州、欧州・中近東・アフリカ、オセアニ

ア/東南・南アジア、東アジアの各地域をアシックスアメリカコーポレーション、アシックスヨーロッパ

B.V.、アシックスオセアニアPTY.LTD.、その他の現地法人が、それぞれ担当しております。現地法人はそれぞ

れ独立した経営単位であり、取り扱う製品について各地域の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しており

ます。

「日本地域」、「米州地域」、「欧州地域」、「オセアニア/東南・南アジア地域」、「東アジア地域」

は、主にスポーツ用品等を販売しており、「その他事業」は、ホグロフスブランドのアウトドア用品を製造お

よび販売しております。

なお、平成27年１月１日付でアシックスインディアPRIVATE LIMITEDはマーケティング会社から販売会社へ

事業形態を変更いたしました。これに伴い、従来調整額に含まれていたアシックスインディアPRIVATE 

LIMITEDの業績を「オセアニア/東南・南アジア地域」に移行させております。 

 

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第３四半期連結累計期間（自  平成27年１月１日  至  平成27年９月30日） 

                （単位：百万円） 

  日本地域 米州地域 欧州地域 
オセアニア／ 
東南・南アジ

ア地域 

東アジア 
地域 

その他事業 合計 調整額 
（注）1 

四半期連結 
損益計算書 

計上額 
（注）２ 

売上高                  

(1)外部顧客への

売上高 
79,922 107,927 90,997 16,530 32,370 8,860 336,610 197 336,807 

(2)セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

17,484 0 4 11 61 3 17,565 (17,565) - 

計 97,406 107,927 91,001 16,542 32,432 8,864 354,175 (17,367) 336,807 

セグメント利益

又は損失 
3,522 6,044 9,808 2,840 5,196 (325) 27,086 5,987 33,074 

（注）１.（１）セグメント売上高の調整額は、報告セグメントに含まれない会社の売上高を含んでおりま

すが、主にセグメント間調整によるものであります。

（２）セグメント利益又は損失の調整額は、報告セグメントに含まれない会社の利益又は損失を

含んでおりますが、主にセグメント間調整によるものであります。

２. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

当第３四半期連結累計期間（自  平成27年１月１日  至  平成27年９月30日）

重要な事項はありません。

 

（金融商品関係）

四半期連結財務諸表規則第17条の２に基づき、注記を省略しております。 

 

（有価証券関係）

四半期連結財務諸表規則第17条の２に基づき、注記を省略しております。 

 

（デリバティブ取引関係）

四半期連結財務諸表規則第17条の２に基づき、注記を省略しております。 
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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額および算定上の基礎ならびに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額および算

定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
当第３四半期連結累計期間
（自 平成27年１月１日
至 平成27年９月30日）

(1）１株当たり四半期純利益金額 80.08円

（算定上の基礎）  

四半期純利益金額（百万円） 15,201

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金額（百万円） 15,201

普通株式の期中平均株式数（千株） 189,821

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 75.63円

（算定上の基礎）  

四半期純利益調整額（百万円） △14

（うちその他営業外収益（税額相当分控除後（百万円）） (△14)

普通株式増加数（千株） 10,998

（うち新株予約権付社債（千株）） （10,948）

（うち新株予約権（千株）） （    49）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四

半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結

会計年度末から重要な変動があったものの概要

 

－

 

 

２【その他】

該当事項はありません。
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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２７年１１月１２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   松本  要        印 

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
  公認会計士   笹山  直孝      印 

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
  公認会計士   美和  一馬      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２７年１月１日から平成２７年１２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２７年７

月１日から平成２７年９月３０日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成２７年１月１日から平成２７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、四半期連結包括利益計算書

及び注記について四半期レビューを行った。 

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、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四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、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。 

四半期レビューにおいては、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が実施される。四半期レビュー手続は、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て限定された手続である。 

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

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２７年９月３０日現在の財

政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績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。 

 

利害関係

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.  ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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