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2015年12月で中期経営計画「アシッ
クス・グロース・プラン（AGP）2015」が
終了しました。2015年12月期（第62期）
は、米州が底堅く推移する一方、欧州、ア
ジア、オセアニアの各地域で売上が拡大
した結果、売上高は4,284億円となり、
AGP2015の目標であった4,000億円を
上回ることができました。一方、為替の変
動に伴い欧州および国内の仕入コストが
上昇したことに加え、自主管理売場の出
店など将来のための投資を積み増したこ
ともあって営業利益は274億円となり、
営業利益400億円の目標は達成するこ
とはできませんでした。
しかしながら、収益性の改善に向けた
構造改革は進展しており、それらの成果

を確実に顕在化させていくことが今後の
課題と認識しています。

新たに発表した中期経営計画「ASICS 
Growth Plan（AGP）2020」では、
AGP2015の基本方針である「お客様起
点の活動の徹底」をさらに進化させなが
ら、グローバル化を加速します。消費者の
ニーズがより多様化するなか、直営店や
自社運営のEコマースを通してお客様と
の密なコミュニケーションを行い、顧客基
盤の拡大を目指します。
また、新中期経営計画AGP2020で

は、「トレーニング」を重点カテゴリーの1
つとし、早期に収益の柱となるように育

成します。世界的に健康志向が高まるな
か、健康な生活にトレーニングは欠かせ
ないものであり、また、若者や女性を中
心にスポーツウエアを普段着として使う
人が増えており、事業拡大の余地は大き
いと考えています。多様化するニーズを
より細分化して見極め、ランニングで積
み上げた技術とブランド力を活かし、ア
シックスが考えるトレーニングを提案し
ていきます。

引き続き、市場規模が大きい米州市場
を最重要市場と位置付けています。アメ
リカは世界のスポーツトレンドの起点で
あり、アメリカでの成功が今後のグロー

バル展開の成否を左右すると言っても過
言ではありません。アメリカでは、近年女
性ランナーが急増しており、また、従来の
ようにフルマラソンのタイムを競うので
はなく、より楽しさ、仲間とのつながりを
重視するものに変化しています。女性の
顧客層拡大のためにはファッション性を
高めた商品が不可欠ですが、そのための
開発体制も整いつつあり、今後の新商品
に大いに期待しています。

国内では構造改革を加速させました。
2015年10月に国内物流業務をアウト
ソーシングして、より戦略的かつ効率的
な物流機能を構築したことに加え、本年
1月には国内事業を営む3社を合併さ
せ、経営管理の強化・効率化および意思
決定の迅速化を図りました。これにより
国内の構造改革はほぼ終了し、今後は、
スリム化した組織構造のもと販売強化を
推進していきます。
一方、将来に目を転じると、2020年の

東京オリンピック・パラリンピック競技大
会を控え、スポーツに対する関心が一段
と高まっています。アシックスは東京
2020ゴールドパートナー（スポーツ用品）
として、製品・サービスの提供を通じて世
界に誇れる大会となるように貢献すると
同時に、一般の方々が安心・安全にスポー
ツやトレーニングを楽しむための環境づ
くりに積極的に取り組んでまいります。

経営体制のグローバル化も、ここ数年
間で大きく進展しています。世界のス
ポーツマーケットで豊富な経験を持つ外
国人幹部や従業員が増え、また、アメリカ
およびヨーロッパの現地法人の経営トッ
プが世界本社の執行役員を兼務し、世界
本社の方針に沿った戦略を各地域で展開
しています。さらに今後は、Center of 
Excellence（CoE）という構想に基づき、
国籍や地域にこだわらず、重要なカテゴ
リーをリードする本部とその責任者はグ
ローバル市場をリードする地域に置き、よ
りお客様に近い地域から各カテゴリーの
成長戦略を遂行します。

2015年11月には、4つの特許と5つ
の新テクノロジーを搭載したアシックス
史上最も革新的なランニングシューズ
「MetaRun」を世界同時発売しました。
ランニング分野のリーディングカンパ
ニーとして、アシックスは、常にトップを
走り続けなければいけないと考えていま
す。「MetaRun」の開発により、当社にお
けるランニングシューズのレベルをいま
だかつてない水準にまで高めることがで
きました。これにより、お客様にさらなる
快適なランニングをお届けできると信じ
ています。

また、高付加価値商品群の生産体制を
強化するため、国内のシューズ生産拠点
の拡充を決定しました。「日本製」の特徴
を活かしたものづくりを強化するととも
に、アシックススポーツ工学研究所と連
携して技術革新と生産効率の向上を図
り、お客様満足度を高めていきます。
アシックスは、最先端のIoT技術を取り

入れることにも努め、革新的な製品と
サービスを社会に発信し、グローバル市
場における存在感をさらに高めていきた
いと考えています。そして、持続的な成
長とともに、すべてのステークホルダー
から信頼される企業グループを目指して
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
願い申し上げます。

2016年3月
代 表 取 締 役 社 長 C E O

「AGP2015」の売上高目標
4,000億円を達成

最重要市場であるアメリカでは
女性ランナーへの
マーケティングを強化

持続的な成長に向け
差別化された
イノベーションを創出

グローバル企業にふさわしい
組織体制の確立

国内ではスリム化した組織のもと
収益性強化に向けた施策を実行

Top Message
トップメッセージ

尾  山   基
代表取締役社長CEO

グローバル市場における存在感を
さらに高め、すべての
ステークホルダーから
信頼される
企業グループへ

お客様起点の活動のさらなる
進化と顧客基盤の拡大が
新中期経営計画の最大のテーマ

2015年12月で終了した「AGP2015」に対し、
戦略を適切に実行し売上高目標は達成しました
が、営業利益とROEは未達という結果に終わりま
した。カテゴリー別ではランニングの販売が拡大
し、チャネル別ではDTC＊2チャネルが世界で成長
しました。
環境の変化は極めて早く、AGP2020ではさら

なるスピード感を持って市場の特性をつかみ、持
続可能な成長に取り組んでまいります。
＊1 2011年3月期から2015年12月期の5年間の年平均成長率
＊2 Direct to Consumer ： 直営店および自社運営のEコマースの総称

アシックス・グロース・プラン（AGP）2015の振り返り

財務目標（2015年12月期）

AGP2015の主な成果

目標達成

4,284億円
ランニング売上高
年平均成長率＊1

19％
DTC＊2
売上高比率

13％
年平均成長率＊1

2ケタ成長

4,000億円以上 10%以上 15%以上
売上高 営業利益率 ROE

売上高 カテゴリー別 チャネル別 海外売上高
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2015年12月期
第62期（実績）

2016年12月期
第63期（予想）

前期比
増減率

売上高 428,496 437,000 2.0

営業利益 27,448 29,000 5.7

経常利益 22,533 27,000 19.8

当期純利益 10,237 18,500 80.7

1株当たり
当期純利益（円） 53.93 97.46 —

（単位：百万円）通期連結業績予想



アシックスの
グローバル経営体制

世界のスポーツブランドへの飛躍を  目指して
Special Feature

特集：

アシックスは、グローバルスポーツブランドへの飛躍を目指し、経営体制のグローバル化を進めています。

グローバルでシームレスな経営執行体制を構築し、

新中期経営計画「ASICS Growth Plan（AGP）2020」の達成と持続的な成長を目指します。

コア戦略

　アシックスは、2020年までの新たな中期経営計画
「ASICS Growth Plan（AGP）2020」を策定しました。お客
様との双方向のコミュニケーションを密にし、お客様のニー
ズを商品やサービスへ迅速に反映することで、革新的な商
品・サービスを創出し、持続的な成長につなげていきます。

ビジョン

財務目標

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（2016年1月1日～2020年12月31日）

ASICS Growth Plan（AGP）
2020

新中期経営計画

（韓国・ソウル）
アシックスコリアコーポレーション

韓国国内販売会社

売上高 営業利益率 ROE

億円以上7,500 ％以上10 %以上15

※直営店、および自社運営のEコマースの総称。

DTC※マインドへの転換 顧客基盤の拡大

差別化されたイノベーションの創出 卓越したオペレーションの追求

（神戸）
世界本社

（オーストラリア・ニューサウスウェールズ）
アシックスオセアニア PTY. LTD.
オセアニア地域統括会社

（東京）
アシックスジャパン株式会社
日本国内統括会社

（アメリカ・カリフォルニア） 
アシックスアメリカコーポレーション

米州地域統括会社

開発生産体制を変革し、社会と環境の持続可能な発展を
支える

※本社機能をそれぞれのカテゴリーの中心市場におき、適切な戦略立案と迅
速な実行を行う

　アシックスは前中期経営計画AGP2015で目標
に掲げた「経営基盤の強化」のため、この5年間で
グローバルな経営体制の構築に努めました。
2014年からは新たな取り組みとしてグローバル
な観点から本社機能の最適配置を進めています。 
　各カテゴリーでもっとも中心となる市場・地域
に、本社機能としてCoE※（センターオブエクセレ
ンス）をおき、商品企画やマーケティング機能を強
化しています。市場に近いところに各機能の拠点
をおき、優秀な人財を居住地問わず、トップに据え
ることで、適切な戦略立案と迅速な実行を行うと
ともに、世界本社が世界中の各拠点を統括する役
割を果たしています。

従来の業務プロセスを変革し、データに基づいた意思決
定により収益性を高め、持続的な成長を実現する

従来のスポーツシーンだけでなく、ライフスタイルシー
ンでも選ばれるブランドになる

新たなお客様（女性、若者、新興国）を理解し、開拓する

一貫したブランディング

個人とチームの成長

お客様に期待を上回る価値を届けるため、個
人およびチームの能力を高める

全世界で一貫したブランドをお客様へ伝え、
情緒的なつながりを深める

お客様のライフスタイルや体験に大きな変化
をもたらす革新的な商品・サービス・プロセス
を創出する

商品企画から販売まですべてのプロセスを、
お客様と直接的なコミュニケーションが可能
なDTC※起点に転換する

マーケティング・
企画・デザイン 開発・生産 SCM・

販売統括 管理

米州
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オセアニア/
東南・
南アジア
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フットウエア・
アパレル
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基幹業務
システム導入
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（オランダ・ホーフトドルプ）
アシックスヨーロッパ B.V.
欧州地域統括会社

（中国・上海）
亞瑟士（中国）商貿有限公司
中華圏統括会社

（シンガポール）
アシックスアジア PTE. LTD.
東南・南アジア地域統括会社
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Special Feature
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足の中部に搭載したカーボン繊維製の
補強パーツで走りの安定性を高める。

アダプトトラス
AdaptTruss�

特許
技術

Topics
トピックス

アシックスは、グローバルでシェア3位以内、もしくは各地域でシェア2位以内
を獲得できるカテゴリーを集中的に強化し、ランニングに次ぐカテゴリーを強
化しています。
その1つがラグビーで、2015年にイングランドで開催された世界大会は、日

本のみならず世界で大きな注目を集めました。2019年には日本で世界大会が
開催されることが決定しており、さらなる人気の高まりが期待されます。
また、アシックスは、世界トップクラスのオーストラリア、南アフリカ共和国の

代表チームをサポートするとともに、それぞれの代表チームのレプリカジャー
ジーの販売などの、新しいビジネスも展開しています。

アシックスは、FitnessKeeper社の子会社化を発表しまし
た。2008年に設立された同社は、スマートフォン端末のGPS
により、ランニングをはじめ、ウォーキング、サイクリングなど
の運動を追跡・記録するフィットネス・トラッキング・アプリ
「Runkeeper」を運用しています。米国を中心に全世界で
3,300万人を超える登録会員を有し、運動中の走行距離や運
動記録の管理・分析機能によりユーザーの目標達成を可視化
できるアプリです。今回の子会社化により、「Runkeeper」の
グローバル市場での高い認知度を有するブランドおよび世界
に広がるユーザー層を取り込み、アシックスの技術とものづく
りとの統合により、相乗効果を生み出すことで継続的に企業
価値を向上させていきます。

「ＭｅｔａＲｕｎ」は、アシックススポーツ工学
研究所が中心となり、「最高のランニング
シューズを作り出す」というミッションのも
と、３年をかけて研究開発を行った革新的な
ランニングシューズです。５つの新テクノロ
ジーを搭載し、長距離を快適に走るために
重要となる軽量性、安定性、フィット性、クッ
ション性という４つの機能すべてを最大限に
発揮することを追求しました。
「ＭｅｔａＲｕｎ」は、アシックスにとって新た
なベンチマークとなるシューズであり、長距
離を走るランナーが必要とする様々な機能
において改良しています。アシックスとして
最軽量の素材からなるミッドソールの搭載、
最適なタイミングで発揮する安定性、優れ
たフィット感、そして、衝撃を緩衝するクッ
ション性により、スタートの一歩からゴール
の瞬間まで、アシックス史上最高の履き心地
を提供します。

５つのアシックス新テクノロジー

オーストラリア
代表

レプリカジャージー

アシックスとアドバイザリースタッフ契約を締結したリーチ マイケル選手

南アフリカ共和国
代表

レプリカジャージー

1 2

3 フィットネス・トラッキング・アプリ
「Runkeeper」を運用する
FitnessKeeper, Inc.を子会社化

ラグビーの強化と
レプリカジャージーの販売

アシックス史上最も革新的なランニングシューズ
「MetaRun」の開発

エックスゲル
X-GEL2

２種類の衝撃緩衝材「ＧＥＬ」を効果的な
形状と配置で搭載。

1

激しい動きにもスムーズに順応する、
２種類の硬度のミッドソール。

スロープドデュオマックス
SlopedDUOMAX

当社最軽量のミッドソール素材。耐久性
と高いクッション性を保つ。

フライトフォーム
FlyteFoam

特許
技術

１層構造のメッシュ生地に形状記憶スポ
ンジとかかと部を支える補強パーツを
組み合わせ、高いフィット性を保つ。

オプティマイズドアッパー
OptimizedUpper

3

4

5
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見やすく読みまちがえにくいユニバー
サルデザインフォントを採用しています。

環境に配慮したFSC®認証紙と植物油インキを
使用しています。

〒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

株式会社アシックス

http://corp.as ics .com/jp/

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://corp.asics.com/jp/investor_relations）に掲載しています。

POINT
解説

経営成績に関する分析 財政状態に関する分析
　当連結会計年度における売上高は
428,496百万円となりました。このうち国
内売上高は101,226百万円、海外売上高
は327,270百万円となりました。売上総利
益は182,154百万円、営業利益は27,448
百万円、経常利益は22,533百万円、当期
純利益は10,237百万円となりました。

　総資産343,467百万円（前
連結会計年度末比3.5％減）、
負債の部合計143,584百万
円（前連結会計年度末比
6.7％減）、純資産の部合計
199,883百万円（前連結会計
年度末比1.0％減）でした。

　当社は、第61期より決算期を3月31日から12月31日に
変更しました。2014年12月期は決算期変更の経過期間と
なることから、当社および従前の決算日が3月31日の連結
子会社は9ヶ月間（2014年4月1日～2014年12月31
日）、決算日が12月31日の連結子会社は12ヶ月間（2014
年1月1日～2014年12月31日）を連結対象期間とした変
則的な決算となっております。このため、従前の数値との
連続性はありません。

連結財務ハイライト

260,198

235,349

247,792

329,464

354,051

売上高
（単位：百万円）

13,773

11,046

12,617

16,108

22,285

当期純利益
（単位：百万円）

72.6558.26

66.55

84.96

117.40

1株当たり当期純利益
（単位：円）

12.010.0

12.0

17.0

23.5

1株当たり配当金
（単位：円）

株式分布状況（所有者別）

1月1日から12月31日まで
12月31日

3月中
100株
電子公告により行う
公告掲載URL　
http://www.asics.co.jp/ir/

事業年度
剰余金の
配当基準日
定時株主総会
単元株数
公告の方法

（ 　 ）ただし、事故その他やむをえない事
由によって電子公告による公告がで
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。

株主メモ

三菱UFJ信託銀行株式会社

三菱UFJ信託銀行株式会社 
大阪証券代行部
〒541-8502 
大阪市中央区伏見町三丁目6番3号
tel. 0120-094-777（フリーダイヤル）

株主名簿
管理人・
特別口座の
口座管理機関
同連絡先

1． 株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）で承ること
となっております。口座を開設されている証券会社等にお問合せください。株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行）ではお取り扱いできま
せんのでご注意ください。

２． 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記特別
口座の口座管理機関（三菱UFJ信託銀行）にお問合せください。なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店にてもお取次ぎいたします。

３． 未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。

（ご注意）

2011年
3月期

（第57期）

2012年
3月期

（第58期）

2013年
3月期

（第59期）

2014年
3月期

（第60期）

総資産・純資産・自己資本比率
（単位：百万円）

2014年
12月期
（第61期）

総資産 純資産 自己資本比率

200,790 106,369

212,343 115,315

244,725 138,078

317,528 159,567

355,837 201,940

49.6% 50.8% 53.1% 49.9%

分類別売上高
（単位：百万円）

報告セグメント別売上高
（単位：百万円）

56.5%

2015年
12月期
（第62期）

343,467 199,883

57.8%
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3月期
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3月期

（第58期）

2013年
3月期
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2014年
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428,496

10,237

53.93

23.5

2015年
12月期
（第62期）

2015年
12月期
（第62期）

2015年
12月期
（第62期）

2015年
12月期
（第62期）

スポーツシューズ類
346,080
（80.7%）

スポーツ用具類
20,808
（4.9%）

スポーツウエア類
61,606（14.4%）

※ ［　］内は、セグメント間の内部売上高（内訳）です。
 内部売上高がない場合は［‒］と表示しております。　

東アジア地域
41,945［64］

日本地域
122,785
［22,139］

米州地域
136,103［0］

欧州地域
116,022［6］

その他事業
11,176［5］

オセアニア／
東南・南アジア地域
22,472
［20］

49.9%
56.5% 57.8%

個人その他
11.77%

外国法人等
42.84%

金融機関
37.01%

証券会社
0.90%

その他の国内法人
7.49%


