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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。

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おい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）
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経営成績に関する分析 財政状態に関する分析
　当第２四半期連結累計期間における売上高は
210,681百万円となりました。このうち国内売
上高は56,173百万円、海外売上高は154,507
百万円となりました。売上総利益は93,899百万
円、営業利益は19,392百万円、経常利益は
17,201百万円、親会社株主に帰属する四半期
純利益は11,849百万円となりました。

　総資産296,104百万円（前
連結会計年度末比13.8％減）、
負債の部合計120,973百万
円（ 前 連 結 会 計 年 度 末 比
15.7％減）、純資産の部合計
175,131百万円（前連結会計
年度末比12.4％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。

株式分布状況（所有者別）
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※ 上記持株比率は、自己株式を除いて
 計算しております。
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「AGP2020」の下で
変化する市場に対応し、
すべてのステークホルダーに
価値ある企業へ
特 集
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「AGP2020」のもとで
変化する市場に対応し、
すべてのステークホルダーに
価値ある企業へ
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　「AGP2020」のもとで変化する市場 に対応し、
　　　　　　　　　　　　　すべての ステークホルダーに価値ある企業へ

代 表 取 締 役 社 長 C E O

2016年1月から新たな中期経営計画「ASICS Growth 
Plan（AGP）2020」のもと、グローバルレベルでのさらなる躍
進に向けて始動しました。AGP2020では、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※起点に転換し、2020年12月期に売上高
7,500億円を達成することを目指しています。
為替の変動や米国での取引先の破たんなどの影響により、

AGP2020は想定よりも緩やかなスタートとなりました。しか
しながら、革新的な商品の創出に向けた開発体制の強化、直
営店の出店やブランド認知度向上のための投資を継続的に
行っており、これらの戦略投資の成果を1つずつ積み上げて
いくことが、AGP2020の達成につながると考えています。

最重要市場と位置付ける米州では、スポーツ用品市場は引
き続き成長しているものの、そのトレンドは変化しています。
当社のコア事業であるランニングでは、スポーツとファッショ
ンの境界がなくなり、機能性を追求したパフォーマンスランニ
ングシューズに加え、街履きとして使える汎用性の高いシュー
ズの需要が伸びています。こうした環境変化のなか、各カテゴ

リーで最も消費者に近いところに商品企画とデザインの機能
を置き、新商品を投入していきます。さらに、今年買収した
FitnessKeeper社の知見を活用しながら、Eコマースを含め
たオムニチャネルのネットワークを構築し、様々な接点でお客
様との密なコミュニケーションを行っていきます。
欧州では、英国のEUからの離脱が可決されましたが、これ

までのところスポーツ用品市場に大きな変化はもたらしてお
らず、堅調に推移しています。今後の経済や為替の動向を注
視しながら、これまでに築きあげた高いブランドイメージを活
かし、持続的な成長を目指します。
近年、急速に売上を拡大している中国でも、スポーツ用品
市場は力強く成長すると見込んでいます。7月には上海にラン
ニングやトレーニング用品を扱う旗艦店を出店しました。国の
健康施策から国民の健康意識が高まっているこの好機に、ブ
ランディングを強化していきます。

構造改革を実行してきた日本では、その効果が表れ始め、
収益性が大きく改善しています。構造改革を継続し、日本の
販社はグループ内で最も先進的な販社になるという大きな
目標を掲げています。その一環として、日本最大の共通ポイ
ントサービス「Tポイント」を持つカルチュア・コンビニエンス・
クラブ株式会社と業務提携し、さらに効率的で効果的なマー
ケティング、販売を行っていきます。加えて、学校法人早稲田
大学と組織的連携に関する基本協定を締結し、スポーツ振興
を通じた地域・社会貢献やブランドの価値向上などの施策を
進めていきます。
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、日本ではスポーツに対する関心が一段と高まっています。
当社は、東京2020ゴールドパートナー（スポーツ用品）として、
この大会が世界に誇れるものとなるように貢献するとともに、
アシックスブランドの露出度を高め、大きな飛躍を目指します。

AGP2020では、「トレーニング」を重点カテゴリーの1つと
しています。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、世界的に若者や女性がスポーツウエアを普段着と
して使う機会が増えています。
今後はさらに、機能性に加え、デザインでもお客様に選ばれ

る商品を提案していきます。昨年、オープンしたパリの直営店
にトレーニングの商品を取り揃えたように、直営店から売上を
拡大し、早期に収益の柱となるように育成していきます。 

経済成長が著しい新興国での販売強化を目的として、アラ
ブ首長国連邦（UAE）のドバイに、タイのバンコクにそれぞれ
現地法人を設立しました。これまで現地の代理店に販売を委
譲していましたが、今後の力強い市場成長が期待できるため、
現地法人が主体となって本格的にマーケティング、セールス
活動を行い、さらなる事業拡大を目指します。
こういった現地法人では、現地の市場で豊富な経験を持つ
幹部を採用し、本社で経営会議や研修を実施しています。世界
本社と各国の経営陣がともに企業文化と課題の共通認識を
深めることで、今後のさらなるガバナンス強化につなげます。

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8月

※DTC（Direct to Consumer）: 直営店および自社運営のEコマースの総称

新中期経営計画「AGP2020」がスタート

世界各地で市場ニーズに対応した施策で
成長を実現

日本では先進的な
マーケティングに取り組む

トレーニングカテゴリーでは
新たな顧客層にアプローチ

世界本社と現地法人が密に連携する
グローバルな経営体制へ
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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 428,496 403,000 △6.0%

営業利益 27,448 23,000 △16.2%

経常利益 22,533 20,000 △11.2%

親会社株主に帰属する当期純利益 10,237 13,500 31.9%

1株当たり当期純利益（円） 53.93 71.12 —

（単位：百万円）通期連結業績予想
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「True Sport Performance Brand」として、アシックスは絶えず技術革新を追求し、最高のパフォーマンスをサポートする製品を
創出しています。アシックスの高機能・高品質の製品は、世界中のアスリートから高い評価と信頼を得ており、この高い評価を活か
して、顧客層を広げていく戦略を推し進めています。
アシックスは、ランニング分野のリーディングカンパニーとして、シリアスランナーに支持された機能性を活かしそれぞれのニーズ
に応じた製品・サービスを展開。アクティブランナーなど幅広いランナーに顧客層を拡大していきます。

　近年、世界でスポーツは人々により身
近なものとなり、ファッションにスポーツ
ウエアを取り入れたり、ライフスタイル
の一環としてスポーツを身近に楽しむ傾
向などが高まっています。
　ランニングシューズのトレンドにおい
ても、ランニングに特化した機能性の高
いシューズに加え、アクティブランナーを
中心に街履きとして使える汎用性の高い
シューズの需要が伸びています。

近年、世界中でスポーツを楽しむ人が増え、ランニングシューズにおいても街履きで使用できる高いデ
ザイン性が求められています。アシックスは、シリアスランナーから高く評価されるシューズにデザイン
性を付加することにより、機能性とデザイン性を融合させた製品を提供しています。

シリアスランナーをはじめ、マラソンに挑む方が安心・安全に走れる製品を投入し、圧倒的な支持を得て
います。引き続き技術力に裏付けられた高機能・高品質の製品開発を行うため、アシックススポーツ工学
研究所が中心となり、人間の身体や動きの分析をもとに、独自の材料や構造を提案していきます。
その他、ブランドの鮮度を維持するためのイベントなども開催しています。

Special Feature
特集

幅広いランナーから選ばれるアシックス
─ランニングでさらに顧客基盤を拡大─

顧客の特性、ニーズに応じた商品を展開
アシックスのランニングシューズにおける戦略

　約3年をかけて開発し、特許を取得※

したスポンジ材「FlyteFoam（フライト
フォーム）」を、初めてミッドソールの全
面に採用したのが特徴です。これによ
り、優れたクッション性を持ちながら軽
量化することで、足を前に振り出す際の
エネルギー消費が低減するため、さま
ざまなスピードでのスムーズで効率的
な足運びを可能にします。

　タイムや完走にこだわらず、ファッションやライ
フスタイル、仲間とのコミュニケーションを重視し
ながら楽しむランナーに向けて開発したもので
す。スポーツシーンや普段のライフスタイルのな
かで、アパレルも含めた全身でのコーディネート
がしやすくなるよう、独自の配色でデザイン性を
高めています。

　一年で最も日照時間の長い夏至にあたる6月21日
（現地時間）に、ヨーロッパの最高峰・モンブラン山周辺
のコースを、大陸毎に分かれて結成するプロとアマ
チュアランナーの混成チームで競う、トレイルランニン
グイベント「ASICS BEAT THE SUN（アシックス・ビー
ト・ザ・サン）2016」を開催しました。「アシックス」ブラン
ドキャンペーンのプロモーションの一環として実施し、
世界各国のチームが参加しました。

「DynaFlyte（ダイナフライト）」

アシックス史上最軽量のミッドソール素材を搭載した
スピードを出しやすいランニングシューズ

「ASICS BEAT THE SUN2016」開催
「太陽に打ち勝て」がコンセプトのトレイルランニングイベント 

「fuzeX（フューズエックス）」
機能性とデザイン性を融合させたランニングシューズ 

デ ザイン性を高めた製品を展開

N E W S

N E W S
N E W S

記録更新を目指す
よりも、仲間との
つながりや走るこ
とそのものを楽し
むランナー

機能重視
の傾向

シリアスランナー

デザイン
重視の傾向

アクティブ
ランナー

マラソン大会に積極的に参加し
レースでの記録更新を狙うランナー

アクティブ
ランニング

A c t i v e  R u n n i n g

Performance Running

パフォーマンス
ランニング

引き続き高い優位性

※日本国内での取得

「FlyteFoam」は、素材に繊維を添加し
た独自の技術で、長距離のランニング
でも優れたクッション性が持続します。

「FlyteFoam」の優れたクッション性に
より、ソフトな着地を実現しました。

ソフトな着地

約270g
シューズ重量

アシックスが独自開発した軽量衝撃
緩衝材。前足部は蹴り出し時に優れ
た反発性を発揮。

fuzeGEL

素材の重なりを少なくするこ
とで、心地よいフィット感、
すっきりと洗練された外観を
実現。

シームレスアッパー

従来のミッドソール素材（E.V.A.）と比
べて約55%の軽量化に成功しました。

軽量化

クッション性の持続

（27.0cm／片足重量）
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Topics
トピックス

　アシックスは、第31回オリンピック競技大会（2016／
リオデジャネイロ）リオ2016パラリンピック競技大会に
出場する日本代表選手団へオフィシャルスポーツウエア
などを提供しました。これらのアイテムは、コンセプトを
「CONNECT（コネクト：つなぐの意味）」としています。
「CONNECT」には、「世界をつなぐ、人々をつなぐ、リオか
ら東京へとつなぐ」「心と体をつなぐ、過去と未来をつな
ぐ」といった意味を込めています。この「つなぐ」「つなが
る」という言葉や動作、振る舞いを連想するイメージをグ
ラフィック化し、デザインの一部にとり入れています。ま
た、観客と選手が感動をともにできるよう、これらのアイテ
ムの公式スポーツウエア・レプリカ商品、日本代表選手団
の応援グッズ（JOC公式ライセンス商品 JPC公式ライセ
ンス商品）を発売しました。
　アシックスは、スポーツメーカー唯一の東京2020ゴールド
パートナー（スポーツ用品）として東京オリンピック・パラリン
ピック競技大会の成功を支えるとともに、他のゴールドパー
トナー企業と連携し、新たなビジネスを創出していきます。

　アシックスはAGP2020でトレーニングカテゴリーを強化する方針です。
トレーニング市場は、2020年までに世界で550億ドルを超える規模に成長
する※とみられています。
　2016年に展開しているグローバル共通の広告キャンペーン「WANT IT 
MORE」は、トレーニングを題材に、目標に向かって自らを成長させていく力
強い意志を表現しています。このキャンペーンを通じ、世界中でトレーニン
グに励む人々のモチベーション向上や、目標の達成をサポートします。
　また、6月からはトレーニングシューズ「fuzeX TR」を世界各地で市場投入しました。「fuzeX TR」 は、トレーニングにおける幅広い
ニーズに応えることを目指して、当社が開発した新しいトレーニングシリーズの第一号です。強度インターバルトレーニング（HIIT）
やフリーウェイトトレーニング、トレッドミルでのランニングなどを効率よくこなすための機能を搭載しています。
　今後もシューズだけでなく、各種トレーニングやエクササイズに適したアパレルなどを発売し、スポーツを身近に楽しむ女性や若
者など新たな顧客層へアプローチします。

リオ2016オリンピック・パラリンピック
日本代表選手団を応援1 スポーツを身近に楽しむ

女性へのアプローチを強化2

　「FTSE4Good Global Index」は、FTSE Russell※が提供する世界の代表的なSRI指標で、世界各国の企業の持続可能性
（サステナビリティ）を環境・社会・ガバナンスの3つの側面から評価し、優良企業を選定するものです。2016年6月末現在、日
本企業160社を含む823社が選定されています。

社会的責任投資（SRI）指標「FTSE4Good Global Index」の対象銘柄に初選出
C O L U M N

コラム

Tシャツ・スポーツマフラータオル
JOC公式ライセンス商品 JPC公式ライセンス商品

fuzeX TR

※IPSOS: Training research（2014年9～10月）より

※ロンドン証券取引所グループが100%出資する企業で、世界中の投資家のためにベンチマーキング、分析、データ・ソリューションを提供しています。
JOC・JPCゴールドパートナー全15社とJOC・JPC 初の合同プロモーション

 「リオ2016オリンピック・パラリンピックがんばれ！ニッポン！®号」
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連結財務ハイライト

売上高
（単位：百万円）

親会社株主に帰属する当期純利益
（単位：百万円）

1株当たり配当金
（単位：円）

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）

スポーツシューズ類
174,350
（82.7%）

スポーツ用具類
9,607
（4.6%）

スポーツウエア類
26,723（12.7%）

※ ［　］内は、セグメント間の内部売上高（内訳）です。

東アジア地域
22,658［0］

日本地域
65,786
［9,592］

米州地域
59,290［12］

欧州地域
55,759［3］

その他事業
4,146［188］

オセアニア／
東南・南アジア地域
12,516
［0］

2012年
3月期

（第58期）

2013年
3月期

（第59期）

2014年
3月期

（第60期）

2015年
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2014年
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153,657

428,496

265,097
354,051 221,658
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5,811

7,922

22,285
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10,237
14,527

5,106

2016年
12月期
（第63期）

2016年
12月期
（第63期）

403,000（
予
想
）
210,681

13,500（
予
想
）

11,849
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3月期
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予
想
）
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23.5
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1株当たり当期純利益
（単位：円）

2012年
3月期

（第58期）

2013年
3月期

（第59期）

2014年
3月期
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（第62期）
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53.93
76.53

2016年
12月期
（第63期）
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予
想
）

62.43

66.55

72.65
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30.65

41.79

117.40
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26.94
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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。

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おい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）

POINT
解説

経営成績に関する分析 財政状態に関する分析
　当第２四半期連結累計期間における売上高は
210,681百万円となりました。このうち国内売
上高は56,173百万円、海外売上高は154,507
百万円となりました。売上総利益は93,899百万
円、営業利益は19,392百万円、経常利益は
17,201百万円、親会社株主に帰属する四半期
純利益は11,849百万円となりました。

　総資産296,104百万円（前
連結会計年度末比13.8％減）、
負債の部合計120,973百万
円（ 前 連 結 会 計 年 度 末 比
15.7％減）、純資産の部合計
175,131百万円（前連結会計
年度末比12.4％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。

株式分布状況（所有者別）

個人その他
12.11%

外国法人等
44.14%

金融機関
36.15%

証券会社
0.45%

その他の国内法人
7.15%

総資産・純資産・自己資本比率
（単位：百万円）

総資産 純資産 自己資本比率

50.8% 53.1%

2012年
3月期

（第58期）

2013年
3月期

（第59期）

2014年
3月期

（第60期）

2015年
12月期
（第62期）

2014年
12月期
（第61期）

57.5%
49.9%

212,343 115,315

244,725

317,528

138,078

159,567

355,837 201,940

343,467 199,883

2016年
12月期
第2四半期
（第63期）

296,104 175,131

57.8% 58.8%56.5%

※ 上記持株比率は、自己株式を除いて
 計算しております。


