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経営成績に関する分析 財政状態に関する分析
　当連結会計年度における売上高は399,107
百万円となりました。このうち国内売上高は
101,560百万円、海外売上高は、297,546百
万円となりました。売上総利益は176,543百
万円、営業利益は25,472百万円、経常利益は
23,408百万円、親会社株主に帰属する当期純
利益は15,566百万円となりました。

　総資産342,812百万円（前
連結会計年度末比0.2％減）、
負債の部合計141,604百万
円（前連結会計年度末比
1.4％減）、純資産の部合計
201,207百万円（前連結会計
年度末比0.7％増）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
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株式分布状況（所有者別）
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ASICS Growth Plan（AGP） 2020の
目標達成と持続的な成長を目指して

代表取締役会長兼社長CEO

2016年1月から新たな中期経営計画「ASICS Growth 
Plan（AGP）2020」がスタートし、その1年目が終了しました。
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。
当期は、米国でのお客様の嗜好の変化と購買チャネルの変

化などにより連結売上高は減収、営業利益で減益となるなど、
やや厳しい結果となりました。しかしながら、当社グループが
持続的に成長するための足場固めが進んだ重要な1年でし
た。具体的には、米国子会社で経営体制を刷新するとともに、
販売ネットワークを再構築し、お客様のニーズに応じた新商
品・サービスを最適なチャネルで投入する仕組みを構築して
います。さらに、2016年3月のFitnessKeeper社の連結子会
社化に続き、革新的なデジタル技術の開発を行う拠点をボス
トンに設置し、多様なデジタル戦略を展開することが可能とな
りました。また、構造改革を実施した日本では、売上高が前期
から微減ながらも営業利益が2.5倍以上となるなど、収益性
が飛躍的に改善しています。

最重要市場である米国では、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。コア事
業であるランニングでは、近年、女性や若者を中心に、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たり、また、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。今後はこの
ようなトレンドの変化に対応し、直営店の出店拡大に加え、
FitnessKeeper社の知見を活用してお客様とコミュニケー

ションを行うことで、顧客基盤を拡大していきます。
欧州は現地での売上は堅調ですが、米国と同様のトレンド
が広がりつつあるのを感じています。米国での事例を活かし
ながら、流通網の整備を行っていきます。

新興国での「顧客基盤の拡大」はAGP2020のコア戦略の1
つであり、近年は、中国での当社の売上高が急速に拡大して
います。中国では、政府による健康政策によって国民の健康意
識が高まっており、各地でマラソン大会も開催されています。
今後の飛躍的な市場の成長が期待できるため、2016年に
オープンした旗艦店「アシックスストア上海フアイハイロード」
を核にブランディングを一層強化し、さらなる事業拡大を目
指します。その他、アジアや南米など、成長が期待できる国や
地域に現地法人を設立し、直接販売を進めます。

日本では、カテゴリーの選択と集中や効率的な販売体制の
構築などの構造改革を行ってきた結果、収益性が大きく改善
しています。2020年の東京オリンピック・パラリンピック競技
大会を控えてスポーツに対する関心が高まるなか、日本の販
社は最も先進的な地域販売子会社になるという大きな目標を
掲げています。政府や自治体、大学、企業、NPOやスポーツ団
体などの外部機関と連携し、商品の販売にとどまらない新た
な価値の提供を目指します。

グローバル経営体制の強化に向け、海外経験の豊富な取締
役の選任、外国籍の幹部や従業員の積極的な採用、市場を
リードする地域に本社機能の一部を設置するなど、グローバ
ルな視点で最適な意思決定と業務執行ができる体制も構築

アシックスは、東京2020オリンピック・パラリンピック ゴールドパートナー（スポーツ用品）です。

しています。また当期においては、取締役会議案を絞込み、企
業価値向上に資する重要な案件について、取締役会で徹底的
に議論できる体制としました。
多様な国籍の人財登用が進む一方で、今後は女性の活用
が当面の最大の課題と認識しています。スポーツを楽しむ女
性が増えるなか、新たな商品・サービスの開発に女性の視点
が必須です。女性の管理職登用を加速し、企業活動全般で女
性の活躍を推進します。

アシックスは、「True Sport Performance」ブランドとし
て、アスリートが最大限のパフォーマンスを発揮できる高機
能・高品質な商品を提供し、成長してきました。ランニングを
中心としたアスレチックスポーツ事業領域は企業価値向上の
ためには重要であり、引き続きグローバルレベルで強化して
まいります。
一方で、スポーツ市場の裾野が広がっており、女性や若者を
中心に、トレーニングを日常生活に取り入れたり、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。そのため、
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。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、早期に収益の柱となるよう育成していきます。
アシックスはこれからも、独自の優位性を活かした事業展開

によって日本発のブランドとして世界で存在感を発揮し、持続
可能な成長を目指します。

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。

2017年3月

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

欧米ではトレンドの変化に対応して
顧客基盤を拡大

AGP2020初年度として
今後の成長に向けた基盤固めを推進

日本発のブランドとして
世界での存在感を発揮

新興国でのマーケティングを強化

日本では外部パートナーと連携し
新たな価値を提供

ダイバーシティを推進し
持続的な成長体制を構築

Top Message
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尾  山   基

代表取締役会長兼
社長CEO

本社にて
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2016年12月期
第63期（実績）

2017年12月期
第64期（予想）

前期比
増減率

売上高 399,107 420,000 ＋5.2%

営業利益 25,472 22,000 △13.6%

経常利益 23,408 21,000 △10.3%

親会社株主に帰属する当期純利益 15,566 13,000 △16.5%

1株当たり当期純利益（円） 82.01 68.48 —

（単位：百万円）通期連結業績予想



現在進行中の中期経営計画「AGP202 0」では、
新興国での「顧客基盤の拡大」をコア戦略の1つと定めています。
今回は、新興国におけるアシックスの取り組みをご紹介します。新 興 国 で 拡 大 す るア シックス

近年、新興国の経済発展に伴い人々の健康志向も高まっており、スポーツ市場が急速に拡大しています。
アシックスは、グローバルブランドである強みを活かしたマーケティング活動を展開し、新興国市場での事業拡大を進めています。

アジア・南米・アフリカで新たな市場を創造
中国では、政府による健康政策から国民の健康志向が高まっており、今後の飛躍的な市場の拡大が見込まれています。
ブランド認知度向上のため、旗艦店の出店に加え、現地の代理店が運営する売り場（パートナーストア）の展開を
加速させます。

ランニング、ライフスタイルが好調で売上が急速に拡大

　2016年7月には、中国での旗艦店と位置付ける「ア
シックスストア上海フアイハイロード」をオープンしまし
た。ランニング、トレーニングをはじめ、バレーボール、テ
ニスなどのインドアスポーツの関連商品などを展開して
います。また、「ASICS FOOT ID（アシックスフットアイ
ディ）」でお客様の足や走り方にあうシューズを販売する
ことに加え、専門機器を用いてランニングの総合的な能
力を測定できる「ASICS RUNNING LAB（アシックスラ
ンニングラボ）」を新興国で初めて導入しています。この
ような旗艦店をモデルとし、ブランドの世界観を伝える店
構え・商品ラインナップを備えたパートナーストアを展開
していきます。
　近年、中国市場においては、ランニングシューズ、ライ
フスタイルシューズが好調で、売上高を急速に拡大して
きました。マラソン大会数が急増する好機に、コア事業で
あるランニングでさらなる拡大を目指します。

　日本発のブランドとして、オニツカタイ
ガーは高い知名度があります。旅行で来
日し、日本の直営店で購入するお客様も
多く、国内のインバウンド購買にも影響が
あります。

　南アフリカ共和国ラグビー協会
のオフィシャルサプライヤーを務
め、ブランド認知度が高まってき
ました。ランニングシューズの販
売に注力して売上を拡大します。

　ブラジルでは「GEL-QUANTUM 
360」シリーズのように外観に特徴
のある商品が好まれます。2015年、
現地通貨の下落により、収益性が大
幅に悪化しましたが、2016年は構造
改革を行い、経営が安定しました。

　東南アジアの貿易、交通お
よび金融の中心地であるシン
ガポールにおいて、AS IC S 
City Relayなどのイベントを
開催し、認知度拡大を図ってい
ます。

特徴のあるランニングシューズが人気ラグビー代表チームをサポート

ランニングイベントで認知度を拡大オニツカタイガーが売上をけん引旗艦店を上海にオープン

新興国の主な展開地域 新興国市場の動向

2016201520142013

アシックスの新興国売上高※（百万円） アシックスの中国での直営店・
　　　　　パートナーストア数（店）

（大会）中国のマラソン大会開催数

55,287
46,957

35,513

20,949

GEL-QUANTUM 360 CM

ASICS City Relayオニツカタイガー

アシックスストア
上海フアイハイロード

11 22
中  国 その他の新興国

ブラジルでは、2007年にライセン
ス販売から直接販売に切り替えて
マーケティングを強化。
2013年にメキシコ、2016年にチ
リとペルーにも販売子会社を設立。

南米

2014年に販売子会社を設
立し、ラグビーとランニング
を中心に販売を拡大。

南アフリカ

2006年に販売
子会社を設立し、
マーケティング
を強化。

中国

シンガポールでは2014年に
直接販売を開始。2016年にタ
イにも販売子会社を設立。
インドでは2015年から直接販
売に切り替えるなど、各国で
マーケティング機能を強化。

東南・南アジア

2008年に販売子会社
を設立し、ランニング
やライフスタイルを中
心に販売を拡大。

ロシア

ブラジル南アフリカ

シンガポールタイ

2016201520142013 2016201520142013

328

134

5139

512

301

169
137

2016年7月オープン

直営店 パートナーストア

※ 中国、台湾、香港、南米、東南・南アジア、ロシア、南アフリカの売上高の合計 出典：中国田径协会
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1 2アシックスタイガー世界初の直営店を
大阪・心斎橋にオープン1 新しいスポーツアパレルコレクション

「JYUNI」を発売2
Topics
トピックス

　2016年9月にオープンした「アシックスタイガー大阪心斎橋」店内
は、大理石のシューズウォールやマット感のあるホワイトを使ったセン
ターテーブルを置くなどプレミアムな雰囲気をもたせながら、モルタ
ル作りの壁やガードレールといったストリートの要素もミックスさせて
います。
　「アシックスタイガー大阪心斎橋」では、ブランドの“いま”を発信する
同店ならではの試みとして、新商品に関連したイベントを毎月1回開催
します。アシックスの歴史とテクノロジーに裏づけされた品質とデザイ
ンを備えながら、常に進化を追求するスポーツライフスタイルブランド
として、さまざまな形で「アシックスタイガー」がもつ世界観を表現して
いきます。
　2017年1月には、新作スニーカー「GEL-DS TRAINER OG（ゲル
ディーエストレーナーオージー）」の発売を記念し、スペシャルイベント
を開催しました。本イベントでは、「GEL-DS TRAINER OG」のベース
となったモデル「GEL-DS TRAINER」を発売した1995年に注目し、
1990年代の雰囲気やミュージックカルチャーを店内で再現しました。

　日本の伝統美に根差したデザイン性と高い機能性を兼ね備えたス
ポーツアパレルの新作「JYUNI（ジュウニ）」ホワイトコレクション3品番
を、2017年1月から当社直営店「アシックスストア東京」およびポップ
アップショップ「TSUTAYA TOKYO ROPPONGI」の2店舗限定で先
行発売し、2月からニューヨーク、パリ、ロンドンなどでグローバル展開
を開始しました。
　「JYUNI」は、活動的なライフスタイルをサポートする、新世代の若者
に向けたプレミアムコレクションです。新しい活動やアイデアを生み続
けるスピード感や、常に変化するアイデンティティーを持つ大都市「東
京」の姿からインスピレーションを受け、日本の伝統的な美意識に通じ
るシンプルかつミニマムをコンセプトとした洗練されたデザインで、高
い機能性も付与しています。
　「JYUNI」は時間の構造を表す「12」から名付けており、時間の束縛か
ら解放され自身と向き合うひと時を楽しんでほしい、という思いを込め
ています。

新作スニーカー発売記念イベント 「TSUTAYA TOKYO ROPPONGI」
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連結財務ハイライト

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
　当連結会計年度における売上高は399,107
百万円となりました。このうち国内売上高は
101,560百万円、海外売上高は、297,546百
万円となりました。売上総利益は176,543百
万円、営業利益は25,472百万円、経常利益は
23,408百万円、親会社株主に帰属する当期純
利益は15,566百万円となりました。

　総資産342,812百万円（前
連結会計年度末比0.2％減）、
負債の部合計141,604百万
円（前連結会計年度末比
1.4％減）、純資産の部合計
201,207百万円（前連結会計
年度末比0.7％増）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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売上高
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2014年
3月期

（第60期）

2014年
12月期
（第61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）

2014年
12月期
（第61期）

428,496

10,237

53.93

23.5

2015年
12月期
（第62期）

82.01

2016年
12月期
（第63期）

2015年
12月期
（第62期）

399,107

2016年
12月期
（第63期）

2015年
12月期
（第62期）

15,566

2016年
12月期
（第63期）

2015年
12月期
（第62期）

23.5

2016年
12月期
（第63期）

※ ［　］内は、セグメント間の内部売上高（内訳）です。

49.9%
56.5% 57.8%

2016年
12月期
（第63期）

342,812 201,207

58.3%58.3%

スポーツシューズ類
329,649
（82.6%）

スポーツ用具類
18,291
（4.6%）

スポーツウエア類
51,166（12.8%）

東アジア地域
43,474［14］

日本地域
119,989
［18,388］

米州地域
112,913［49］

欧州地域
107,601［33］

その他事業
9,163［401］

オセアニア／
東南・南アジア地域
24,039
［1］

個人その他
11.63%

外国法人等
41.83%

金融機関
37.04%

証券会社
1.04%

その他の国内法人
8.46%
※ 上記持株比率は、自己株式を除いて
 計算しております。


