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2017年12月で中期経営計画「ASICS Growth Plan
（AGP） 2020」の2年目が終了しました。世界で健康志向が高
まる一方、購買チャネルとお客様の嗜好の大きな2つのトレン
ドの変化が同時に進んでおり、その対応に向けた改革を進め
ていることから、2017年12月期の連結業績は増収減益とな
りました。2020年の目標も、進捗は非常に厳しい状況です。
購買チャネルについては、世界的にEコマースへの移行が進
む一方で、お客様との接点であった大手小売店の淘汰が進ん
でいます。そのため、ロンドン、東京、ニューヨークといった世
界の中心都市で相次いで旗艦店をオープンするとともに、自
社Eコマースの拡充を進めており、お客様との接点の再構築
は着実に進んでいます。お客様の嗜好については、従来のよ
うにフルマラソンのタイムを競うのではなく、スポーツを様々
なイベントと組み合わせて楽しむ傾向が強まっています。そ
のため、シューズの開発拠点を最先端のトレンド情報が集ま
る米国・ボストンに設置するとともに開発体制の再編を行い
ました。新たな体制による商品開発は既に進んでおり、ライフ
スタイルシーンにも溶け込むデザイン性と機能性を兼ね備え
た新商品の投入を継続します。加えて、お客様と情緒的なつ

ながりを築くため2017年8月より新たなブランドメッセージ
「I MOVE ME（ワタシを、動かせ。）」によるキャンペーンをグ
ローバルでスタートさせています。スポーツを取り巻く環境
が大きく変わりつつあるなか、事業構造改革の成果を早期に
顕在化させ成長軌道を回復させることが当面の最大の課題
と認識しています。今回、中期経営計画の数値目標は修正い
たしますが、選択と集中という方針の下、成長分野への経営資
源集中と収益性改善により、持続的成長の礎を築きます。

最重点地域である米国では、米国内では初めてとなる、
「アシックス」とスポーツライフスタイル向けの「アシックスタ
イガー」の2ブランドを取り扱う店舗を2017年12月にオー
プンしました。スポーツやファッションなど日常のあらゆる場
面で質の高いライフスタイルを実現するシューズやウェア
を提案できる新しいコンセプトの店舗であり、世界のスポー
ツトレンドの起点でもある米国でこうした店舗を出店するこ
とで、他の地域へも効果が波及することも期待しています。
一方で、フルマラソンのタイムを競うシリアスランナーも重
要なお客様であり、その信頼がすべてのランニングシュー
ズのブランドイメージに影響します。革新的な高機能シュー

ズを追求し、ランナーの足や走り方にあった最適なシューズ
の提案ができる専門性の高い店員の育成にも取り組んでい
ます。
欧州でも、米国と同様のトレンド変化が進んでいるため、事
業構造改革などに取り組み、環境変化に迅速かつ的確に対応
していきます。

新興国市場での「顧客基盤の拡大」がAGP2020のコア戦
略の１つであり、堅調に推移しています。特に中国では売上の
2ケタ成長が続いており、マラソン大会が相次いで新設され
るなど、ランニングがブームになっていることがトップブラン
ドである当社にとって追い風となっていることに加え、スポー
ツファッションブランド「オニツカタイガー」も高い人気を誇っ
ています。引き続きマーケティングを強化するとともに、自社
Eコマースの拡充や現地の主要オンラインリテーラーとの協
業を進めていきます。その他の新興国については、ロシア、ア
ジア、中東、アフリカなど、今後の成長が期待できる国・地域
において、さらなる売上の拡大と収益性の向上を進めていき
ます。

日本では、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会
まで2年半となりましたが、当社がシューズでサポートしてい
る陸上競技の桐生祥秀選手が日本人初となる100m9秒台を
実現するなど、スポーツ界におけるムーブメントを高める契機
となっています。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東京2020大会の
成功に貢献するとともに、当社製品のアピールに努めていき
ます。また、他社パートナーとの協働を深め、スポーツへの関
心の高まりをビジネスに取り込んでいきます。
加えて、日本では新たな取り組みを積極化していきます。野
球日本代表「侍ジャパン」のダイヤモンドパートナー契約の締
結、カフェやフィットネススタジオを併設した新施設「ASICS 
CONNECTION TOKYO」のオープン、学校法人立命館とス
ポーツを通じた人材育成などを目的とした包括的連携交流協

定の締結など、当社の技術資産を活用して外部との連携を強
め、国内市場におけるさらなる成長機会の創造を図ります。

2018年3月29日付けで前会長兼社長CEOの尾山基が代
表取締役会長CEOに就任し、廣田康人が代表取締役社長
COOに就任しました。アシックスグループはこれまで事業の
グローバル化を進めるとともに、外国籍の幹部や従業員を積
極的に採用し、人財のダイバーシティを進めてきました。そし
てさらに「AGP2020」およびその次のステージに向けてグ
ループ一体となって事業を強力に推進、拡大していくために
は、新たな体制が必要と考えました。新社長の廣田は三菱商
事での経営者としての経験を生かし、多様な人財が生き生き
と働き、それぞれの専門性を最大限に発揮出来る組織を構築
し、グローバルレベルでの事業の強化・拡大と持続的な企業
価値の向上に精一杯尽力してまいります。

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。

2018年3月

米国ではトレンドの変化に対応して
お客様との接点を再構築

環境変化に対応するための
改革を推進

持続的な成長に向けた
マネジメント体制の強化

中国など成長著しい新興国で
顧客基盤を拡大

国内では新機軸の取り組みを通じて
成長機会の創造に挑む
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中期経営計画
「ASICS Growth Plan（AGP） 2020」  の見直し

成長分野への経営資源の重点配分

具体的な施策

収益性改善

革新的なリーディングブランドを確立し、
カジュアルに波及

当社は、グローバルでの成長を目指し、中期経営計画「ASICS Growth Plan （AGP） 2020」を
掲げ、2020年12月期までに売上高7,500億円以上などの実現に向け取り組んでまいりまし
た。しかしながら、お客様の嗜好や購買チャネルの変化の速さへの対応が遅れております。
このような経営環境を踏まえ、成長分野への経営資源の重点配分と収益性改善により、さらな
る成長実現の礎を築くため、計画を修正いたしました。

　高機能のランニングシューズにおいて、革新的な商品を投入
することでリーディングブランドとしての地位を築きます。その
強みが女性や若者にも伝わりやすい商品を投入し、顧客層を拡
大していきます。また、デジタルを通した個々の顧客とのつなが
りを活用し、ブランド発信や商品提案を行います。

　健康志向の高まりに対応し、引き続き高機能なランニング
シューズの販売を拡大するとともに、マラソン大会へのサポート
やSNSなどの活用により、積極的なブランド発信を行っていきま
す。また、日本発のブランドとして高い人気を誇っているスポー
ツファッションブランド「オニツカタイガー」の伸長を図ります。

　約4,300万人の登録会員を誇るフィットネス・トラッキング・アプリ
「Runkeeper（ランキーパー）」の会員データと知見、当社の足形計測ア
プリ「MOBILE FOOT ID（モバイルフットアイディ）」、トレーニングメニュー
を提案する「ASICS Studio（アシックススタジオ）」などを活用し、個々のお
客様に最適な商品やトレーニングメニューの提案を行っていきます。

商品開発、生産、販売のすべての業務を見直し、各部門
の収益性を高めていきます。

今後の成長が期待できる分野に経営資源を集中し、持続的な成長につなげていきます。

アメリカ市場におけるランニングシューズ

パフォーマンスランニングシューズと
オニツカタイガーを伸長

中 国

デジタルへの投資により顧客接点を広げ、
商品提案に活用

デジタル

この2年で高めたデザイン提案力を
タウンユースにも幅広く提案
各地域の需要に対応した商品を拡充
企画・開発・生産体制のスピードと効率の向上を目指す

開発、販売、分析などの業務活動において
デジタルやロボティクスにより生産性を向上させる
間接購買プロセスを見直しコストの削減を図る

業務プロセス

さらに収益性を重視し、マーチャンダイジングの改善、
出退店を行う
旗艦店からのブランド発信を強化する

直営店

収益性とブランディングにおける重要性などから
選択と集中を行う

コアパフォーマンススポーツシューズ

アパレル

数値目標

当社の強みを再確認し、今後の成長が期待できる
分野に経営資源を集中するとともに、すべての業務
を見直し、各部門の収益性を改善してまいります。

選択と集中による
持続的成長

方針

ASICS Studio

MOBILE FOOT ID

4,001億円

4.9%

6.5%

10%以上

15%以上

7%以上

10%以上

売上高

営業利益率

ROE

2017年12月期
実績

2020年12月期
当初計画

2020年12月期
修正計画

7,500億円
以上

5,000億円
以上

コア戦略（当初計画から変更なし）

DTCマインドへの転換

顧客基盤の拡大

一貫したブランディング

差別化されたイノベーションの創出

デジタルを通じたスポーツライフの充実

卓越したオペレーションの追求

個人とチームの成長

定めず

定めず

変更前方針

株主還元方針の変更、中間配当制度の導入に関するお知らせ

株主の皆様への利益還元を充実させるため、株主還元方針を変更いたしました。

自己株式取得
方針

中間配当制度

おおむね20%
連結当期
純利益の配当方針

変更後

2018年12月期より
中間配当制度を導入
[中間配当基準日:6月末日]

50%※2

総還元性向※1

※1 総還元性向＝（配当金額+自己株式取得額）÷
 連結当期純利益×100

※2 2017年12月期から2020年12月期まで

Special Feature

重点分野

1
重点分野

2
重点分野

3

特集
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　世界の主要都市を中心に新たなコンセプトに基づく旗艦店
の出店を進めています。2017年8月のロンドンに続き、10月に
は原宿、12月にはニューヨークにそれぞれオープンし、この結
果、DTC※売上高比率は20%を超えました。新たな店舗では、
当社が持つ複数のブランドの商品と世界観を同時に見ていた
だくことで、スポーツやファッションなど日常のあらゆる場面で
質の高いライフスタイルを提案します。コンセプトは、当社の創
業哲学である「健全な身体に健全な精神があれかし」です。植物
を使ったインスタレーション、天然木の什器、LED照明などを活
用し、高機能商品にナチュラルで温かみのある空間が調和した
独自の世界観を表現しています。
　お客様との直接的な関係をより深めるため、直営店やEコ
マースなど、実店舗とオンラインのすべてがシームレスにつな
がるショッピング体験を提供し、アシックスの新たなイメージの
訴求と売上拡大を図ります。

「ASICS 5th Avenue Flagship（アシックス フィフスアヴェニュー フラッグシップ）」
（ニューヨーク）

　アシックスは、2018年2月～3月に行われた第23回オリン
ピック冬季競技大会（2018／平昌）・平昌2018パラリンピッ
ク冬季競技大会に出場した日本代表選手団に、オフィシャルス
ポーツウェアをはじめ、シューズやバッグなどを提供しました。
　寒暖差が激しい現地の環境に対応するため、保温性に優れた
アウタージャケットやダウンコートをはじめ、トレーニングジャ
ケット、インナーシャツ・パンツなどを提供しました。各競技会場
や着用シーンに応じて着合わせることで機能の相乗効果が得ら
れ、選手のコンディショニングをサポートできるよう、アシックス
スポーツ工学研究所の科学的知見に基づいて設計しています。
また、シューズは、アッパー（甲被）の裏地に人工毛皮を採用し足
元からの冷えを防いでいるほか、防水フィルムを搭載し水の浸
入を抑えています。
　これらのアイテムは表彰式や選手村などで使用され、多くの
日本代表選手が表彰台に上り、アシックスブランドが大きく露出
しました。※ DTC（Direct to Consumer）: 直営店および自社運営のEコマースの総称

アシックスは、JOC・JPCゴールドパートナー（スポーツ用品）です。

Topics
トピックス

「アシックス原宿フラッグシップ」（東京）

「ASICS REGENT STREET FLAGSHIP （アシックス リージェントストリート フラッグシップ）」（ロンドン）

1 2世界の主要都市に旗艦店をオープン 平昌2018日本代表選手団へ
オフィシャルスポーツウェアを提供
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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。

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。

260,198

329,464

354,051

売上高
（単位：百万円）

13,773

16,108

22,285

親会社株主に帰属する当期純利益
（単位：百万円）

72.65

84.96

117.40

1株当たり当期純利益
（単位：円）

12.0

17.0

23.5

1株当たり配当金
（単位：円）

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

244,725 138,078

317,528 159,567

355,837 201,940
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）

2015年
12月期
（第62期）

343,467 199,883
2013年
3月期

（第59期）

2014年
3月期

（第60期）

2014年
12月期
（第61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）

2013年
3月期

（第59期）

2014年
3月期

（第60期）

2014年
12月期
（第61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）

68.33

2017年
12月期
（第64期）

400,157

2017年
12月期
（第64期）

12,970

2017年
12月期
（第64期）

23.5

2017年
12月期
（第64期）

※［　］内は、セグメント間の内部売上高（内訳）です。

2016年
12月期
（第63期）

342,812 201,207

2017年
12月期
（第64期）

348,232 201,302

東アジア地域
49,131［46］

日本地域
119,462
［18,355］

米州地域
106,177［57］

欧州地域
106,290［96］

その他事業
9,238［367］

オセアニア／
東南・南アジア地域
27,659
［ー］

1月1日から12月31日まで
期末配当 12月31日
中間配当 6月30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
基準日

定時株主総会
単元株数
公告の方法

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）

株式分布状況（所有者別）

個人その他
15.33%

外国法人等
39.49%

金融機関
35.86%

証券会社
1.45%

その他の国内法人
7.88%
※ 上記持株比率は、自己株式を除いて
 計算しております。

連結財務ハイライト

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400,157
百万円となりました。このうち国内売上高は
101,072百万円、海外売上高は299,085百万
円となりました。売上総利益は183,259百万
円、営業利益は19,571百万円、経常利益は
21,738百万円、親会社株主に帰属する当期純
利益は12,970百万円となりました。

　総資産348,232百万円
（前連結会計年度末比1.6％
増）、負債の部合計146,930
百万円（前連結会計年度末比
3.8％増）、純資産の部合計
201,302百万円（前連結会
計年度末比0.0％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。

POINT
解説

57.3%57.8%56.5%
49.9%53.1%

58.3%

スポーツ用具類
18,859
（4.7%）

スポーツシューズ類
333,391
（83.3%）

スポーツウェア類
47,907（12.0%）

〒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
http://corp.as ics .com/jp/

（ 　 ）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。




