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世界規模のランニング事業の強化で
前年同期間比増収を達成

　2012年3月期（第58期）の連結業績は、グローバルレベ
ルでのランニング事業の強化・拡大策が奏功し、売上高は
2,477億円と前年同期間比で増収となりました。利益について
は、主に広告宣伝費の増加などに加え、前連結会計年度に行
われた企業結合によって発生したのれんおよび無形固定資産
の償却費を計上した結果、営業利益は196億円と前年同期間
比で減益となったものの、為替差損の減少や旧東京支社の土
地建物売却による固定資産売却益の計上などにより、当期純
利益は126億円と前年同期間比で増益となりました。
　地域別では、欧米を中心に高い失業率や景気下振れ懸念な
どが見られましたが、日本、アメリカ、ヨーロッパ、アジアなど
の各地域において、現地通貨ベースで増収となりました。
　当期は、アメリカ市場におけるシューズのトレンド変化への
対応が遅れたことなどで、想定より低い伸びとなりましたが、
中期経営計画「アシックス・グロース・プラン（AGP）2015」
の目標に掲げた2016年3月期の連結売上高4,000億円の達
成に向けて、着実な基盤固めができたと評価しています。

機能強化された世界本社のもと
海外展開を加速

　AGP2015では、海外展開の加速による持続的な企業価値
の向上を目指しているため、海外売上高比率が62％を超える
当社グループにとって、グローバルな事業基盤の構築は最重要
の経営テーマです。当期においては、世界本社として日本の本

代表取締役社長CEO　　尾　山　　基

「AGP2015」の目標達成に向け、
海外展開を加速してまいります。
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社機能を強化するための機
構改革を実施しました。今後
はこの新体制のもと、当社の
コア事業であるランニング事
業でリーディングカンパニー
の地位を盤石なものにすると
ともに、他のアスレチックス
ポーツの分野でも世界のトッ
プを目指します。
　2012年においては、巨大
なランニング人口を有するア
メリカを重要な戦略地域と位
置づけています。北米では、
市民マラソンのランナーから

は引き続き厚い信頼を獲得しているものの、はだし感覚で走る
ことをコンセプトとする「ライトウエイト」といった新たなカテゴ
リーへの対応が十分ではありませんでした。しかし、経営体制
の変革を行ったほか、市場のニーズに即応して付加価値の高
い商品ラインを投入できるよう機構改革を行い、再び攻めに転
じるための体制が整いました。南米では、売上が急伸している
ブラジルにおいて、2011年9月にオープンした「アシックスス
トアサンパウロ」を核に、ブラジルでのブランドイメージ向上と
売上拡大を図ります。
　その他の地域については、中国やインド、シンガポールなど
ランニング人口の増加が期待できるアジア諸国で積極的な拡
販を推進するとともに、中東や北アフリカでも事業の本格展開
を見据えて市場の開拓を進めていきます。また、オーストラリ
アでは、クリケットを軸にアスレチックスポーツ分野の売上拡大
に注力します。

販売チャネルの強化を図り
国内事業の成長軌道を維持

　国内においては、期初に商品に連動した広告宣伝を行えるよ
う組織を再編したことが奏功し、売上が3年ぶりに増加に転じ
ました。
　しかし、景気低迷の長期化によって、小売店にとって厳しい
経営環境が続くのに加え、インターネット販売が急速に拡大す
るなど、ここ2～ 3年で商品の流通環境が急速に変化してい
ます。国内事業の成長軌道を確実なものにするための課題は
流通網の整備にあると考えています。今後は、当社の製品の
世界観を表現できる自主管理売場を拡大すると同時に、自社
インターネット販売チャネルの強化を図ります。

「日本のグローバル・ブランドTOP30」に
4 年連続で選出

　ブランド認知度も着実に上昇しています。これまで世界統一
ビジュアルによるブランド広告を展開する一方、世界各地の市
民マラソンに協賛するなど、ブランドの浸透に努めてきました。
こうした取り組みと卓越した商品力がシナジーとなり、全世界に
おける当社のブランド認知度はここ数年で格段に向上しました。
世界最大のブランド・コンサルティング会社、インターブランド
社が選定する「日本のグローバル・ブラン
ドTOP30」に4年連続で選ばれ、着実に
順位が上がっていることがその証と言え
るでしょう。今年のロンドンオリンピック、
2014年のブラジルサッカーワールドカッ
プ、2016年のリオデジャネイロオリン
ピックなどの一大スポーツイベントの開催
に向け、引き続き、ブランドイメージ向上
に向けた施策を展開していきます。

グローバルな組織体制を確立し、
真のグローバル企業への飛躍を目指す

　日本、米州、欧州、オセアニア、東アジアなど、世界5極に
おける販売強化、アウトドア事業の核となるホグロフス社製品
の東アジアでの本格展開など、グローバル事業の拡大を図るう
えで、意思決定や組織体制など経営のプラットフォームのさら
なる強化は欠かせません。
　既に当社の海外子会社は、現地で豊富な経験を持つ外国人
の幹部を採用していますが、今後は、海外の経営幹部の連結
決算への寄与度と責任を明確にするとともに、現在、日本にあ
るマーケティング、生産、開発の統括機能をグローバルな視点
から、より強化するなど、さらなる経営体制の強化を図り、
AGP2015の目標達成を目指します。

　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あげます。

2012年6月
代表取締役社長CEO



財務ハイライト

通期連結業績予想 　　　　　　　　　　　　　  　  （単位：百万円）

 2012年3月期 2013年3月期
 第58期（実績） 第59期（予想） 前期比増減率

売上高 247,792 259,000 4.5%

営業利益 19,628 20,000 1.9%

経常利益 19,702 20,000 1.5%

当期純利益 12,617 12,000 △ 4.9%

1株当たり当期純利益（単位：円） 66.55 63.29 —
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当期純利益 総資産・純資産・自己資本比率売上高

■総資産   ■純資産         自己資本比率

 スポーツシューズ類
 182,806 （73.8%）

 スポーツ用具類
 18,147 （7.3%）

 スポーツウエア類
 46,837 （18.9%）

分類別売上高
（単位：百万円）

 日本地域
 109,221
［12,770］

その他事業
 7,707［–］

東アジア地域
13,292［79］

オセアニア地域
10,270［–］

 米州地域
 59,002［0］

 欧州地域
 61,027［–］

※［　］内は、セグメント間の内部売上高（内訳）です。

報告セグメント別売上高
（単位：百万円）

POINT 解説

経営成績に関する分析
　当連結会計年度における売上高は
247,792百万円と前年同期間比5.3％
の増収でした。このうち国内売上高は、
主にランニングシューズおよびバス
ケットボールシューズなどのアスレ
チックシューズ類が好調であったた
め、92,464百万円と前年同期間比
5.0％の増収でした。海外売上高は、前
連結会計年度において連結子会社とし
たホグロフスホールディングABおよ
びアシックスカナダコーポレーション
の影響に加え、欧州および米州でラン
ニングシューズが堅調に推移しました
ので、155,327百万円と前年同期間比
5.4％の増収でした。
　売上総利益は主として売上高の増加
により107,549百万円と前年同期間
比4.3％の増益でした。販売費及び一
般管理費は、主に広告宣伝費の増加な
どに加え、前連結会計年度に行われた
企業結合によって発生したのれんおよ
び無形固定資産の償却費を計上した結
果、87,920百万円と前年同期間比
7.8％増加し、営業利益は19,628百万
円と前年同期間比9.0％の減益でした。
経常利益は為替差損が減少したことに
より 19,702百万円と前年同期間比
1.2％の増益でした。当期純利益は旧
東京支社の土地建物売却による固定資
産売却益の計上などにより 12,617
百万円と前年同期間比14.2％の増益
となりました。

財政状態に関する分析
　総資産212,343百万円（前年同期比
5.8％増）、負債の部合計97,027百万
円（前年同期比2.8％増）、純資産の部
合計 115,315百万円（前年同期比
8.4％増）となりました。



SportiVITÀProducts

「GEL-QUICK33」
「ナチュラルランニング」をコンセプトにした、
スポーツやタウンなど、さまざまなシーンで

着用できるランニングシューズの
新シリーズ「ASICS 33」

「ブレーカージャケット、ブレーカー７分丈パンツ」
「A77」など、大きなロゴやメッセージを
取り入れた新しいデザインテイストの

トレーニングウエア

ランニングのトレーニングメニューを無料で提案するオンラインサービス 
「My ASICS」

　科学的な理論に基づき、ランナー 1人ひとりのレベルや走る頻度などにあった効率の良いトレーニ
ングメニューを提供する無料オンラインサービス「My ASICS（マイ アシックス）」を、2012年2月よ
り当社ウェブサイトにてスタートしました。
　「My ASICS」は、少ない運動量でも高い効果が期待できるよう、効率の良いトレーニングメニュー
を提供できるのが特徴です。スポーツ科学の理論を基にしており、トレーニング効果がより的確に得ら
れるよう、アシックススポーツ工学研究所で研究を積み重ねたうえで作成しています。
　ランニングのトレーニングメニューを提供するオンラインサービスは、10年ほど前からヨーロッパで
展開してきました。現行の「My ASICS」は、スポーツ科学やアシックススポーツ工学研究所のさまざ
まな研究を取り入れて改良し、ヨーロッパで2011年1月から開始しています。この1年間で登録者数
が13万人を超えるなど、多くのランナーから支持されています。

「My ASICS」トップページ

カレンダーとグラフでトレーニングメニューを管理
※ iPhone用アプリケーションも提供しています。http://my.asics.co.jp/

神戸マラソン

グローバルでランニングイベントを積極支援

　中期経営計画の「アシックス・グロース・プラン（AGP）2015」
を達成するため、さらなるブランド認知度の向上を図っています。
　世界のランニングイベントの積極的な支援もその一環であり、
ニューヨーク、パリ、ストックホルム、ムンバイ、シンガポール、 
ゴールドコースト、ソウル、東京など、世界各地で国際マラソンを支
援しています。国内においては、2011年11月に開催された神戸
マラソンのオフィシャルスポンサーになったほか、海外では、2012

年3月にアメリカ・ロサンゼルスで開催されたアメリカで最大級の
規模を誇るマラソン大会の1つであるLAマラソンのオフィシャルス
ポンサーになりました。
　今後も引き続き世界のランニングイベントを積極的にサポート
し、世界のランナーとのコミュニケーションを充実させ、ブランド認
知度とブランド価値の向上に努めていきます。

「CF－1」
流水抵抗の
低減を追求した
競泳用水着

「ランウォーク　カジュアル」
おしゃれにこだわりを持つ大人の男性向けに
新提案したスニーカーのような履き心地の

カジュアル紳士靴

「BC WALKER SHAPE」
美しい姿勢でウォーキングしながら

下半身を引き締める、新しいコンセプトの
女性向けウォーキングシューズ



「オニツカタイガー」ブランドの 
直営店舗網を拡充

　先鋭的で洗練されたスポーツファッションブランド「オニツ
カタイガー」の積極的な直営店舗網の拡充を行っています。
2011年11月に「オニツカタイガー湘南」（神奈川）、また
12月には「オニツカタイガー NU茶屋町」（大阪）、「オニツ
カタイガー台北」（台湾）がオープンしました。
　そして、2012年4月、ブランド復活10周年を記念し、新
たな旗艦店「オニツカタイガー表参道」を東京・渋谷区にオー
プンしました。「オニツカタイガー表参道」は、スポーツを含
めたあらゆるファッションの情報発信地として国内外から注目
されている表参道に位置し、店舗面積は直営店舗の中でも世
界最大の規模を誇ります。店のコンセプトは「古今東西」。ビ
ンテージ感と未来感、東洋と西洋をミックスさせた「オニツカ
タイガー」ならではのイメージを発信する新たな旗艦店とな
ります。
　さらに、5月には世界一の電波塔である東京スカイツリー ®

内の商業施設「東京ソラマチ®」に直営店舗「オニツカタイ
ガー東京ソラマチ」をオープンしました。「東京ソラマチ®」
は都内最大級の商業施設で、国内外から数多くの集客が期
待されています。
　これらの出店で、首都圏のお客様をはじめ全国各地から訪
れる観光客、海外からの観光客も視野に入れた「オニツカ 

タイガー」ブランドの認知度向上と売上の拡大を図ります。 オニツカタイガー東京ソラマチ
（東京都墨田区） 2012年5月オープン

オニツカタイガー表参道
（東京都渋谷区） 2012年4月オープン

岩手県陸前高田市の子どもたちを神戸に招待

　当社は、東日本大震災で被災した子どもたちへの継続的支援活動「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、2012年
3月に、東日本大震災で被災した岩手県陸前高田市の児童22名を神戸に招待しました。
　今回招待したのは、同市内で活動している高田ミニバスケットボールスポーツ少年団の児童たちで、
当社の本社やアシックススポーツミュージアム、アシックススポーツ工学研究所などの見学、神戸市内
観光のほか、神戸市内で開催された「兵庫バスケットボールカーニバル」にて神戸のチームと対戦し、
交流を深めてもらいました。
　今後も、スポーツの楽しさや復興後
の神戸に触れることで、明るい将来へ
の希望を感じていただくなど、将来の
担い手である子どもたちの支援活動を
継続的に行っていく予定です。



会社概要（2012年 3月 31日現在）

社名 株式会社アシックス
創業 昭和24年9月1日
資本金 239億7千2百万円
事業内容  各種スポーツ用品等の製造および販売
本社所在地 〒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
従業員数 5,906名（連結）

役員（2012年6月22日現在）

会社の概況

執行役員	 稗	田	甲	二
	 平	本					博
	 山	根					至
	 渡	辺	博	司
常勤監査役	 石	塚	達	信
常勤社外監査役　	 田	中	秀	明
社外監査役	 三	原	秀	章
	 宮	川	圭	治

個人その他
19.02%

政府及び地方公共団体
0%

外国法人等
37.05%

その他の国内法人
8.05%

証券会社
0.75%

金融機関
35.13%

株主メモ

事業年度 毎年4月1日～翌年3月31日
剰余金の配当基準日 3月31日
定時株主総会 毎年6月中
単元株式数 100株
公告方法 下記の当社ホームページに掲載いたします。
 http://www.asics.co.jp/ir/

  ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告に
よる公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲
載する方法により行います。

株主名簿管理人および みずほ信託銀行株式会社
特別口座 口座管理機関 本店 証券代行部
事務取扱場所 東京都中央区八重洲一丁目2番1号
郵便物送付先 〒168-8507　東京都杉並区和泉二丁目8番4号
 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部
電話お問い合わせ先 電話0120-288-324（フリーダイヤル）
特別口座に関する みずほ信託銀行株式会社 全国各支店
お取扱店 みずほインベスターズ証券株式会社 全国本支店

※  株式に関する各種お手続き（住所変更、単元未満株式の買取・買増等）は、株主様
の口座が開設されている証券会社にご連絡ください。証券会社に口座を開設され
ていない株主様は、上記みずほ信託銀行株式会社へご連絡ください。

※  未払配当金のお支払いについては、みずほ信託銀行株式会社全国本支店または株
式会社みずほ銀行全国本支店へご連絡ください。

※  特別口座で管理されている株式につきましては、一般口座にお振り替えいただくこと
ができます。お手続きにつきましては、上記フリーダイヤルにお問い合わせください。

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://www.asics.co.jp/ir/）に掲載
しています。

株式の状況 

取締役会長	 和	田	清	美
代表取締役社長CEO	 尾	山					基
取締役	 池	﨑	俊	郎
常務執行役員	 佐	野	俊	之
	 松	尾	和	人
取締役執行役員	 橋	本	幸	亮
	 土	方	政	雄
	 加	藤	克	巳
社外取締役	 梶	原	健	司
	 濵	岡	峰	也

株式状況（2012年 3月 31日現在）

発行可能株式総数 790,000,000株
発行済株式の総数 199,962,991株
 （うち自己株式10,371,575株）

株主数 12,974名
大株主（上位10名）　　　　　　　注）持株比率は、自己株式を除いて計算しております。

株主名 持株数
（千株）

持株比率
（%）

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 8,118 4.3

株式会社三菱東京 UFJ銀行 7,858 4.1

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 7,416 3.9

株式会社三井住友銀行 6,607 3.5

日本生命保険相互会社 6,309 3.3

株式会社みずほコーポレート銀行 5,568 2.9

メロン バンク エヌエー アズ エージェント フォー イッツ 
クライアント メロン オムニバス ユーエス ペンション 4,668 2.5

アールビーシー デクシア インベスター サービシーズ  
トラスト, ロンドン クライアント アカウント 4,633 2.4

株式会社みなと銀行 4,208 2.2

サジヤツプ 3,063 1.6

分布状況（所有者別）

株主優待制度の一部変更に関するお知らせ

より多くの株主の皆様に、株主優待制度をご利用いただくととも
に、より長期にわたり当社株式を保有していただくため、株主優待
制度を一部変更いたしました。

■  対象となる株主様
毎年3月末および9月末現在の株主名簿に記載または記録された株主様

■  優待内容
①株主優待割引券
100株以上1,000株未満 .................当社製品15%割引券   5枚
1,000株以上
　保有期間3年未満 .........................当社製品20%割引券   5枚
　保有期間3年以上 .........................当社製品20%割引券 10枚

　ご利用いただける店舗：当社直営店舗および別に指定する店舗

②株主優待カタログ
100株以上 ................カタログ掲載商品を通信販売にて20%割引

詳細は当社ホームページをご参照ください。
https://www.asics.co.jp/ec/guide/stockholder.html

  アシックス  株主優待      検索 


