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当第2四半期連結累計期間の業績に対する尾山社長の評価を
聞かせてください。

　第56期の第2四半期連結累計期間（2009年4月1日から9月

30日まで）の業績は、売上高1,107億円、営業利益94億円、四半
期純利益26億円と減収減益となりました。当社グループが展開
する日本、アメリカ、ヨーロッパおよびアジア・パシフィックす
べての地域において、世界的な景気後退の影響を受けています。
　なかでも国内は景気後退により消費マインドが冷え込み、厳し
い状況になっています。この7月以降も国内の売上高は回復せず、
これまで実施した販売促進策や事業の活性化策が不十分であった

第56期の第2四半期連結累計期間の業績は、世界的
な景気後退の影響を受け、厳しい状況で推移しまし
た。しかし、国内外のランニング市場は中長期的に成
長すると見込まれています。アシックスのものづく
りの思想や優れた機能性をグローバルに訴求すると
同時に、経営・事業・業務プロセスの見直しを迅速に
実行することで持続的な成長を目指してまいります。

“

”
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と厳粛に受け止めています。海外では、アメリカやドイツ、イギリスなどは、景気は冷え込
んでいるものの、当社が中心とするランニング分野への影響は、根強い健康志向の高まり
に下支えされ限定されています。アジア・パシフィックでは、オーストラリアにおいては
現地通貨ベースで好調を保ったものの、事業の再構築を進めている中国では苦戦を強いら
れました。
　環境の変化に対応しつつ、生産性を向上させるために、国内外で広く
経営・事業・業務プロセスの見直しを進めています。この一環として、
東日本の物流拠点と位置付ける「アシックス関東つくば配送センター」
の建設に着手しました。

海外市場における取り組みと、その成果について教えてください。

　アメリカおよびブラジルは、ランニングを中心に好調を維持し、現地通貨ベースでは引
き続き売上高が2桁の伸長を記録しました。
　ヨーロッパは、景気減速の影響を受けてファッション性を加えたスポーツスタイルシュー
ズが伸び悩んだものの、「アシックスストアロンドン」やパリマラソンを活用してランニング
分野を強化したこと、ならびにロシアやポーランドなど新市場に進出した成果もあり、現
地通貨ベースで伸張に転じています。さらに北アフリカ諸国などにも販路を拡げ、事業の
さらなる拡大を目指します。
　アジア・パシフィックで強調したいことは、商品の機能的な良さが認められ、オースト
ラリアのスポーツシューズ市場でトップシェアを獲得したことです。国民性や競合関係が
異なるため、同国の事例をそのまま他国で展開しても必ずしも成功するとは限りませんが、
商品に込められたアシックスのものづくりの思想や優れた機能性は国を問わず通用するも
のです。これを契機として、世界に品質の高さを訴求していく考えです。

2ASICS通信

アシックス関東つくば配送センター（完成予想図）
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市場環境が急速に悪化している国内の収益改善のための取り組みを教えてください。

　景気後退は国内の流通チャネルに多大な影響を及ぼしています。ウォーキングシュー
ズは、主力として展開している流通チャネルにおける売上減少の余波を受けて苦戦しま
した。これからはアシックス自らによる直販を拡充し、市場への提案力を強化する必要
があると考えています。
　当社が取引先と共同で取り組むランニング専門店である「アシックスショップ」が、

2009年9月に新たに天神（福岡）と京都にオープンしました。また、同年4月には名古
屋および広島に、8月には札幌に、子どもから大人までの幅広い価格帯の商品を取り揃え
た「アシックス ウォーキング ショップ」がオープンしました。
　今回の景気後退によって、消費者のなかに「本当に欲しい商品」しか買わないという傾
向が強く現れてきました。お客様が何を望んでいるのかを再検証し、他社と差別化した
アシックスならではの商品を開発・提案していくことが重要だと認識しています。

アシックスグループが持続的に成長するための今後の重点課題を教えてください。

　第1はアパレル事業の強化です。スポーツの世界でも高いレベルの視覚的な美しさは、
価値あるブランドには無くてはならないものだと考えています。そのため、2008年10
月にデザイン関係を統括する「デザインセンター」を本格稼働させ、2009年4月には、パ
リコレクションなどで活躍中の岩谷俊和さんをデザインディレクターとする契約を締結
しました。また、2009年4月に株式会社ユナイテッドアローズと合弁で設立したオニツ
カタイガーブランドの商品企画を行う株式会社OTプランニングは、デザイン性の高い商
品を創出すべく、順調に営業を行っています。当社はこれまで、スポーツ工学研究所をコ
アとして一流アスリートに認められるシューズやウエアを多数創出してきました。そこ
で培われた機能性に富んだ商品づくりに視覚的な美しさを融合させ、機能とデザインの
両面からアパレルを追求しています。

スポーツミツハシ アシックスショップ京都

アシックスウォーキングショップ札幌

履き方を自分流にアレンジできる
アウトドアテイストのスニーカー
「MONTE POKHARA （モンテ ポカラ）」
（オニツカタイガー）
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　第2はブランドイメージの向上です。世界統一ビジュアルによるブランド広告
や、ニューヨークシティマラソン、ゴールドコーストマラソン、東京マラソン、パ
リマラソンなど都市型市民マラソンの支援活動によって、アシックスは世界的に
も勢いのあるブランドとして認知されるようになってきました。東京マラソンや
財団法人日本陸上競技連盟のスポンサーシップを通したブランド訴求に加えて、
女性ランナーへの美しく走ることへの提案やテレビコマーシャルも積極展開し、
身近かつ洗練されたブランドイメージの確立に努めていきます。

最後に株主の皆様にメッセージをお願いします。

　当面は世界的に市場が大きく好転する要素はなく、特に国内は厳しい状況が続
くと思われます。また、昨今の円高傾向は海外事業の収益を円換算で押し下げて
います。
　しかし、国内・海外を問わず、健康の維持増進のためにスポーツを楽しむ人が
増えている趨勢に変化はありません。当社グループは連結売上高3,000億円を目
指すという全社戦略「アシックス・チャレンジ・プラン」の基本戦略を継続し、
引き続き「攻め」の戦略を推進して、早期の目標達成を目指します。また、「生産
性の向上」を目的とする経営・事業・業務プロセスの見直しについては、さらに
スピードを重視して取り組んでまいります。

　株主の皆様には、これまでと同様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。

2009年12月

ASICS通信

パリマラソン

代表取締役社長

ニットキャップ
W’S ファンデーション
シャツ

LADY GT-2140 BELDAD®

W’S ライトクロス
ジャケット

W’S クロスロング
パンツ

女性ランナー向けのアパレルやアクセサリー
類を取り揃えたシリーズ
（イメージキャラクター すみれさん）
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連結営業概況

アシックスを取り巻く環境
　当第2四半期連結累計期間における世界経済は、アジア
において景気の持ち直しの動きが見られるものの、深刻な
状況が続いております。日本経済におきましても、個人消費
は一部で持ち直しの動きは見られるものの低迷しており、
企業収益の大幅な減少、雇用情勢の悪化など、依然として厳
しい状況で推移しております。
　スポーツ用品業界は、健康志向によるスポーツへの関心
の高まりが見られましたが、消費は低迷しており、厳しい状
況が続きました。

第2四半期連結累計期間における主な取り組み
　このような情勢のもと、当社グループは、引き続きグロー
バルレベルでのランニング事業の強化・拡大を図るととも
に、アパレル事業の拡大を目指し、グローバルでの商品企画
の強化に努めました。

　ベルリンで行われた世界陸上競技選手権大会では、各種
競技のトップアスリートへ当社製品を提供するとともに、
財団法人日本陸上競技連盟とのオフィシャルパートナー
契約に基づき、日本代表選手等へウエアを提供しました。
また、「ゴールドコーストマラソン」のオフィシャルスポン
サーとしてサポートするとともに、新しい機能・デザイン
を提案するなど、企業イメージおよびブランドイメージの
向上を図りました。
　販売面では、小売店用発注システム「アスネット」での新
しいカスタムオーダー発注システムの稼働や、直営店の積
極的な展開など、市場への提案の強化に努めました。

第2四半期連結累計期間の業績
　当第2四半期連結累計期間における売上高は1,107億
6千9百万円と前年同期間比10.8%の減収となりました。
このうち国内売上高は、ランニングシューズは好調に推移

当期（四半期）純利益
（単位：百万円）■第2四半期　■通期
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製品別売上高

 スポーツシューズ類
 83,076
（75.0%）

 スポーツ用具類
 7,825
（7.0%）

 スポーツウエア類
 19,867
（18.0%）

（単位：百万円）

所在地別売上高

 日本
 51,009［4,626］

 その他の地域
 9,233［490］

 米州
 27,579［3］

 欧州
 28,066［－］

（単位：百万円）

※［　］内は、セグメント間の内部売上高（内訳）です。
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1株当たり配当金
（単位：円）
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1株当たり当期（四半期）純利益
（単位：円）■第2四半期　■通期
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しましたが、ウォーキングシューズおよびアスレチックウ
エアが低調でしたので447億2千6百万円と前年同期間比
4.4%の減収でした。海外売上高は、為替換算レートの影響
とヨーロッパでのスポーツスタイルシューズの低調によ
り、660億4千3百万円と前年同期間比14.7%の減収とな
りました。損益につきましては、売上高の減少と海外の原価
率の上昇により、営業利益は94億4千8百万円と前年同期
間比25.8%の減益、経常利益は為替差損の計上により、86
億円と前年同期間比34.4%の減益となりました。四半期純
利益は、過年度法人税等の計上などにより、26億2千万円
と前年同期間比65.3%の減益となりました。
　なお、過年度法人税等は、当社とオーストラリアの子会社
との間の平成17年3月期から平成20年3月期の4年間の
取引に関する移転価格税制に基づく更正処分による追徴税
額であります。

配当政策
　当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営上の最重要
課題のひとつとして認識し、配当につきましては、収益状況
に応じて行うことを基本とし、企業体質の強化と今後の事
業展開等も勘案して実施することを基本に、特別な要素を
除いて、当社の当期純利益の概ね3分の1程度を配当原資と
することを基本方針として考えております。なお、通期の配
当金につきましては、1株当たり10円を予想しております。

通期連結業績予想 　　　　　　　　　　　　　  　 （単位：百万円）

 第55期（実績） 第56期（予想） 前期比増減

売上高 241,944 225,000 △ 7.0%

営業利益 22,628 17,500 △ 22.7%

経常利益 21,008 17,500 △ 16.7%

当期純利益 13,085 8,000 △ 38.9%

1株当たり当期純利益（単位：円） 67.23 42.18 ̶
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四半期連結財務諸表

（単位：百万円）

科目 当第2四半期
連結会計期間末
（平成21年9月30日）

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
（平成21年3月31日）

負債の部
　流動負債 50,133 50,005
　　支払手形及び買掛金 17,516 20,692
　　短期借入金 13,868 11,008
　　リース債務 358 299
　　未払費用 5,941 7,715
　　未払法人税等 3,637 2,644
　　未払消費税等 523 391
　　返品調整引当金 541 662
　　賞与引当金 1,493 1,438
　　繰延税金負債 ̶ 7
　　その他 6,252 5,144
　固定負債 29,222 26,653
　　社債 11,000 11,000
　　長期借入金 3,473 3,417
　　リース債務 654 645
　　退職給付引当金 7,625 7,364
　　繰延税金負債 1,058 318
　　その他 5,410 3,906

❶ 　負債合計 79,355 76,659
純資産の部
　株主資本 99,295 98,342
　　資本金 23,972 23,972
　　資本剰余金 17,182 17,182
　　利益剰余金 65,909 64,937
　　自己株式 △7,768 △7,749
　評価・換算差額等 △4,855 △9,595
　　その他有価証券評価差額金 1,158 529
　　繰延ヘッジ損益 △575 △81
　　在外子会社資産再評価差額金 611 ̶
　　為替換算調整勘定 △6,049 △10,042
　少数株主持分 9,807 9,515

❶ 　純資産合計 104,246 98,262
　負債純資産合計 183,602 174,921

四半期連結貸借対照表
科目 当第2四半期

連結会計期間末
（平成21年9月30日）

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
（平成21年3月31日）

資産の部
　流動資産 131,839 127,824
　　現金及び預金 28,185 23,418
　　受取手形及び売掛金 53,555 55,488
　　有価証券 2,200 1,318
　　商品及び製品 39,378 37,968
　　仕掛品 399 331
　　原材料及び貯蔵品 1,112 1,097
　　繰延税金資産 4,981 5,014
　　その他 4,020 4,718
　　貸倒引当金 △1,994 △1,530
　固定資産 51,763 47,097
　　有形固定資産 25,167 24,056
　　　建物及び構築物 9,733 9,988
　　　機械装置及び運搬具 896 834
　　　工具、器具及び備品 2,048 2,036
　　　土地 10,582 10,577
　　　リース資産 735 615
　　　建設仮勘定 1,171 4
　　無形固定資産 6,702 2,879
　　投資その他の資産 19,893 20,160
　　　投資有価証券 9,465 8,647
　　　長期貸付金 692 736
　　　繰延税金資産 1,353 1,696
　　　その他 9,919 10,641
　　　貸倒引当金 △1,538 △1,561

❶ 　資産合計 183,602 174,921
注） 記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

総資産1,836億2百万円（前連結会計年度末比5.0%増）、負債の部合計は、793億5千5百万円（前連結会計年度末比3.5%増）、純資産の部合計は1,042億4
千6百万円（前連結会計年度末比6.1%増）となりました。これは主として、アシックススカンジナビアASおよびその子会社を連結の範囲に加えたことに伴い、
資産、負債が全般的に増加したことによるものであります。

Point ❶ 総資産、負債合計、純資産合計
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売上高は1,107億6千9百万円と前年同期間比10.8%の減収となりまし
た。このうち国内売上高は、ランニングシューズは好調に推移しましたが、
ウォーキングシューズおよびアスレチックウエアが低調でしたので447
億2千6百万円と前年同期間比4.4%の減収でした。海外売上高は、為替
換算レートの影響とヨーロッパでのスポーツスタイルシューズの低調によ
り、660億4千3百万円と前年同期間比14.7%の減収となりました。

Point ❷ 売上高

四半期連結損益計算書 （単位：百万円）

科目 前第2四半期
連結累計期間

（平成20年4月1日～
平成20年9月30日）

当第2四半期
連結累計期間

（平成21年4月1日～
平成21年9月30日）

❷ 売上高 124,207 110,769
売上原価 70,979 64,078
　返品調整引当金戻入額 658 669
　返品調整引当金繰入額 557 478
売上総利益 53,329 46,883
販売費及び一般管理費 40,594 37,434

❸ 　営業利益 12,734 9,448
営業外収益 1,338 1,290
営業外費用 968 2,139

❸ 　経常利益 13,104 8,600
特別利益 538 23
特別損失 494 277
　税金等調整前四半期純利益 13,149 8,346
　法人税等 4,868 3,356
　過年度法人税等 ̶ 1,936
　少数株主利益 737 432

❸ 　四半期純利益 7,543 2,620
注） 記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

四半期連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円）

科目 前第2四半期
連結累計期間

（平成20年4月1日～
平成20年9月30日）

当第2四半期
連結累計期間

（平成21年4月1日～
平成21年9月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,192 8,365
❹ 投資活動によるキャッシュ・フロー △5,603 △4,522

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,591 28
現金及び現金同等物に係る換算差額 230 1,499
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,227 5,370
現金及び現金同等物の期首残高 19,507 22,575
現金及び現金同等物の四半期末残高 24,735 27,946
注） 記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

売上高の減少と海外の原価率の上昇により、営業利益は94億4千8百万
円と前年同期間比25.8%の減益、経常利益は為替差損の計上により、86
億円と前年同期間比34.4%の減益となりました。四半期純利益は、過年
度法人税等の計上などにより、26億2千万円と前年同期間比65.3%の減
益となりました。

Point ❸ 営業利益、経常利益、四半期純利益

（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動の結果得られた資金は83億6千5百万円となり、前年同期間に
比べ38億2千6百万円の収入減少となりました。収入の主な内訳は、税金
等調整前四半期純利益83億4千6百万円、売上債権の減少額28億3千2
百万円、たな卸資産の減少額16億3千9百万円、減価償却費15億3千3
百万円であり、支出の主な内訳は、法人税等の支払額52億7千1百万円で
あります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動の結果使用した資金は45億2千2百万円となり、前年同期間に
比べ10億8千万円の支出減少となりました。支出の主な内訳は、連結の範
囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出20億2千万円（なお、当該支
出金額は、実際の子会社株式取得に伴う支出から連結子会社の現金及び現
金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高を控除した差額でありま
す。）、有形固定資産の取得による支出23億1千2百万円であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動の結果得られた資金は2千8百万円となり、前年同期間に比べ16
億1千9百万円の収入増加となりました。収入の主な内訳は、短期借入金
の純増加額22億9千5百万円、長期借入れによる収入8億5千万円であ
り、支出の主な内訳は、配当金の支払額19億円、長期借入金の返済による
支出6億7千6百万円、少数株主への配当金の支払額3億5千3百万円、
リース債務の返済による支出1億7千万円であります。

Point ❹ キャッシュ・フロー

ASICS通信



SportiVITÀ

第12回世界陸上競技選手権大会をサポート
　2009年8月にベルリンで開催された第12回世界陸上競技選手権大会において、当社が契約、サポー
トしている世界各国の選手にシューズ類の提供を行ったほか、財団法人日本陸上競技連盟のオフィシャ
ルパートナーとして日本代表チームには当社社員を帯同させ、代表選手の活躍を支えました。

　現地の活動拠点としたイノベーション・ラウンジでは、
「折り紙」をテーマとした演出で盛り上げるとともに、当社
の高い技術力を体験していただくため、新商品と当社歴代
シューズの展示、衝撃緩衝に優れたαGELの実験、ランニ
ングフォームチェックなどを行いました。

ランニング、フィットネス、スイミングを中心とした
広告キャンペーンを展開
　ファッションモデルのすみれさんをイメージキャラクター
として起用し、当社ウェブサイト上で2009年9月より公開
している女性向けランニングアパレル商品「WOMEN’ S 

STYLE」のマーケティング
を強化していきます。また、
「アシックスストア」、「アシッ
クスショップ」付近の駅構内、
電車内において広告キャン
ペーンを順次展開しています。

ニューヨークに初の旗艦店「ASICS 
STORE NEW YORK」をオープン
　2009年10月に「ASICS STORE 
NEW YORK（アシックスストアニュー
ヨーク）」がニューヨーク・マンハッ
タン中心部にオープンしました。ラ
ンナーの足や走

り方に合わせた最適なシューズを選ぶ
ことができる「ASICS FOOT ID（ア
シックス フットアイディ）※」サービ
スを初めて導入。高い技術力を直接体
感してもらうことで、ランニング人気
の高いニューヨークでブランドイメー
ジを高めていきます。

ラウンジテーマ：「折り紙」
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商品展示コーナー

※   静止している足を精密に計測する3次元足型計測機
による分析と、ビデオ映像によるランナーが走る時
の足の角度の分析で、足と走り方に最も良いシュー
ズ選びを手助けするシステム

提供したスパイクシューズ

ASICS FOOT ID

店舗内部

キャンペーンポスター



会社の概況 （平成21年9月30日現在）

会社概要

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  各種スポーツ用品および各種レジャー用品 

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 5,358名（連結）

役員

代表取締役会長	 和　田　清　美
代表取締役社長	 尾　山　　　基
常務取締役	 清　水　裕一郎
取締役	 織　田　信　雄
	 千　原　芳　雄
	 池　﨑　俊　郎
	 松　尾　和　人
	 佐　野　俊　之
常勤監査役	 黒　﨑　鉄　雄
　　　　　　　　　　　　　　　　 西　野　修　一
常勤社外監査役　　　　　　　　　 田　中　秀　明
社外監査役	 山　上　和　則
　　　　　　　　　　　　　　　　 三　原　秀　章

営業所

関東支社
〒130-8585　
東京都墨田区錦糸4丁目10番11号
TEL：（03）3624-2240

関西支社
〒661-8577　
兵庫県尼崎市潮江1丁目3番28号
TEL：（06）6496-5111

直営店舗（平成21年11月30日現在）

歩人館
　国内48店舗

オニツカタイガー
　国内11店舗、海外12店舗

アシックスライフィール
　国内4店舗

アシックスファクトリーアウトレット
　国内17店舗、海外28店舗

アシックススポーツスタイルショップ
　国内1店舗
アシックスストア
　国内2店舗、海外1店舗
アシックスウォーキングショップ
　国内3店舗、海外2店舗
その他直営店
　海外19店舗

10ASICS通信

商品展示コーナー

ASICS FOOT ID

店舗内部



株式の状況 （平成21年9月30日現在）

株主メモ

株式状況
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10,317,470株）

株主数 13,152名
大株主（上位10名）	 注）出資比率は、自己株式を除いて計算しております。

株主名 持株数（千株） 出資比率（%）

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 12,463 6.6
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 9,781 5.2
株式会社三菱東京 UFJ銀行 7,858 4.1
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
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口 9） 5,348 2.8
株式会社みなと銀行 4,208 2.2
アシックスグループ従業員持株会 2,974 1.6
サジヤツプ 2,967 1.6
ステート ストリート バンク アンド トラストカンパニー 2,874 1.5

株価・出来高チャート（週足）

分布状況
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当社株式出来高（単位：千株）
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所有数別所有者別

個人その他
20.76%

政府及び地方公共団体
0.71%

外国法人等
28.65%

その他の国内法人
8.35%

証券会社
1.07%

金融機関
40.46%

1単元以上 5.90%

1,000単元以上
59.15%

5単元以上 2.14%

10単元以上 4.57%

50単元以上
2.03%

100単元以上
12.52%

500単元以上
13.69%

事業年度 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 6月中
単元株式数 1,000株
公告方法 下記の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
※住所変更等の事務手続きは、お取引の証券会社等（口座管理機関）にてお手続きください。

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。

Cert no. SGS-COC-004328

証券コード：7936
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