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パフォーマンスランニングで勝つ！

アクションプランを着実に実行し、
成長軌道への回復を目指す

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。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（https://corp.asics.com/jp/investor_relations）に掲載しています。
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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386,662
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（ 　 ）ただし、事故その他やむをえない事
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する方法により行います。
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2018年12月期の売上高は減収、営業利益でも減益
となりました。第4四半期に、事業構造改革として内外資
産の整理と再評価を行い、特別利益を13億円計上する
一方、特別損失を240億円計上しました。その結果、当期
純利益は203億円の赤字となりました。ただし、これらの
特別損失として計上した費用の多くは資金の流出を伴う
ものではなく、会社の財務状況への影響はありません。ま
た、2018年に特別損失を計上した結果、2019年の業績
に対し、43億円の営業利益の改善を見込んでおります。
連結最終赤字の結果を受け、取締役、執行役員の賞与は
ゼロとしました。結果を真摯に受け止め、これまで以上に
変革を急いでまいります。

AGP2020の具体的な行動計画である「アクションプラ
ン」を2018年8月に発表し、この実行を早めるための組
織変更と人事異動を10月に行いました。企画・開発から
マーケティング、販売までを1名の責任者が統括するカテ
ゴリー基軸の体制のもと、これまで以上に収益責任を負
い、本社と販売子会社が一体となって利益ある成長を推
進します。その第一歩として、成長著しい「オニツカタイ

ガー」ブランドの組織を社内カンパニー化しました。他の
カテゴリーについても今後、カテゴリー基軸の組織に変
更していきます。
アクションプランに沿って成長分野へのリソース重点
配分と収益性改善を進め、2020年12月期の連結売上高
5,000億円以上、営業利益率7%以上、ROE10%以上の
達成を目指します。その実現に向け、以下の重点項目へ
の対応を強化していきます。

アメリカ市場は世界最大のスポーツ市場であり、かつ、
世界のスポーツトレンドの起点ともなっている市場です。
そのため、アメリカ市場を最重要市場と位置づけ、これま
で以上に経営資源を投入します。競争力ある取引先との
パートナーシップを確立し、特に、シリアスランナーをお
客様に持つ専門店への販売を強化し、さらなるシェア拡
大を目指します。

中国では国民の健康意識の高まりに伴ってマラソン大
会が相次いで新設されており、中国における売上も2ケ
タ成長が続いています。新たに上海に設置した中国本部
に権限を委譲し、迅速な意思決定で市場成長を超えた
シェア獲得を目指します。また、中国のインターネット通
販の大手取引先との関係を強化し、SNSなどデジタル技
術を活用して成長を加速させていきます。

ボストンに拠点を置く「アシックスデジタル」が中心とな
り、デジタル事業を加速させます。独自のメンバーシップ
プログラム「OneASICS」などを通じ、実店舗とインター
ネットが融合した「オムニチャネル」の展開に活用してい
きます。さらに、世界でのEコマースの売上拡大を目指し
ます。

苦戦が続くアパレル事業において、目標である2020
年の黒字化を達成するためには、収益管理を徹底するこ
とが必要です。各地域のお客様の嗜好やトレンド、販売
チャネルの特性に応じて、商品企画・デザインを行い、売
り切る仕組みを構築します。

上述の重点項目への対応を強化することに加え、国、地
域、店舗、カテゴリーごとの撤退基準を導入します。直営
店は個店ごとの損益管理を徹底しつつ、アシックスの世
界観や歴史、技術を発信する拠点として活用します。その
他、業務プロセスの改善を行い、あらゆるコストを見直し
ます。

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を来年
に控え、国内では選手を起用したイベントの開催やメディ
アでの訴求が盛んに行なわれています。加えて、今後3年
間は国内で国際的なスポーツイベントが目白押しで、ス
ポーツに対する関心が高まることと思われます。アシック
スは、創業からの長い歴史の中で培った技術力に裏付け

られた高機能・高品質の製品・サービスが競争力の源泉で
す。成長軌道を回復するためには、こうした強みをアス
リートのみならず、お客様に広く認識していただくことが
必要です。今後開催されるスポーツイベントはその絶好
の機会ととらえ、東京2020ゴールドパートナー（スポーツ
用品）としての立場を最大限に活用し、積極的にブランド
露出を行っていきます。

株主の皆様への利益還元を充実させるため、この度、
株主還元方針を拡充しました。より多くの株主の皆様に、
株主優待制度をご利用いただき、より長期にわたり当社
をご支援いただきたいと考えています。
2020年をアシックスにとって大爆発の年とするため、ま
ずは2019年を攻勢の年にすることを目指しています。そ
の実現に向け、メリハリある経営を行ってまいります。

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。

2019年3月

米国におけるパフォーマンスランニングへの注力1

デジタル事業を新たな成長ドライバーへ3

中国市場における成長加速2

環境変化に対応するための構造改革を実施

AGP2020のアクションプランを策定

アクションプランを着実に実行し、 
成長軌道への回復を目指す
アクションプランを着実に実行し、
成長軌道への回復を目指す

アパレル事業を利益ある成長に転換4

さらに収益性を重視5

国内ではスポーツへの関心の高まりを
ビジネスに取り込む

2019年を攻勢の年へ

代表取締役会長CEO 代表取締役社長COO

尾  山   基
代表取締役会長CEO

廣田  康人
代表取締役社長COO

2018年12月期
第65期（実績）

2019年12月期
第66期（予想）

前期比
増減率

売上高 3,866 3,900 ＋0.9%

営業利益 105 120 ＋14.1%

経常利益 87 100 ＋14.1%

親会社株主に帰属する
当期純利益 △203 50 —

1株当たり当期純利益（円） △107.59 26.50 —

（単位：億円）通期連結業績予想
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パフォーマンスランニングで勝つ！

WIN THE LONG RUN

アシックス史上最も革新的な機能を搭載した
ランニングシューズを発売

METARIDE

パフォーマンスランニングは、高い技術力を誇るアシックスにとって、今後の成長を牽引する最
も重要なカテゴリーです。
他社の追随を許さない技術力を駆使して革新的で付加価値の高い商品・サービスを提供する
とともに、商品・サ－ビスのコンセプトなどをお客様にしっかりと伝えていきます。加えて、マラ
ソン大会のサポートなどを通じて多くのランナーと双方向のコミュニケーションを行い、スポー
ツの楽しさ、喜びを多くのファンと分かち合い、アシックスのファンを醸成していきます。

「より少ない力で快適に、
より長く走ること」がコンセプト
METARIDE（メタライド）は、より少ない力で快適に、

より長く走ることをコンセプトにしたさまざまなレベル
のランナーに新しいランニング感覚を提供するもので
す。アシックススポーツ工学研究所が約2年にわたり研
究開発を行い、走行時のエネルギー消費につながると言
われる足首部の過度な屈曲を抑えるよう設計されてい
ます。このような高精度な技術により、走行時の足にか
かるエネルギー消費を約5分の1削減することが科学的
に実証されています。
世界中のランナーにとって、レース当日だけではなく、

ともに長い距離を走る生涯を通じたパートナーとなり
「WIN THE LONG RUN（ともに走るあなたへ。）」をサ
ポートするブランドでありたいと願っています。

パフォーマンス
ランニングシューズ
売上高

フルマラソンに参加するランナーへのシューズを中心としたカテゴリー。ランナーのパフォーマンスを最大限に発揮し、
かつ怪我を防ぐため、軽量性、安定性、優れたフィット感、衝撃を緩衝するクッション性など、相反する機能を高い水準で
両立することが必要で、高い技術力が求められる。

パフォーマンスランニングとは・・・

4
人間の運動動作に着目・分析し、独自に開発した素材や構造
設計技術を駆使した商品開発がアシックスの最大の強みで
す。こうして生み出された革新的な高機能シューズを提供
し、他社との差別化を図っていきます。

4時間を切るランナーに向けたランニングシューズ、山道を
走るトレイルランニングシューズなど、走り方やランナーに
応じた多種多様な商品を、それぞれのコンセプトや機能とと
もにお客様に伝えることを徹底します。

3 革新的な商品の展開 明確なコンセプトを
お客様に伝える

（単位：億円）

1,730
1,705

2018年
12月期
実 績

2019年
12月期
目 標

ASICS
grip sole

靴底の素材はやわらかな基布に合
成樹脂製の突起をつけ、軽量性を実
現し、さらに耐久性を高めました。

アシックスグリップソール

KNIT UPPER

部位によって編み方を変え、サポー
ト性と通気性を両立。さらにフィット
性向上のため、最適化した新規アイ
レット構造を採用しています。

ニットアッパーGUIDESOLE ガイドソール

弓形のソールデザインにより、足が自然に前にでるようになり、加
えて、足首部の屈曲を抑えることで走行中のエネルギー消費を抑
制。また、横穴をつけたことで、かかとからつま先への体重移動を
スムーズにし、軽量化しています。

これまでのトレーニング、
レース、リカバリー方法を変
える可能性を秘めた、高いレ
ベルのイノベーションを提供
することができるシューズで
す。ランニングシーンおよび
当社の新しい時代の幕開け
となるでしょう。

代表取締役社長
COO

私も試走しました

特集

アメリカは、世界最大のスポーツ市場であり、当社の最重要
市場です。ランナーのニーズに応じた高機能シューズに加
え、新たなトレンドに対応したシューズも提供し、さらなる売
上の拡大と新たな顧客層の取り込みを図ります。

お客様の購買行動が変化するなか、競争力の高いランニン
グ専門店との連携を強化し、ランナーとの接点を拡大しま
す。加えて、ランニング専門店からの情報伝達をはじめとし、
特にシリアスランナーに向けたマーケティングを強化します。

2アメリカで勝つ ランニング専門店での
アプローチ再強化

1

SPECIAL FEATURE
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回収されたウェアを
リサイクルして糸を作ります。

STEP

3

リサイクルボックス設置店舗に
持ち込みます。

STEP

2

思い出の詰まったウェアを
選びます。

STEP

1

TOPICS

スポーツインスパイアドのファッ
ションブランド「オニツカタイガー」か
ら派生した日本生まれのプレミアム
ライン「THE ONITSUKA（ジ オニツ
カ）」を2月より展開しています。
ジャパンブランドとして、上質な素
材を用い、高いレベルの品質と細部
へのこだわりを信念に、スタイルとコ
ンフォート、サイエンスとアートの融
合によって生まれる、真の美しさを表
現しています。
卓越したクオリティを追求した新し

いクラシックと呼ばれる独特のスタ
イルとクラフトマンシップを感じさせ
るデザインで、独創的で特別な体験
を提供します。

● 店舗によりボックスの設置期間は異なります。
● 設置期間の詳細については直接店舗までお問い合わせください。

※ 設置期間: 2019年5月31日（金）まで
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。

トピックス

1 2

全国の皆さまから回収した思い出が詰まったスポーツウェアを活用し、東京
2020オリンピック・パラリンピックの日本代表選手団公式スポーツウェアとし
て再生する「ASICS REBORN WEAR PROJECT（アシックス リボーン ウェア 
プロジェクト）」を、2019年1月からスタートしました。回収したウェアから生み
出したリサイクル繊維を活用し、日本代表選手団が着用する公式スポーツウェ
アを作製します。
このプロジェクトは、全国のアシックス直営店やスポーツ用品店各店、スポー
ツイベント会場に回収ボックスを設置※するなど幅広く協力を呼びかけていま
す。アドバイザリースタッフである桐生祥秀選手や、吉田沙保里さんのスポーツ
ウェアを活用したキービジュアルや動画を制作し、告知活動を展開しています。
東京2020オリンピック・パラリンピックを、最もイノベーティブな大会とし

て実現させるため、当社はサステナビリティとスポーツ振興の観点からこの
プロジェクトを推進し、大会成功への貢献と環境負荷の削減に取り組んでい
きます。

日本生まれのプレミアムライン
「THE ONITSUKA」登場

あなたの思い出を
日本代表選手団 公式スポーツウェアに

日本代表選手団公式スポーツ
ウェアに生まれ変わります。

STEP

4

ht tps : / /www.as ics .com/ jp/ ja- jp/ tokyo2020/rebornwearキャンペーンサイト
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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。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（https://corp.asics.com/jp/investor_relations）に掲載しています。

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）

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）

2014年
3月期

（第60期）

2014年
12月期
（第61期）

2014年
3月期

（第60期）

2014年
12月期
（第61期）

2014年
3月期

（第60期）

2014年
12月期
（第61期）

428,496

10,237

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）

2016年
12月期
（第63期）

400,157

2017年
12月期
（第64期）

12,970

2017年
12月期
（第64期）

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。

東アジア地域
53,358［2］

日本地域
118,250
［17,924］

米州地域
90,295［25］

その他事業
9,283［515］

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　
https://corp.asics.com/jp/investor_relations
 /library/electronic_public_notice

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
13.9%

外国法人等
38.2%

金融機関
39.1%

証券会社
1.3%

その他の国内法人
7.5%
※ 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386,662
百万円となりました。このうち国内売上高は
100,353百万円、海外売上高は286,308百万
円となりました。売上総利益は180,666百万
円、営業利益は10,515百万円、経常利益は
8,763百万円、親会社株主に帰属する当期純
損失は20,327百万円となりました。

　総資産304,460百万円(前
連結会計年度末比12 .6％
減)、負債の部合計137,631
百万円(前連結会計年度末比
6.3％減)、純資産の部合計
166,829百万円(前連結会計
年度末比17.1％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。

POINT
解説

スポーツ用具類
19,220
（5.0%）

スポーツシューズ類
322,229
（83.3%）

スポーツウェア類
45,212（11.7%）

〒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
https ://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。

386,662

2018年
12月期
（第65期）

2018年
12月期
（第65期）

2018年
12月期
（第65期）

△20,327△20,327

84.96

117.40

1株当たり当期純利益
（単位：円）

2014年
3月期

（第60期）

2014年
12月期
（第61期）

53.93

2015年
12月期
（第62期）

82.01

2016年
12月期
（第63期）

68.33
2017年
12月期
（第64期）

2018年
12月期

（第65期）　

△107.59

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

317,528
159,567

355,837 201,940

2015年
12月期
（第62期）

343,467 199,883

2016年
12月期
（第63期）

342,812 201,207

2017年
12月期
（第64期）

348,232 201,302

57.3%57.8%56.5%
49.9%

58.3%

2018年
12月期
（第65期）

304,460 166,829

54.1%

欧州地域
105,683［58］

オセアニア／
東南・南アジア地域
27,155
［ー］

期末 中間

23.5 23.5

17.0

23.5 23.5 24.0

12.0
12.0

https://corp.asics.com/jp/investor_relations/library/electronic_public_notice

