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「グッドイヤーウェルテッ
ド製法」を採用した革底の
紳士靴

2

オニツカタイガー リバプール

3

2008
¡ 「オニツカタイガー」と「EDWIN」のコラボレーションジーンズ第二弾を発売

¡「オニツカタイガー」から「tokidoki」のグラフィックを全面に配したシューズを発売

¡ 足にかかる負担を軽減する機能を搭載し、ロングパイル人工芝に対応したサッカー  
用スパイクシューズを発売

¡ 中国・四川省大地震で被災された方々に対し、義援としてスポーツウエア類 
 約9千点を寄付

¡ 足囲に合わせて選べる3タイプのマラソンシューズを発売（写真❶）

¡ 自然のなかを長時間歩くためのウォーキングシューズを発売
¡ 「オニツカタイガー」から「Electric Tiger Land（エレクトリックタイガーラン
ド）」をコンセプトにしたシューズとTシャツを発売

¡ パリマラソンの公式スポンサーに決定

¡ デザイン関係を統括する新部門、「デザインセンター」が始動
¡ ロンドンに欧州旗艦店として、「アシックス」ブランドの総合的なスポーツ用品店 

 「アシックスストアロンドン」をオープン
¡ アシックス独自のスポーツテクノロジーを搭載し、フィット感やクッション性を
高めた本格的な革底の紳士靴を発売（写真❷）

¡ ロシアに販売子会社を設立

¡ 「オニツカタイガー」ブランドの直営店をイギリス・リバプールにオープン（写真❸）

¡ 保護者の意見を取り入れたサッカーボールを別納できる小学生向けのエナメル
バッグを発売（写真❹）

2009
¡ 「オニツカタイガー」から創業60周年を記念して「還暦コレクション」を発売  
（写真❺）
¡ ファンランナーに向けて脚の負担を軽減するランニング用タイツを発売

¡「アシックスストア原宿」をオープン（P.12参照）
¡ 安定感があり、つまずきにくい高齢者向けのウォーキングシューズ 

 「歩歩楽WALKER（ぽぽらウォーカー）」を発売（写真❻）

¡東京マラソンをオフィシャルスポンサーとしてサポート
¡キッザニア甲子園に「シューフィット専門店」パビリオンを出展
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ASICS Highlights̶1年間の主な取り組み

「歩歩楽WALKER102」（男性用、左）
「歩歩楽WALKER502」（女性用、右）
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「オニツカタイガー」
還暦コレクション

5

4

「ジュニオーレエナメル（Ｌ）」



●連結売上高は2,419億円（＋7.0％）
● 海外売上高比率は59.3％（－1.3ポイント）
●営業利益は226億円（－3.3％）
●ROEは13.9％（＋0.1ポイント）

アシックスの軸足 — 尾山社長インタビュー

引き続き国内外において販売力の強化とブランド価値の向上を図ると同時に、今一度ものづ
くりの原点を見つめ直し、ストーリー性のある商品企画を進めていく考えです。そしてス
ピードを重視した「攻めの経営」をグループ全体に浸透させ、企業価値の向上を実現してま
いります。

Q当期の業績について尾山社長の評価を聞かせてください。

　第55期の連結業績は、売上高2,419億円、営業利益226億円、当期純利
益130億円と増収減益となりました。米国に端を発した世界的な金融危機が
世界景気を後退させており、当社グループも日本、アメリカ、ヨーロッパ、ア

ジア･パシフィックの世界4極においてその影響を受けています。加えて、
為替の急激な変動により海外事業の収益が円換算で減少したこと、株価下落

に伴い保有株式の評価損を計上したことも連結業績を押し下げる要因となり

ました。

　当期は為替や株価の変動もあり厳しい決算となりましたが、これまで行っ

てきたランニング関連への投資効果が現れ、ランニングカテゴリーの売上は

国内外で増加しています。また、当社グループのように全世界で事業を展開

するグローバル企業にとって重要なことは、現地通貨ベースでどれだけ伸長

しているかという点です。この観点から見ると、アメリカやアジア・パシ

フィック地域は増収を達成しており、悲観的な状況ではありません。

　しかし、今後の世界経済の動向は不透明なので、消費トレンドの変化を注

意深く見守っていきます。

代表取締役社長	 尾　山　　基
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海外市場の動向と今後の戦略について教えてください。

　これまでランニングを中心に2桁成長を続けてきたアメリカおよびブラジ
ルでは、現地通貨ベースでの売上伸び率は好調だったものの、円高の影響を

受け、日本円ベースでの成長率は若干鈍化しています。

　ヨーロッパにおいては、スポーツ用シューズにファッション性の高いデザ

インを加えたスポーツスタイルシューズを中心にこれまで拡大してきました

が、競争が激化していることに加えて、景気減速の影響を強く受け減収とな

りました。今後は、成長を期待できるロシアなどに注力し、ヨーロッパ全体

での事業の拡大を目指します。

　アジア・パシフィックは、今後最も強化すべき地域と位置づけ、経営資源

を積極的に投入していきます。シンガポール、タイ、ベトナムなどの東南ア

ジアを今後は注目すべき市場としてとらえ直し、マーケティング、商品企画、

販売の強化に取り組んでいきます。また、中国においては、マーケティング、

商品構成、販売など多方面において再構築を図ります。

　現状における最大の課題は、競争が激化しているヨーロッパでの事業の再

構築にあると考えており、特に、アパレル事業の強化・拡大が最大の鍵にな

ると考えています。国内においては、高機能かつデザイン面で差別化された

スポーツウエアが好調に推移しています。これを、ヨーロッパをはじめとした

全世界へ展開することで、海外事業のさらなる拡大を目指します。

国内事業の活性化に関しては、どのような施策を講じていますか。

　これまでのマーケティング施策が功を奏して、国内事業の売上は増加基調

に転じましたが、さらなる成長を実現するためには、ブランドイメージの向

上が急務だと認識しています。

　国内初の都市型市民マラソンである東京マラソンが2007年にスタートし

アシックスの軸足 — 尾山社長インタビュー
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「COOLIDGE （クーリッジ）」

オニツカタイガー誕生60周年を記念して
発表した十二支をモチーフにしたシリーズ 

アシックスのランニングアイテム

「CAP
（キャップ）」

「LADY GEL-KAYANO®15」

「TI W’S 
ロング
タイツ

CF」

「W’Sランニング
ノースリーブシャツ」

「W’Sランニング
スカート」

「T-SHIRT
（Tシャツ）」
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たことに加えて、健康志向の高まりもあって多くの方々がマラソンを始める

など、まさにランニング文化が花開いたといえます。当社は2007年の第一
回大会から東京マラソンのオフィシャルスポンサーを務めてきたことに加え

て、東京マラソンの開催に合わせて東京・銀座にオープンした「アシックス

ストア東京」にも多くのお客様が来店され、当社の認知度もかなり高まって

きています。2009年4月からはテレビコマーシャルも再開しましたので、
より幅広い層のお客様にアシックスブランドの価値を実感していただけるも

のと期待しています。

　また、2009年4月からは、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Fリーグ（日本フットサルリーグ）に参戦中のフットサルチームの
オフィシャルサプライヤーとなりました。これらのスポンサーシップを通

じ、今までにない新しいデザイン、機能などの商品企画を展開することに

よってアスレチックシーンに新しい風を吹き込み、さらなる活性化を図りた

いと考えています。

「デザインセンター」を本格稼働させるなどブランドイメージの向上に取り

組んでいますが、進捗状況を教えてください。

　当社はこれまで機能性に重点を置いた商品づくりを行ってきました。ス

ポーツ工学研究所をコアとして、世界の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。今後は、製品の機能性と視覚的な美し

さを高いレベルで融合した付加価値の高い商品を継続的に生み出すことで、

他社の追随を許さない価値あるブランドを確立していきます。そのため、デ

ザイン関係を統括する「デザインセンター」を2008年10月に本格稼働させ
たことに加えて、2009年4月に株式会社ユナイテッドアローズと、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プランニングを合弁で設

フットサルシューズの
「DESTAQUE」

サッカーウエアの
「TRクロスパンツ」

サッカーウエアの
「TRクロストップ」

アシックスのサッカー・フットサルアイテム
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アシックスの軸足 — 尾山社長インタビュー

Q

立し、2009年6月より東京・渋谷の新拠点にて事業を開始しました。
　消費が低迷するなかで不可欠なことは、さらに差別化された付加価値の高

い製品・サービスを継続的に創出することです。そのため、スポーツ工学研

究所とデザインセンターが一体となり、他社にない技術革新を起こし、日本

のメーカーらしい細部まで行き届いた品質、機能の新製品・サービスを創出

していきます。

 

最後に株主の皆様にメッセージをお願いします。

　全世界で健康の維持・増進のためにスポーツをする方は増えており、需要

は根強いものがあります。世界的な景気悪化という非常に厳しい経営環境で

すが、スポーツ・健康産業の我々にとって成長の好機ととらえ、引き続き「攻

め」の戦略を推進します。

　今後も引き続き、世界4極体制（日本、アメリカ、ヨーロッパ、アジア・パ
シフィック）による徹底した地域マーケティングや海外におけるアパレル分

野の拡充、グローバルランニングブランドの基盤強化といったさまざまな取

り組みを何よりもスピードを重視しながら推進し、企業価値の向上を図って

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6月
代表取締役社長　　　　　　　　										



6年間の主要連結財務指標

当期純利益
（単位：百万円）
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売上高
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平成18年
3月期
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製品別売上高

 スポーツシューズ類
177,869
（73.5%）

 スポーツ用具類
17,472
（7.2%）

 スポーツウエア類
 46,602
（19.3%）

（単位：百万円）

所在地別売上高

 日本
 111,477［8,746］
（44.3%）

 その他の地域
 23,119［752］
（9.2%）

 米州
 52,943［4］
（21.1%）

 欧州
 63,907［－］
（25.4%）

（単位：百万円）

※［　］内は、セグメント間の内部売上高（内訳）です。

 （単位：百万円）

平成16年3月 平成17年3月 平成18年3月 平成19年3月 平成20年3月 平成21年3月

会計年度：

　売上高 140,497 146,678 171,036 194,515 226,174 241,944
　売上原価 87,461 88,243 98,578 110,050 127,132 138,901
　販売費及び一般管理費 45,626 48,539 56,013 64,216 75,647 80,414
　営業利益 7,409 9,895 16,444 20,248 23,394 22,628
　当期純利益 4,622 7,006 13,806 13,878 13,095 13,085
会計年度末：

　純資産 54,439 58,450 74,899 93,165 110,141 98,262
　総資産 118,338 122,587 140,614 154,959 186,065 174,921
1株当たり情報（単位：円）：
　当期純利益 21.80 34.39 69.02 69.72 65.82 67.23
　配当金 2.50 3.50 6.00 8.00 10.00 10.00
　純資産 261.82 293.17 375.79 450.78 500.83 467.90
指　　標：

　売上高営業利益率（％） 5.3 6.7 9.6 10.4 10.3 9.4
　総資産当期純利益率（％） 4.0 5.8 10.5 9.4 7.7 7.2
　自己資本比率（％） 46.0 47.7 53.3 57.9 53.5 50.7
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。
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連結営業概況

アシックスを取り巻く環境

　当連結会計年度における世界経済は、前半は原油価格や

原材料価格高の影響などにより減速感が強まり、後半は米

国に端を発した世界的な金融危機などが各国の実体経済

に波及し、急速な悪化を招きました。日本経済においても、

世界的な経済情勢の悪化の影響を受け、輸出や設備投資の

減少に加え、個人消費も低迷するなど、景気は急速に悪化

しました。

　スポーツ用品業界については、北京オリンピックの開催

や健康志向によるスポーツへの関心の高まりが見られた

ものの、世界的な景気の後退による消費者の購買意欲の低

迷や競争激化などにより、きわめて厳しい経営環境が続き

ました。

当連結会計年度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を強化・拡大するた

めに、「GEL-KAYANO 15」、「GT-2140 NEW YORK」
をはじめとする機能性をより高めたシューズを世界市場

に投入しました。また、「ニューヨークシティマラソン」、

「東京マラソン2009」、「ゴールドコーストマラソン」、「ハ
ンブルグマラソン」など各国のマラソン大会のオフィシャ

ルスポンサーとして参加ランナーへの情報・サービスの

提供を行うなど、販売促進に努めました。

　マーケティング活動の一環としては、北京オリンピック

において、マラソン、レスリングをはじめとする各種競技

のトップアスリートなどに当社製品を提供するとともに、

アシックスブランドのイメージの統一化を図るため、引き

続き「sound mind, sound body （サウンドマインド・サ
ウンドボディ）」という当社の企業スローガンを採用した

グローバルブランドキャンペーンを展開するなど、企業イ

メージおよびアシックスブランドの認知度向上を図りま

した。

　販売面においては、ロシアに販売子会社を設立するとと

もに、当社グループの旗艦店として欧州では「アシックス

ストアロンドン」、国内では「アシックスストア原宿」を

オープンするなど、マーケティング・販売体制の強化に努

めました。

当連結会計年度の業績

　当連結会計年度における売上高は2,419億4千4百万
円と前年同期間比7.0%の増収でした。このうち国内売上
高は、平成19年9月21日付で連結子会社としたアシック
ス商事株式会社およびその子会社の影響に加え、ランニン

グシューズが好調でしたので985億6千7百万円と前年
同期間比10.5%の増収となりました。海外売上高は、ヨー
ロッパにおいてスポーツスタイルシューズが低調でした

が、韓国の販売子会社であるアシックススポーツコーポ

レーションが営業活動を開始したことに加え、アメリカに

おいてランニングシューズが好調であったため1,433億
7千6百万円と前年同期間比4.7%の増収となりました。
損益については、アシックス商事株式会社およびアシック

ススポーツコーポレーションによる増益要因があったも

のの、ヨーロッパにおいてスポーツスタイルシューズが低
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1株当たり配当金・配当性向
（単位：円）■ 1株当たり配当金
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調であったことなどにより、営業利益は226億2千8百万
円と前年同期間比3.3%の減益となり、経常利益は為替差
損が減少しましたが210億8百万円と前年同期間比0.6%
の減益となりました。当期純利益については、外国子会社

配当金益金不算入制度の導入が決定されたことに伴う、繰

延税金負債の取崩しなどにより税金負担率は減少したも

のの、特別損失として投資有価証券評価損を計上したこと

などにより130億8千5百万円と前年同期間比0.1%の
減益となりました。

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、配当については、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

事業展開など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、当期の期末配当金については、1株当たり10円と
いたしました。

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 241,944 224,000 △7.4%
営業利益 22,628 18,000 △20.5%
経常利益 21,008 18,000 △14.3%
当期純利益 13,085 10,000 △23.6%
1株当たり当期純利益（円） 67.23 51.38 △23.6%

8 ASICS通信
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ヨーロッパにおいてスポーツスタイルシューズが低調であったものの、
国内におけるランニングシューズやスポーツウエア、アメリカにおける
ランニングシューズが好調に推移したことにより、売上高は前年同期間
比7.0%増の2,419億4千4百万円となりました。

売上高 Point ❷

連結財務諸表

（単位：百万円）

科目 第54期
（平成20年3月31日）

第55期
（平成21年3月31日）

負債の部
　流動負債 60,159 50,005
　　支払手形及び買掛金 22,271 20,692
　　短期借入金 11,632 11,008
　　リース債務 ̶ 299
　　未払費用 10,159 7,715
　　未払法人税等 1,334 2,644
　　未払消費税等 329 391
　　返品調整引当金 664 662
　　賞与引当金 1,418 1,438
　　繰延税金負債 985 7
　　その他 11,362 5,144
　固定負債 15,764 26,653
　　社債 ̶ 11,000
　　長期借入金 4,931 3,417
　　リース債務 ̶ 645
　　退職給付引当金 7,140 7,364
　　繰延税金負債 328 318
　　その他 3,364 3,906
　負債合計 75,924 76,659
純資産の部
　株主資本 94,664 98,342
　　資本金 23,972 23,972
　　資本剰余金 17,182 17,182
　　利益剰余金 54,214 64,937
　　自己株式 △704 △7,749
　評価・換算差額等 4,957 △9,595
　　その他有価証券評価差額金 1,958 529
　　繰延ヘッジ損益 △689 △81
　　為替換算調整勘定 3,688 △10,042
　少数株主持分 10,519 9,515
　純資産合計 110,141 98,262

　負債純資産合計 186,065 174,921

総資産は前期末比 6.0%減の 1,749億 2千 1百万円、負債の部合計は
1.0%増の 766億 5千 9百万円、純資産の部合計は 10.8%減の 982
億6千2百万円となりました。

総資産、負債合計、純資産合計 Point ❶

連結貸借対照表

科目 第54期
（平成20年3月31日）

第55期
（平成21年3月31日）

資産の部

　流動資産 140,866 127,824
　　現金及び預金 20,539 23,418
　　受取手形及び売掛金 63,030 55,488
　　有価証券 1,358 1,318
　　たな卸資産 47,445 ̶
　　商品及び製品 ̶ 37,968
　　仕掛品 ̶ 331
　　原材料及び貯蔵品 ̶ 1,097
　　繰延税金資産 4,392 5,014
　　その他 7,169 4,718
　　貸倒引当金 △3,069 △1,530
　固定資産 45,198 47,097
　　有形固定資産 20,491 24,056
　　　建物及び構築物 9,612 9,988
　　　機械装置及び運搬具 2,018 834
　　　工具、器具及び備品 1,332 2,036
　　　土地 7,297 10,577
　　　リース資産 ̶ 615
　　　建設仮勘定 230 4
　　無形固定資産 3,776 2,879
　　投資その他の資産 20,931 20,160
　　　投資有価証券 10,818 8,647
　　　長期貸付金 692 736
　　　繰延税金資産 1,002 1,696
　　　その他 8,979 10,641
　　　貸倒引当金 △561 △1,561

　資産合計 186,065 174,921
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。

❶

❶

❶
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売上高の増加により売上総利益が増加したものの、アメリカで広告宣伝
活動を積極的に展開したことなどにより、営業利益は前年同期間比

3.3%減の226億2千8百万円となりました。当期純利益は投資有価証
券評価損の計上などもあり0.1%減の130億8千5百万円となりました。

営業利益、当期純利益 Point ❸

連結損益計算書　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　 （単位：百万円）
科目 第54期

（平成19年4月1日～
平成20年3月31日）

第55期
（平成20年4月1日～
平成21年3月31日）

売上高 226,174 241,944
売上原価 127,132 138,901
　売上総利益 99,041 103,043
販売費及び一般管理費 75,647 80,414
　営業利益 23,394 22,628
営業外収益 2,986 2,366
営業外費用 5,247 3,986
　経常利益 21,133 21,008
特別利益 1,156 49
特別損失 618 1,322
　税金等調整前当期純利益 21,671 19,735
　法人税等 7,960 5,568
　少数株主利益 616 1,081
　当期純利益 13,095 13,085
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。

連結キャッシュ・フロー計算書　　　　　　　        　 　　　（単位：百万円）
科目 第54期

（平成19年4月1日～
平成20年3月31日）

第55期
（平成20年4月1日～
平成21年3月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,893 18,788
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,611 △11,880
財務活動によるキャッシュ・フロー 530 1,222
現金及び現金同等物に係る換算差額 497 △5,062
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 9,310 3,068
現金及び現金同等物の期首残高 10,196 19,507

現金及び現金同等物の期末残高 19,507 22,575
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。

連結株主資本等変動計算書 	 	 	 	 	 	 　　　　　　　					　　　　　　　　　　　																																	（単位：百万円）

第55期
（平成20年4月1日～平成21年3月31日）

株主資本 評価・換算差額等
少数株主

持分 純資産合計資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本
合計

その他
有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成20年3月31日残高 23,972 17,182 54,214 △704 94,664 1,958 △689 3,688 4,957 10,519 110,141
在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △373 △373 △373
当期中の変動額
剰余金の配当 △1,989 △1,989 — △1,989
当期純利益 13,085 13,085 — 13,085
自己株式の取得 △7,044 △7,044 — △7,044
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） — △1,429 608 △13,731 △14,552 △1,004 △15,556

当期中の変動額合計 — — 11,096 △7,044 4,051 △1,429 608 △13,731 △14,552 △1,004 △11,505
平成21年3月31日残高 23,972 17,182 64,937 △7,749 98,342 529 △81 △10,042 △9,595 9,515 98,262
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。

キャッシュ・フロー

事業譲受による支出、有形固定資産の取得などの将来に向けた投資や自
己株式の取得による支出がありましたが、税金等調整前当期純利益の計
上、社債の発行などの収入により、現金及び現金同等物は前期末比30億
6千8百万円増加して225億7千5百万円となりました。

Point ❹

❷

❸

❸

❹



�Sportività（スポルティヴィタ）はイタリア語で「スポーツマンシップ」という意味になります。スポーツ（Sport）とライフ
（Vita）の意味も込めており、当社のスポーツや事業に対する想いをお伝えする特集セクションとして展開しています。

ASICS SPORTS MUSEUM
　アシックスの企業博物館である「ASICS SPORTS MUSEUM（アシックスス
ポーツミュージアム）」を2009年7月2日より一般公開します。当ミュージアム
は、アシックス創業60周年の記念事業として進められたもので、創業哲学である
「健全なる身体に健全なる精神あれかし」をコンセプトに掲げ、スポーツを通じた

青少年の育成や、アシックスの事業活動の理解促進、またスポーツ文化継承、ス

ポーツ振興、スポーツ人口の増加を目的としています。

　当ミュージアムは、スポーツの躍動感を体感し、触れ、知らないものを知ること

ができる1階部分の「アスリートフィールド」と、アシックスの歴史に触れ、アシッ
クスの理念が分かりやすい形で表現された2階部分の「ヒストリーフィールド」に分かれており、小中学生をはじめ、教
育関係者、アスリート、スポーツ業界関係者など幅広い方々の来館を見込んでいます。

Topics

グローバルで展開する2009年の「アシックス」のブランド広告
　2008年に引き続き、世界統一イメージの第2弾となる「アシックス」のブランド広告
を展開しています。2009年の広告のコンセプトは「Find Your Path（あなたの道を探そ
う）」。ビジュアルの撮影には著名な写真家であるロス・ブラウン氏を起用し、走ることに

対する想いとランニングによって実現する個人の内面の充実を表現しています。

　5種類のビジュアルイメージと1本のコマーシャルフィルムを用意しており、それぞれ
コンセプトに沿った広告コピーと企業スローガン「sound mind, sound body（サウンドマインド・サウンドボディ）」
を採用しています。

「アシックススポーツミュージアム」の概要
所在地 神戸市中央区港島中町7丁目1番1
電話番号 078-303-1329
開館時間 10：00～ 17：00
休館日 毎週日曜日、月曜日、祝日、夏季、年末年始
入館料 無料

アクセス JR線「三ノ宮」駅、または阪神・阪急・神戸市営地下鉄「三宮」駅乗り換え
「ポートライナー」で「中埠頭」駅下車徒歩約2分

11

1階エントランス

陸上競技各種目の世界記録のス
ピードや距離に合わせて光が走る
LED速度体感システム
（アスリートフィールド）

トップアスリートが使用したシュー
ズや用具のほか、現在のオニツカ
タイガーのシューズなどを展示
（ヒストリーフィールド）

SportiVITÀ
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「Japan’s Best Global Brands 2009」で26位にランクイン
　世界的なブランドコンサルティング会社であるインターブランド社が、日本のグローバルブランド

を表彰する「Japan’s Best Global Brands 2009」で、アシックスが26位にランクインしました。
　自動車、エレクトロニクス業界が圧倒的に多いなか、スポーツ業界、繊維・アパレル業界ではア

シックスが唯一選ばれました。

　ランニングを中心としたグローバル展開をさらに強化するとともに、世界統一イメージによるブラ

ンド広告の展開など、今後もブランドイメージの向上を図っていきます。

ランニング用品専門店「アシックスストア原宿」をオープン

　「アシックスストア東京」（銀座）、「アシックスストアロンドン」に続き、国

内2店舗目、グローバルで3店舗目となる「アシックスストア原宿」を2009年
2月にオープンしました。アシックスストア原宿は、初心者から競技者まで幅広
い層のランナーを対象としたランニング用品専門店で、原宿という立地を生かし

てフィットネスとしてランニングに取り組む女性ランナーを主要なターゲットに設定

しています。

　また、週末および祝日に「モーニングラン」を実施してランニングの機会を提供するほか、ランナーとのコミュニケー

ションの場と位置づけ、女性ランナーのニーズに応える商品を企画するための情報収集も行います。

財団法人日本陸上競技連盟オフィシャルパートナー

　アシックスは、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なりました。契

約期間は2009年4月1日から2013年3月31日までの4年間で、シニア日本代表チーム
への製品提供、選手への各種支援、陸上競技の強化および普及活動支援などを行います。

アシックスは、引き続き陸上競技のさらなる発展のための活動にまい進していきます。

インターブランド社より
授与された盾

日本代表オフィシャルウエア

ブランド価値の評価方法
① 財務分析：企業が生み出す利益の将来予測を行う
② ブランドの役割分析：利益のうち、ブランドの貢献分を抽出する
③ ブランド力分析：ブランド利益の将来の確実性を評価する

 ASICS通信



�さあ、ウォーキングを始めましょう
健康志向の高まりに伴い、「ウォーキング」人口が増加しています。このページでは、医学や運動生理学の

研究によって明らかになったウォーキングの効用をご紹介します。

13
アシックスのウォーキングサイト 「アシックスウォーキングスクエア」もご覧ください。

http://www.asics.co.jp/walking/

※ 実践ポイントはあくまで目安です。日々の体調に合わせ、 
決して無理のない運動を心がけてください。

　ウォーキングは大量の酸素を使いながら長時間続ける運動の一種で、肺
や心臓などの呼吸・循環器系の働きを活発にし、その機能を向上させる効
果があることをご存じですか？手ごろな運動として気軽に始められるだけ
でなく、継続することで驚くほどの健康効果が得られます。
　最初はあまり無理をせず、その日の体調に合わせて始めてください。週3
回、15～30分程度を目標に、普段の歩行速度から始めて、慣れてきたら少
し速く歩くのが効果的です。強すぎても逆効果ですが、心拍数を上げて歩く
ことで運動強度が高まります。また、一定以上の効果を確実にモノにするた
めには、正しい姿勢で歩くことも大切です。
　まずはウォーキングの実践ポイントを知りましょう。もちろん運動前後の
ストレッチも忘れずに！

正しい歩き方を意識する

�日常生活の歩きの中で、正しい歩き方を�
身につける1

Step

�日常生活の中で、長く歩くよう習慣づける
（1回15分以上を目安に）2

Step

週3回を目標に歩く頻度を増やす3
Step

�これまでより少しだけ速く歩く�
（1回20分以上を目標に）4

Step

�歩くことを習慣化させ、時には郊外を歩く5
Step

健康増進につながるウォーキング効果

ウォーキングの実践ポイント

❶�上体を揺らさない
❷�背筋を伸ばす
❸�腕を自然に振る
❹�膝を伸ばして踵から着地する
❺�親指のつけ根で蹴りだす

❷

❸

❹

❶

❺

¡ 糖尿病、高血圧、低血圧、動脈硬化など 
 生活習慣病予防に効果がある

¡日常生活で疲労を感じにくくなる
¡体全体の筋肉に柔軟性が生まれる
¡太りにくい体質になる
¡気分転換やストレス解消につながる
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会社の概況

会社概要 （平成21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

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
従業員数 5,217名（連結）

役員（平成21年6月19日現在）

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

直営店舗（平成21年5月31日現在）

歩人館：51店舗
オニツカタイガー：国内11店舗、海外10店舗
アシックスライフィール：4店舗
アシックスファクトリーアウトレット：国内15店舗、海外23店舗
アシックススポーツスタイルショップ：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：2店舗
その他直営店：海外22店舗

主な連結子会社（平成21年3月31日現在）

¡ アシックス北海道販売株式会社

¡ アシックス東北販売株式会社

¡ アシックス九州販売株式会社

¡ アシックス関越販売株式会社

¡ アシックス中四国販売株式会社

¡ アシックススポーツ販売株式会社

¡ アシックス中部販売株式会社

¡ 株式会社アシックススポーツビーイング

¡ アシックスアメリカコーポレーション

¡ アシックスヨーロッパB.V.
¡ アシックスドイチュラントGmbH
¡ アシックスフランスS.A.S
¡ アシックスイタリアS.p.A.
¡ アシックスオセアニアPTY.LTD.
¡ アシックススポーツコーポレーション

¡ 愛世克私 （上海） 商貿有限公司
¡ 台湾亞瑟士股 有限公司

¡ 山陰アシックス工業株式会社

¡ アシックスアパレル工業株式会社

¡ アシックス商事株式会社

¡ アシックス物流株式会社



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。

株式の状況 （平成21年3月31日現在）

株主メモ

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10,293,321株）

株主数 13,457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） 13,383 7.1
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口4G） 12,843 6.8
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 7,975 4.2
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
株式会社みなと銀行 4,208 2.2

ノーザン トラスト カンパニー エイブイエフシー 
リ フィデリティ ファンズ 3,914 2.1

アシックスグループ従業員持株会 2,984 1.6
サジヤツプ 2,967 1.6

株価・出来高チャート（週足）

分布状況
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当社株価（単位：円）

当社株式出来高（単位：千株）

所有数別所有者別

個人その他
21.53％

外国法人等
29.02％

その他の国内法人
8.43％

証券会社
1.31％

金融機関
39.55％

政府及び地方公共団体
0.16％ 1単元以上 6.04％

1,000単元以上
58.47％

5単元以上 2.12％

10単元以上 4.45％
50単元以上
2.32％

100単元以上
13.09％

500単元以上
13.51％
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