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 （注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移につきまして

は記載しておりません。 

２. 売上高には、消費税等は含んでおりません。 

３. 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額につきましては、潜在株式が存在しないため記載

しておりません。 

  

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 
第55期

第１四半期連結 
累計(会計)期間 

第56期
第１四半期連結 
累計(会計)期間 

第55期

会計期間 
自 平成20年４月１日
至 平成20年６月30日 

自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日 

自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日 

売上高（百万円）  65,319  54,884  241,944

経常利益（百万円）  10,900  5,536  21,008

四半期（当期）純利益（百万円）  7,574  1,147  13,085

純資産額（百万円）  108,388  101,551  98,262

総資産額（百万円）  184,268  182,304  174,921

１株当たり純資産額（円）  491.19  483.92  467.90

１株当たり四半期（当期）純利益金

額（円） 
 38.08  6.05  67.23

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円） 
 －  －  －

自己資本比率（％）  53.0  50.3  50.7

営業活動によるキャッシュ・フロー

（百万円） 
 7,871  2,513  18,788

投資活動によるキャッシュ・フロー

（百万円） 
 △3,655  △953  △11,880

財務活動によるキャッシュ・フロー

（百万円） 
 1,579  2,780  1,222

現金及び現金同等物の四半期末（期

末）残高（百万円） 
 24,419  27,494  22,575

従業員数（人）  5,131  5,305  5,217
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 当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）が営む事業の内容につい

て、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

 当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。  

(１）連結会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は［ ］内に当第１四半期連結会計期間の平均人員を外数で記

載しております。 

(２）提出会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は［ ］内に当第１四半期会計期間の平均人員を外数で記載し

ております。 

２【事業の内容】

３【関係会社の状況】

４【従業員の状況】

  平成21年６月30日現在 

従業員数（人） 5,305  [1,584]

  平成21年６月30日現在 

従業員数（人） 1,349  [124]
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 当社グループは、製品の種類、性質、製造方法および販売市場等の類似性から判断して、同種・同系列のスポ

ーツ用品を専ら製造販売しているため、事業の種類別セグメント情報は記載しておりませんので、生産および販

売の状況についての記載を省略しております。また、受注状況についても、受注生産を行っている割合が僅少で

あるため記載を省略しております。なお、製品の種類別の売上高は、「４．財政状態、経営成績及びキャッシ

ュ・フローの状況の分析」に記載のとおりであります。 

 当第１四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 

 また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。 

  

 当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

(１）業績 

当第１四半期連結会計期間における世界経済は、アジアの一部では景気の持ち直しの兆しが見られるものの、

欧米を中心に引き続き厳しい状況が続いております。日本経済におきましても、企業収益や設備投資の大幅な減

少に加え、個人消費も弱い動きとなり、厳しい状況で推移しました。 

スポーツ用品業界につきましては、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、厳しい経営

環境が続きました。 

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体制の強化に努めました。 

また、「パリマラソン」のオフィシャルスポンサーとしてのサポートや、アシックスグループのウォーキング

シューズを取り揃えた「アシックスウォーキング ショップ」の名古屋と広島でのオープンなど、アシックスブ

ランドの認知度向上や、直営店の積極的な展開などに努めました。 

当第１四半期連結会計期間における売上高は548億８千４百万円と前年同期間比16.0％の減収となりました。

このうち国内売上高は、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あったため、225億２千４百

万円と前年同期間比4.8％の減収でした。海外売上高は、主として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、323億６千万円と前年同期間比22.3％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52億４千６百万円と前年同期間比46.0％の減

益、経常利益は55億３千６百万円と前年同期間比49.2％の減益、四半期純利益は過年度法人税等として19億３千

６百万円を計上したことなどにより、11億４千７百万円と前年同期間比84.8％の減益となりました。 

なお、過年度法人税等は、当社と海外子会社との取引に関する法人税等の追徴税額であります。 

当社は、大阪国税局による移転価格調査を受けており、当該調査の結果、発生する可能性が高いと予想される

納税額を「過年度法人税等」に計上しております。 

①スポーツシューズ類 

国内でウォーキングシューズ、海外でスポーツスタイルシューズが低調であったため、売上高は409億４千

３百万円（前年同期間比17.5％減）となりました。 

②スポーツウエア類 

国内でアスレチックウエア、海外でランニングウエアおよびスポーツスタイルウエアが低調であったため、

売上高は97億４千万円（前年同期間比12.0％減）となりました。 

③スポーツ用具類 

全般的に低調であったため、売上高は42億円（前年同期間比9.5％減）となりました。 

第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

２【事業等のリスク】

３【経営上の重要な契約等】

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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 所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

①日本 

日本におきましては、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あったため、売上高は257

億３千８百万円（前年同期間比4.4％減）となり、営業利益は13億４百万円（前年同期間比31.7％減）となり

ました。 

②米州 

米州におきましては、為替換算レートの影響により、売上高は128億９千５百万円（前年同期間比8.6％減）

となり、営業利益は６億３百万円（前年同期間比62.9％減）となりました。 

③欧州 

欧州におきましては、為替換算レートの影響とスポーツスタイルシューズの低調により、売上高は147億７

千４百万円（前年同期間比27.2％減）となり、営業利益は28億３千万円（前年同期間比42.5％減）となりまし

た。 

④その他の地域 

その他の地域におきましては、オーストラリアは堅調に推移しましたが、為替換算レートの影響により、売

上高は42億８千１百万円（前年同期間比34.1％減）となり、営業利益は４億３千６百万円（前年同期間比

64.7％減）となりました。 

 （注）前記の金額には、消費税等は含んでおりません。 

(２）キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間末の財政状態といたしましては、総資産1,823億４百万円（前連結会計年度末比

4.2％増）、負債の部合計は、807億５千２百万円（前連結会計年度末比5.3％増）、純資産の部合計は1,015億５

千１百万円（前連結会計年度末比3.3％増）となりました。 

 また、キャッシュ・フローにおきましては、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下

「資金」という）は、274億９千４百万円と前連結会計年度末に比べ49億１千９百万円増加しました。 

 なお、各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（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25億１千３百万円となり、前年同期間に比べ53億５千７百万円の収入減少と

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52億８千８百万円、賞与引当金の増加額７億８千万円、減価

償却費７億５千７百万円、たな卸資産の減少額７億１千万円、貸倒引当金の増加額５億２千万円であり、支出

の主な内訳は、法人税等の支払額33億２千３百万円、仕入債務の減少額23億５千５百万円であります。 

（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９億５千３百万円となり、前年同期間に比べ27億２百万円の支出減少となり

ました。 

収入の主な内訳は、定期預金の払戻による収入６億４千５百万円であり、支出の主な内訳は、有形固定資産

の取得による支出９億２千４百万円、投資有価証券の取得による支出４億８千万円であります。 

（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27億８千万円となり、前年同期間に比べ12億１百万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46億２百万円であり、支出の主な内訳は、配当金の支払額18億７

千４百万円であります。 
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(３）事業上及び財務上の対処すべき課題 

当社グループは、平成22年度までに連結売上高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」に基づき、世界市場での事業の拡大に努めておりますが、昨今の経済情勢の変化、為替の影響等に

より、達成年度を平成23年度以降とせざるを得ない状況となっております。 

当社グループは、引き続き二大基幹ブランドである「アシックス」と「オニツカタイガー」のブランド価値の

さらなる向上に努めます。 

また、スポーツ工学研究所を中心に技術革新を行い、高付加価値（高機能、高品質）の製品・サービスを継続

的に開発するとともに、デザインセンターにおいて当社独自のデザインポリシーや方向性を創出するなど、製品

力を一層強化し、事業拡大を目指します。 

販売面におきましては、世界４極体制（日本、米州、欧州、アジア・パシフィック）のもと、直接販売地域を

順次拡大し、東欧、北欧、中近東、中南米での販売拡大を図ります。また、直営店、フランチャイズ店、インシ

ョップを引き続き積極的に展開し収益向上に努めます。 

組織につきましては、グループ力を一層強化し、引き続き販売効率の向上と在庫の削減を目指すなど、経営の

効率化に努めます。また、地球温暖化防止等の環境対策、法令遵守など企業としての社会的責任を果たすととも

に、内部統制の強化、競争力ある人財の育成を行うなど、当社グループ全体での業務改革を推進してまいりま

す。 

会社の支配に関する基本方針について 

①  会社の支配に関する基本方針の内容 

 当社は、上場会社として当社株式の自由な売買を認める以上、当社の取締役会の賛同を得ずに行われる、い

わゆる「敵対的買収」であっても、企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定する

ものではありません。特定の者の大規模買付行為に応じて当社株式の売却を行うか否かは、 終的には当社株

式を保有する当社株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると考えます。 

 しかし、当社および当社グループは、スポーツを核とした事業領域で、企業価値・株主共同の利益の確保・

向上に取り組んでおり、そのために幅広いノウハウと豊富な経験、ならびに国内外の顧客・取引先および従業

員等のステークホルダーとの間に築かれた良好な関係を維持し促進することが重要な要素であり、当社の財務

および事業の方針の決定を支配する者としては、これらに関する十分な情報や理解がなくては、将来実現する

ことのできる企業価値・株主共同の利益を毀損する可能性があり、不適切であると考えます。 

②  会社の支配に関する基本方針の実現に資する特別な取り組み 

  当社は、1949年（昭和24年）に、スポーツを通じて青少年の健全な育成に貢献することを願い鬼塚商会とし

て創業以来、「健全な身体に健全な精神があれかし」を創業哲学とし、「すべてのお客様に価値ある製品・サ

ービスを提供する」ことを理念に、お客様の求めるものを徹底的に追求し、スポーツをする選手、スポーツを

愛するすべての人々や健康を願う方々の役に立つよう、技術とものづくりに対するこだわりを持ち続けてまい

りました。 

 1977年（昭和52年）に、同業２社との合併を機に、この創業哲学のラテン語「Anima Sana In Corpore Sano」

の頭文字から社名を株式会社アシックス（ASICS）へ変更し、社業の発展に努めてまいりました。 

 当社および当社グループは、現在、子会社42社および関連会社４社で、スポーツシューズ類、スポーツウエ

ア類、スポーツ用具類など専らスポーツ用品を、国内および海外で製造販売しております。そして、長年トッ

プアスリートのニーズに応えてきた技術力とものづくりへのこだわりや欧米を中心とした海外でのシューズを

中心としたランニング事業における高いブランドイメージを基盤として、「スポーツ・健康・快適ライフを創

造する世界ナンバーワン企業」を目指すべき姿と定め、２０１０年度までの中期計画「アシックス・チャレン

ジ・プラン」を発表し、①アスレチックスポーツ事業領域、②スポーツライフスタイル事業領域および③健康

快適事業領域の３つの事業領域において、「ブランド力の強化」、「製品力の強化」、「販売力の強化」およ

び「組織力の強化」の「４つの強化」を遂行し、事業の拡大・強化に取り組んでおります。 

 当社および当社グループは、今後も中長期的な視野に立ち、変革を続けていく中で、変えてはならない当社

の技術力とものづくりへのこだわりの継承を大きな強みとして、技術力の拡大、蓄積、創造をかさね、クオリ

ティの高い製品とサービスを提供し、企業価値のさらなる向上を目指してまいります。 

③ 会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針が支配されること

を防止するための取り組み 

 当社は、平成20年６月20日開催の定時株主総会において、当社株式の大規模な買付行為への対応方針の一部

を改定して３年間継続することを決定いたしました。本対応方針の概要は次のとおりであります。 

 当社は、突然大規模な買付行為がなされたときに、大規模買付者による当社および当社グループの従業員、

顧客および取引先等のステークホルダーとの関係についての方針や当社グループの経営に参画したときの経営

方針・事業計画等が、当社の企業価値・株主共同の利益を高めるものか等を株主の皆様に短期間のうちに適切

に判断していただくためには、大規模買付者および当社取締役会の双方から適切かつ十分な情報が提供される
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ことが不可欠と考え、大規模買付行為に際しては、まず、大規模買付者が事前に株主の皆様の判断のために必

要かつ十分な大規模買付行為に関する情報を提供すべきであると考えます。 

 また、当社取締役会も、かかる情報が提供された後、大規模買付行為に対する当社取締役会としての意見の

検討を速やかに開始し、独立委員会からの勧告や外部専門家等の助言を受けながら慎重に検討したうえで意見

を形成して公表いたします。 

 かかるプロセスを経ることにより、当社株主の皆様は、当社取締役会の意見を参考にしつつ、大規模買付者

の提案に対する諾否を検討することが可能となり、大規模買付者の提案に対する 終的な諾否を適切に決定す

るために必要かつ十分な情報の取得と検討の機会を得られることとなります。 

 大規模買付ルールの概要は次のとおりであります。 

(ⅰ)大規模買付者には、大規模買付行為の前に、当社取締役会に対して、当社株主の皆様の判断および当社取

締役会としての意見形成のために必要かつ十分な情報（以下「本必要情報」といいます。）を提供していた

だきます。 

(ⅱ)当社取締役会は、大規模買付者が当社取締役会に対し本必要情報の提供を完了した日の翌日から、60日間

（対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合）または90日間（その他の大

規模買付行為の場合）を取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間（以下「取

締役会評価期間」といいます。）とし、大規模買付行為は、取締役会評価期間の経過後にのみ開始されるも

のとします。 

 当社取締役会は、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合や、大規模買付ルールを遵守する場合

であっても、当該大規模買付行為が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なう場合で、かつ、対抗措置

を発動することが相当であると判断したときに限り、取締役会から独立した組織の独立委員会に必ず諮問し、

独立委員会の勧告を 大限尊重したうえで、対抗措置を発動することができるものとします。 

④ 上記取り組みが会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当

社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないことについて 

 本対応方針は、会社支配に関する基本方針に沿い、大規模買付者が事前に大規模買付行為に関する必要かつ

十分な情報を当社取締役会に提供し、当社の取締役会評価期間経過後にのみ当該買付行為を開始することを求

め、大規模買付ルールを遵守しない大規模買付者に対して当社取締役会が対抗措置をとることができる旨明記

し、また、大規模買付ルールを遵守する場合であっても、当該大規模買付行為が当社の企業価値・株主共同の

利益を著しく損なう場合で、かつ、大規模買付者に対して対抗措置を発動することが相当であると判断したと

きは、当社株主の利益を守るため対抗措置を講じることがことができる旨を明記したものであります。 

 また、本対応方針は、当社株主が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために、大規模買付者に対し必

要かつ十分な大規模買付行為に関する情報の提供を求め、当社取締役会の意見の公表、代替案の提示等と併

せ、当社株主が大規模買付者の提案に対する 終的な諾否を適切に決定するために必要かつ十分な情報の取得

と検討の機会を得られることとするものであり、当該大規模買付行為が上記の趣旨を具現化した一定の合理的

なルールに従って行われることが、当社の企業価値・株主共同の利益に合致するものと考えております。 

 さらに、本対応方針は、大規模買付行為に関して当社取締役会が意見を形成するうえで独立委員会からの勧

告や外部専門家等の助言および監査役の意見を参考に慎重に検討し、決議・公表することとし、対抗措置を発

動する場合も、外部専門家等および監査役の意見を参考に評価・検討したうえで独立委員会の勧告を 大限尊

重することを明記しております。また、本対応方針は、当社株主総会において株主の皆様の承認を得ることを

存続の条件としております。これらの措置により、本対応方針は当社役員の地位の維持を目的とするものでは

ないと考えております。  

(４）研究開発活動 

 当第１四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は１億８千６百万円（前年同期間比

25.1％増）であります。なお、当第１四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要

な変更はありません。 
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(１）主要な設備の状況 

当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

(２）設備の新設、除却等の計画 

当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等につきまして

は、重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画は

ありません。 

  

第３【設備の状況】
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①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

該当事項がないため記載しておりません。 

該当事項がないため記載しておりません。 

当第１四半期会計期間において、大量保有報告書等の写しの送付等がなく、大株主の異動は把握しており

ません。  

  

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  790,000,000

計  790,000,000

種類 
第１四半期会計期間末
現在発行数（株） 
（平成21年６月30日） 

提出日現在発行数
（株） 

（平成21年８月７日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容

普通株式  199,962,991  199,962,991

東京証券取引所 

（市場第一部） 

大阪証券取引所 

（市場第一部） 

単元株式数 

1,000株 

計  199,962,991  199,962,991 － － 

（２）【新株予約権等の状況】

（３）【ライツプランの内容】

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
（千株） 

発行済株式
総数残高 
（千株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

資本準備金 
増減額 

（百万円） 

資本準備金
残高 

（百万円） 

平成21年４月１日～

平成21年６月30日 
 －  199,962  －  23,972  －  6,000

（５）【大株主の状況】
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 当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」につきましては、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日（平成21年３月31日）に基づく株主名簿により記載

しております。 

①【発行済株式】 

（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株含まれております。 

   また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数２個が含まれております。 

  

②【自己株式等】 

平成21年３月31日現在 

（注）当第１四半期会計期間末日現在の保有自己株式数は、10,308,163株であります。 

  

【当該四半期累計期間における月別 高・ 低株価】 

（注） 高・ 低株価は、東京証券取引所市場第一部の取引によっております。 

  

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  

（６）【議決権の状況】

  平成21年３月31日現在 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 

(自己保有株式) 

普通株式 

 10,293,000

－ － 

完全議決権株式（その他） 
普通株式 

 188,238,000
 188,238 － 

単元未満株式 
普通株式 

 1,431,991
－ － 

発行済株式総数  199,962,991 － － 

総株主の議決権 －  188,238 － 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合 

（％） 

株式会社アシックス 
神戸市中央区港島中

町７丁目１番１ 
 10,293,000  －  10,293,000  5.15

計 －  10,293,000  －  10,293,000  5.15

２【株価の推移】

月別 
平成21年 
４月 

５月 ６月

高（円）  747  743  899

低（円）  625  627  731

３【役員の状況】
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内

閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

なお、前第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）は、改正前の四半期連結財

務諸表規則に基づき、当第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）および当第１

四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基

づいて作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日

から平成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表並びに当第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日か

ら平成21年６月30日まで）および当第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）に

係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。 

第５【経理の状況】
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１【四半期連結財務諸表】 
（１）【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６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   

現金及び預金 27,806 23,418

受取手形及び売掛金 56,832 55,488

有価証券 1,704 1,318

商品及び製品 38,222 37,968

仕掛品 311 331

原材料及び貯蔵品 1,107 1,097

繰延税金資産 4,923 5,014

その他 5,495 4,718

貸倒引当金 △2,100 △1,530

流動資産合計 134,303 127,824

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 28,469 28,388

減価償却累計額 △18,616 △18,400

建物及び構築物（純額） 9,853 9,988

機械装置及び運搬具 3,922 3,860

減価償却累計額 △3,086 △3,026

機械装置及び運搬具（純額） 836 834

工具、器具及び備品 8,840 8,622

減価償却累計額 △6,814 △6,585

工具、器具及び備品（純額） 2,025 2,036

土地 10,575 10,577

リース資産 834 688

減価償却累計額 △117 △73

リース資産（純額） 716 615

建設仮勘定 － 4

有形固定資産合計 24,008 24,056

無形固定資産 2,757 2,879

投資その他の資産   

投資有価証券 9,878 8,647

長期貸付金 711 736

繰延税金資産 1,247 1,696

その他 10,952 10,641

貸倒引当金 △1,555 △1,561

投資その他の資産合計 21,234 20,160

固定資産合計 48,000 47,097

資産合計 182,304 174,921
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６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   

支払手形及び買掛金 18,520 20,692

短期借入金 16,057 11,008

リース債務 380 299

未払費用 6,517 7,715

未払法人税等 3,106 2,644

未払消費税等 386 391

返品調整引当金 393 662

賞与引当金 2,218 1,438

繰延税金負債 166 7

その他 5,442 5,144

流動負債合計 53,190 50,005

固定負債   

社債 11,000 11,000

長期借入金 3,743 3,417

リース債務 648 645

退職給付引当金 7,481 7,364

繰延税金負債 470 318

その他 4,217 3,906

固定負債合計 27,562 26,653

負債合計 80,752 76,659

純資産の部   

株主資本   

資本金 23,972 23,972

資本剰余金 17,182 17,182

利益剰余金 64,188 64,937

自己株式 △7,760 △7,749

株主資本合計 97,582 98,342

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,417 529

繰延ヘッジ損益 885 △81

為替換算調整勘定 △8,108 △10,042

評価・換算差額等合計 △5,805 △9,595

少数株主持分 9,774 9,515

純資産合計 101,551 98,262

負債純資産合計 182,304 174,921
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（２）【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６月30日) 

売上高 65,319 54,884

売上原価 35,969 30,984

返品調整引当金戻入額 658 668

返品調整引当金繰入額 368 388

売上総利益 29,640 24,179

販売費及び一般管理費 ※1  19,917 ※1  18,933

営業利益 9,722 5,246

営業外収益   

受取利息 123 73

受取配当金 374 534

為替差益 828 －

デリバティブ評価益 － 227

その他 198 201

営業外収益合計 1,524 1,036

営業外費用   

支払利息 138 122

為替差損 － 530

デリバティブ評価損 87 －

その他 120 92

営業外費用合計 347 746

経常利益 10,900 5,536

特別利益   

固定資産売却益 0 0

投資有価証券売却益 1 3

貸倒引当金戻入額 361 －

特別利益合計 363 3

特別損失   

固定資産売却損 10 6

固定資産除却損 5 1

投資有価証券評価損 30 243

投資有価証券売却損 0 －

特別損失合計 46 252

税金等調整前四半期純利益 11,217 5,288

法人税等 ※2  3,224 ※2  1,952

過年度法人税等 － ※3  1,936

少数株主利益 418 250

四半期純利益 7,574 1,147
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 11,217 5,288

減価償却費 737 757

貸倒引当金の増減額（△は減少） △174 520

退職給付引当金の増減額（△は減少） 50 187

賞与引当金の増減額（△は減少） 762 780

投資有価証券評価損益（△は益） 30 243

投資有価証券売却損益（△は益） △1 △3

受取利息及び受取配当金 △498 △608

支払利息 143 122

為替差損益（△は益） － 5

有形固定資産除売却損益（△は益） 15 8

その他の損益（△は益） △1,055 525

売上債権の増減額（△は増加） △2,252 △29

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,624 710

その他の資産の増減額（△は増加） 1,307 △352

仕入債務の増減額（△は減少） △1,095 △2,355

未払消費税等の増減額（△は減少） △55 △9

その他の負債の増減額（△は減少） △3,300 △493

小計 9,456 5,298

利息及び配当金の受取額 498 616

利息の支払額 △137 △77

法人税等の支払額 △1,945 △3,323

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,871 2,513

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 － △100

定期預金の払戻による収入 － 645

有形固定資産の取得による支出 △656 △924

有形固定資産の売却による収入 26 23

無形固定資産の取得による支出 △114 △65

有価証券の純増減額（△は増加） △24 △42

投資有価証券の取得による支出 △102 △480

投資有価証券の売却及び償還による収入 126 37

子会社株式の取得による支出 △171 △65

事業譲受による支出 △2,648 －

短期貸付金の純増減額（△は増加） △7 24

長期貸付けによる支出 △73 △9

長期貸付金の回収による収入 16 28

投資その他の資産の増減額（△は増加） △27 △24

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,655 △953
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（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 3,648 4,602

長期借入れによる収入 － 400

長期借入金の返済による支出 △197 △194

自己株式の取得による支出 △6 △10

少数株主からの払込みによる収入 125 4

リース債務の返済による支出 △53 △81

配当金の支払額 △1,864 △1,874

少数株主への配当金の支払額 △72 △64

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,579 2,780

現金及び現金同等物に係る換算差額 △883 578

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,912 4,919

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 ※1  24,419 ※1  27,494
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

  
当第１四半期連結会計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

１．連結の範囲に関する事項

の変更 

（1）連結の範囲の変更 

 アシックスパートナーズ㈱および㈱ＯＴプランニングにつきましては当第１四半

期連結会計期間において新たに設立したため、当第１四半期連結会計期間から連結

の範囲に加えております。 

  （2）変更後の連結子会社の数 

 39社 

【表示方法の変更】

当第１四半期連結会計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

（四半期連結貸借対照表関係） 

 前第１四半期連結会計期間末において、流動負債の「その他」に含めて表示しておりました「リース債務」は、

重要性が増したため、当第１四半期連結会計期間末より区分掲記することとしました。なお、前第１四半期連結会

計期間末における「リース債務」の金額は53百万円であります。 

 前第１四半期連結会計期間末において、固定負債の「その他」に含めて表示しておりました「リース債務」は、

重要性が増したため、当第１四半期連結会計期間末より区分掲記することとしました。なお、前第１四半期連結会

計期間末における「リース債務」の金額は227百万円であります。 

  

（四半期連結損益計算書関係） 

 前第１四半期連結累計期間において、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「デリバティブ評価

益」は、営業外収益総額の100分の10を超えたため、当第１四半期連結累計期間より区分掲記することとしました。

なお、前第１四半期連結累計期間における営業外収益の「その他」に含まれる「デリバティブ評価益」の金額は12

百万円であります。 

 前第１四半期連結累計期間において、営業外費用の「デリバティブ評価損」を区分掲記しておりましたが、当第

１四半期連結累計期間は、営業外費用総額の100分の10以下であるため、当第１四半期連結累計期間より「その他」

に含めて表示することとしました。なお、当第１四半期連結累計期間における営業外費用の「その他」に含まれる

「デリバティブ評価損」の金額は７百万円であります。 

  

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書）  

 前第１四半期連結累計期間において、「現金及び現金同等物に係る換算差額」に含めて表示しておりました「為

替差損益」は、キャッシュ・フローの状況を適切に表示するため、当第１四半期連結累計期間より営業活動による

キャッシュ・フローの「為替差損益（△は益）」として表示しております。なお、前第１四半期連結累計期間にお

ける営業活動によるキャッシュ・フローの「為替差損益（△は益）」の金額は△118百万円であります。 

【簡便な会計処理】

当第１四半期連結会計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

 該当事項がないため記載しておりません。 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

  
当第１四半期連結会計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

 １．税金費用の計算  税金費用につきましては、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引

前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半

期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。なお、法人税等調整額

は、法人税等に含めて表示しております。 
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末 
（平成21年６月30日） 

前連結会計年度末 
（平成21年３月31日） 

 該当事項がないため記載しておりません。  該当事項がないため記載しておりません。 

（四半期連結損益計算書関係）

前第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

 ※１  販売費及び一般管理費の主要な費目および金額は

次のとおりであります。 

 ※１  販売費及び一般管理費の主要な費目および金額は

次のとおりであります。 

広告宣伝費    百万円4,860

貸倒引当金繰入額       百万円242

従業員賃金給料    百万円5,001

賞与引当金繰入額   百万円769

退職給付引当金繰入額   百万円153

広告宣伝費     百万円4,262

貸倒引当金繰入額     百万円550

従業員賃金給料    百万円4,778

賞与引当金繰入額      百万円766

退職給付引当金繰入額      百万円339

 ※２  法人税等調整額は法人税等に含めて表示しており

ます。 

 ※２          同左 

─────  ※３ 四半期連結損益計算書の過年度法人税等は、当社

と海外子会社との取引に関する法人税等の追徴税額

であります。 

    当社は、大阪国税局による移転価格調査を受けて

おり、当該調査の結果、発生する可能性が高いと予

想される納税額を「過年度法人税等」に計上してお

ります。 

    なお、更正処分を受けた段階で、内容を検討した

うえで、然るべく対応する予定であります。 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

 ※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

 ※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

  

現金及び預金勘定 百万円25,472

有価証券勘定に含まれるＭＭＦ 百万円47

預入れ期間が３か月を超える定

期預金等 
百万円△1,100

現金及び現金同等物 百万円24,419

現金及び預金勘定 百万円27,806

有価証券勘定に含まれるＭＭＦ    百万円2

預入れ期間が３か月を超える定

期預金等 
百万円△315

現金及び現金同等物 百万円27,494
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当第１四半期連結会計期間末（平成21年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 

平成21年６月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

 ２．自己株式の種類及び株式数 

 ３．配当に関する事項 

  配当金支払額 

 当社グループは、製品の種類、性質、製造方法および販売市場等の類似性から判断して、同種・同系列の

スポーツ用品を専ら製造販売しているため、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

（注）国又は地域の区分の方法及び各区分に属する国又は地域 

① 国又は地域の区分の方法………地理的近接度によっております。 

② 各区分に属する国又は地域……米州：米国等 

欧州：オランダ、イタリア、ドイツ、イギリス、フランス等 

その他の地域：オーストラリア、韓国、中国、台湾等 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

（注）国又は地域の区分の方法及び各区分に属する国又は地域 

① 国又は地域の区分の方法………地理的近接度によっております。 

② 各区分に属する国又は地域……米州：米国等 

欧州：オランダ、イタリア、ドイツ、イギリス、フランス等 

その他の地域：オーストラリア、韓国、中国、台湾等 

（株主資本等関係）

普通株式  199,962,991株 

普通株式  10,308,163株 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年６月19日 

定時株主総会 
普通株式  1,896  10 平成21年３月31日 平成21年６月22日 利益剰余金

（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

  
日本 

（百万円） 
米州

（百万円） 
欧州

（百万円） 
その他の地域
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高  24,597  14,112  20,303  6,305  65,319  －  65,319

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 2,338  －  －  189  2,528  (2,528)  －

計  26,936  14,112  20,303  6,494  67,847  (2,528)  65,319

営業利益  1,909  1,628  4,923  1,237  9,699  23  9,722

  
日本 

（百万円） 
米州

（百万円） 
欧州

（百万円） 
その他の地域
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高  23,098  12,895  14,774  4,115  54,884  －  54,884

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 2,640  －  －  165  2,805  (2,805)  －

計  25,738  12,895  14,774  4,281  57,690  (2,805)  54,884

営業利益  1,304  603  2,830  436  5,174  71  5,246
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前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

（注）１．国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

① 国又は地域の区分の方法…………地理的近接度によっております。 

② 各区分に属する主な国又は地域…米州：米国等 

欧州：オランダ、イタリア、ドイツ、イギリス、フランス等 

その他の地域：オーストラリア、韓国、中国、台湾等 

２．海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

（注）１．国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

① 国又は地域の区分の方法…………地理的近接度によっております。 

② 各区分に属する主な国又は地域…米州：米国等 

欧州：オランダ、イタリア、ドイツ、イギリス、フランス等 

その他の地域：オーストラリア、韓国、中国、台湾等 

２．海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 前連結会計年度の末日に比べて著しい変動はありません。 

【海外売上高】

  米州 欧州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  14,112  20,123  7,412  41,649

Ⅱ 連結売上高（百万円）                    65,319

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 21.6  30.8  11.4  63.8

  米州 欧州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  12,895  14,622  4,842  32,360

Ⅱ 連結売上高（百万円）                    54,884

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 23.5  26.7  8.8  59.0

（有価証券関係）
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当第１四半期連結会計期間末（平成21年６月30日） 

 下記のデリバティブ取引が、事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の末日に

比べて著しい変動が認められます。 

（注）ヘッジ会計を適用しているものにつきましては、開示の対象から除いております。 

該当事項がないため記載しておりません。 

１．１株当たり純資産額 

２．１株当たり四半期純利益金額等 

（注）１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

   該当事項がないため記載しておりません。 

 該当事項がないため記載しておりません。 

（デリバティブ取引関係）

種類  契約額等 
 (百万円) 

時価
 (百万円) 

評価損益 
(百万円) 

通貨オプション取引       

売建 12,471 △760 △821

買建 5,846 251 △195

通貨スワップ取引 11,609 △1,175 △1,175

 為替予約取引       

買建 3,562 △47 △47

（ストック・オプション等関係）

（１株当たり情報）

当第１四半期連結会計期間末 
（平成21年６月30日） 

前連結会計年度末 
（平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額 483.92円 １株当たり純資産額 467.90円

前第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

１株当たり四半期純利益金額 38.08円 １株当たり四半期純利益金額 6.05円

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に

つきましては、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に

つきましては、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。 

  
前第１四半期連結累計期間
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

四半期純利益（百万円）  7,574  1,147

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る四半期純利益（百万円）  7,574  1,147

期中平均株式数（千株）  198,909  189,663

（重要な後発事象）

２【その他】
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 該当事項はありません。 

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
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  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成20年８月８日

株式会社アシックス 

取締役会 御中 

新日本有限責任監査法人 

  
指定有限責任社員

業務執行社員 
  公認会計士 小西 幹男   印 

  
指定有限責任社員

業務執行社員 
  公認会計士 村井 城太郎  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社アシ

ックスの平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日

から平成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書

及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は

経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行

った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査

の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と

認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アシックス及び連結子会社の平成20年６月30日現在

の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に

表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

（注）１. 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半

期報告書提出会社）が別途保管しております。 

   ２. 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 
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  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成２１年８月７日

株式会社アシックス 

取締役会 御中 

新日本有限責任監査法人 

  
指定有限責任社員

業務執行社員 
  公認会計士 小西 幹男   印 

  
指定有限責任社員

業務執行社員 
  公認会計士 村井 城太郎  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社

アシックスの平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成２

１年４月１日から平成２１年６月３０日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成２１年４月１日から平成２１年６

月３０日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連

結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあ

り、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行

った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査

の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と

認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アシックス及び連結子会社の平成２１年６月３０日

現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適

正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

（注）１. 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半

期報告書提出会社）が別途保管しております。 

   ２. 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 

  

2009/08/07 10:59:4309568273_第１四半期報告書_20090807105905


	表紙
	目次
	中表紙
	第一部【企業情報】
	第１【企業の概況】
	１【主要な経営指標等の推移】
	２【事業の内容】
	３【関係会社の状況】
	４【従業員の状況】 

	第２【事業の状況】
	１【生産、受注及び販売の状況】
	２【事業等のリスク】
	３【経営上の重要な契約等】
	４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

	第３【設備の状況】
	第４【提出会社の状況】
	１【株式等の状況】
	（１）【株式の総数等】
	（２）【新株予約権等の状況】
	（３）【ライツプランの内容】
	（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】
	（５）【大株主の状況】
	（６）【議決権の状況】 

	２【株価の推移】
	３【役員の状況】

	第５【経理の状況】
	１【四半期連結財務諸表】 
	（１）【四半期連結貸借対照表】 
	（２）【四半期連結損益計算書】 
	（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

	２【その他】


	第二部【提出会社の保証会社等の情報】
	四半期レビュー報告書

	NextPage0_3-2009/08/07 11:02:572685799: - 1 -
	NextPage0_4-2009/08/07 11:02:577215773: - 2 -
	NextPage0_5-2009/08/07 11:02:577528185: - 3 -
	NextPage0_6-2009/08/07 11:02:577684391: - 4 -
	NextPage0_7-2009/08/07 11:02:577840597: - 5 -
	NextPage0_8-2009/08/07 11:02:577996803: - 6 -
	NextPage0_9-2009/08/07 11:02:578309215: - 7 -
	NextPage0_10-2009/08/07 11:02:578465421: - 8 -
	NextPage0_11-2009/08/07 11:02:578621627: - 9 -
	NextPage0_12-2009/08/07 11:02:578934039: - 10 -
	NextPage0_13-2009/08/07 11:02:579090245: - 11 -
	NextPage0_14-2009/08/07 11:02:579402657: - 12 -
	NextPage0_15-2009/08/07 11:02:579558863: - 13 -
	NextPage0_16-2009/08/07 11:02:579871275: - 14 -
	NextPage0_17-2009/08/07 11:02:580027481: - 15 -
	NextPage0_18-2009/08/07 11:02:580183687: - 16 -
	NextPage0_19-2009/08/07 11:02:580339893: - 17 -
	NextPage0_20-2009/08/07 11:02:580652305: - 18 -
	NextPage0_21-2009/08/07 11:02:580808511: - 19 -
	NextPage0_22-2009/08/07 11:02:580964717: - 20 -
	NextPage0_23-2009/08/07 11:02:581277129: - 21 -


