
 

 
平成19年３月期 個別中間財務諸表の概要 平成18年11月17日

上場会社名 株式会社アシックス 上場取引所 東　大

コード番号 7936 本社所在都道府県 兵庫県

（URL　http://www.asics.co.jp/）

代表者　　　　　役職名 代表取締役社長 氏名　和田　清美

問合せ先責任者　役職名 専務取締役・管理統括部長  

 兼研究部門担当 氏名　爲定　涼次 ＴＥＬ　　（078）303－2213

中間決算取締役会開催日 平成18年11月17日   

単元株制度採用の有無 有（１単元　1,000株）   

１．18年９月中間期の業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日）

(1）経営成績 （百万円未満切捨）

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 33,370 0.6 1,808 2.6 4,755 94.7

17年９月中間期 33,174 △0.1 1,762 72.3 2,442 41.1

18年３月期 71,904 1.8 3,934 26.8 5,048 25.7

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

百万円 ％  円　銭

18年９月中間期 3,052 8.7  15.33

17年９月中間期 2,807 171.6  14.09

18年３月期 5,343 86.6  26.57

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 199,113,043 株 17年９月中間期 199,315,852株 18年３月期 199,250,041株

②会計処理の方法の変更 無

③売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2）財政状態  

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％  円　銭

18年９月中間期 88,820 55,413 62.4  278.36

17年９月中間期 86,908 50,550 58.2  253.70

18年３月期 91,727 54,353 59.3  272.67

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 199,070,202株 17年９月中間期 199,250,066株 18年３月期 199,153,692株

②期末自己株式数 18年９月中間期 892,789株 17年９月中間期 712,925株 18年３月期 809,299株

２．19年３月期の業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円 百万円

通期 72,500 4,000 6,200 4,700

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　23円61銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

18年３月期 － － － 6.00 － 6.00

19年３月期（実績） － － － － －
6.00

19年３月期（予想） － － － 6.00 －

 

※　上記の業績予想は、現時点で得られた情報に基づいて算出しております。従って、実際の業績は業況の変化などによ

り記載の予想とは異なる場合があります。
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　個別中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表

前中間会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 8,973 7,961 4,746

２．受取手形 ※５ 6,355 4,930 5,435

３．売掛金 15,035 16,278 21,912

４．たな卸資産 11,074 10,355 9,953

５．関係会社短期貸付
金

8,435 7,218 7,005

６．その他 ※４ 3,189 3,153 3,613

貸倒引当金 △4,578 △2,672 △2,344

流動資産合計 48,485 55.8 47,225 53.2 50,321 54.9

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1）建物 ※1,2 5,309 4,963 5,066

(2）土地 ※２ 4,859 5,637 5,637

(3）その他 ※1,2 675 1,031 651

有形固定資産合計 10,845 12.5 11,632 13.1 11,355 12.4

２．無形固定資産 1,001 1.1 1,353 1.5 1,016 1.1

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 8,801 10,222 11,550

(2）関係会社株式 8,584 8,674 8,674

(3）その他 10,922 10,192 9,859

貸倒引当金 △1,732 △479 △1,050

投資その他の資産
合計

26,576 30.6 28,609 32.2 29,034 31.6

固定資産合計 38,423 44.2 41,595 46.8 41,405 45.1

資産合計 86,908 100 88,820 100 91,727 100

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形 ※５ 905 852 752

２．買掛金 7,910 8,268 9,089

３．短期借入金 2,658 1,849 2,421

４．1年以内に償還の社
債

※２ 2,000 － 2,000

５．未払法人税等 871 1,666 50

６．返品調整引当金 339 408 576

７．賞与引当金 820 804 813

８．その他 ※４ 6,894 6,779 7,914

流動負債合計 22,399 25.8 20,628 23.2 23,616 25.7
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前中間会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

Ⅱ　固定負債

１．社債  3,200 3,200 3,200

２．長期借入金 4,005 3,696 3,638

３．退職給付引当金 5,672 5,221 5,375

４．役員退職慰労引当
金

422 420 457

５．債務保証損失引当
金

26 － －

６. 投資損失引当金 － 169 169

７．その他 631 71 918

固定負債合計 13,958 16.0 12,777 14.4 13,757 15.0

負債合計 36,358 41.8 33,406 37.6 37,374 40.7

（資本の部）

Ⅰ　資本金 23,972 27.6 － － 23,972 26.1

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 6,000 － 6,000

２．その他資本剰余金 11,182 － 11,182

資本剰余金合計 17,182 19.8 － － 17,182 18.7

Ⅲ　利益剰余金

１．任意積立金 2,000 － 2,000

２．中間(当期)未処分
利益

4,928 － 7,463

利益剰余金合計 6,928 8.0 － － 9,463 10.3

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

2,713 3.1 － － 4,088 4.5

Ⅴ　自己株式 △246 △0.3 － － △353 △0.3

資本合計 50,550 58.2 － － 54,353 59.3

負債資本合計 86,908 100 － － 91,727 100
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前中間会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本        

１．資本金  － － 23,972 27.0 － －

２．資本剰余金  

(1）資本準備金  － 6,000 －

(2）その他資本剰余
金

 － 11,182 －

資本剰余金合計  － － 17,182 19.3 － －

３．利益剰余金  

(1）その他利益剰余
金

    

別途積立金  － 5,000 －

繰越利益剰余金  － 6,271 －

利益剰余金合計  － － 11,271 12.7 － －

４．自己株式  － － △463 △0.5 － －

株主資本合計  － － 51,963 58.5 － －

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評
価差額金

 － － 3,268 3.7 － －

２．繰延ヘッジ損益  － － 182 0.2 － －

評価・換算差額等合
計

 － － 3,450 3.9 － －

純資産合計  － － 55,413 62.4 － －

負債純資産合計  － － 88,820 100 － －
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 33,174 100 33,370 100 71,904 100

Ⅱ　売上原価 19,612 58.2 20,194 60.0 42,863 59.5

返品調整引当金戻入
額

631 576 631

返品調整引当金繰入
額

339 408 576

売上総利益 13,854 41.8 13,343 40.0 29,096 40.5

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

12,091 36.5 11,535 34.6 25,161 35.0

営業利益 1,762 5.3 1,808 5.4 3,934 5.5

Ⅳ　営業外収益 ※２ 945 2.9 3,098 9.3 1,390 1.9

Ⅴ　営業外費用 ※３ 265 0.8 151 0.5 277 0.4

経常利益 2,442 7.4 4,755 14.2 5,048 7.0

Ⅵ　特別利益 ※４ 552 1.7 97 0.3 549 0.8

Ⅶ　特別損失 ※５ 417 1.3 17 0.1 655 0.9

税引前中間（当期）
純利益

2,578 7.8 4,835 14.4 4,942 6.9

法人税、住民税及び
事業税

808 1,698 708

法人税等調整額 △1,037 △229 △0.7 84 1,782 5.3 △1,109 △400 △0.5

中間（当期）純利益 2,807 8.5 3,052 9.1 5,343 7.4

前期繰越利益 2,120 － 2,120

中間（当期）未処分
利益

4,928 － 7,463
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(3）中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成18年３月31日　残高

（百万円）
23,972 6,000 11,182 17,182 2,000 7,463 9,463 △353 50,264

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立て（百万

円）
   － 3,000 △3,000 －  －

剰余金の配当（百万円）    －  △1,194 △1,194  △1,194

役員賞与（百万円）    －  △49 △49  △49

中間純利益（百万円）    －  3,052 3,052  3,052

自己株式の取得（百万円）    －   － △109 △109

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

（百万円）

   －   －  －

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
－ － － － 3,000 △1,192 1,807 △109 1,698

平成18年９月30日　残高

（百万円）
23,972 6,000 11,182 17,182 5,000 6,271 11,271 △463 51,963

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高

（百万円）
4,088 － 4,088 54,353

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立て（百万

円）
  － －

剰余金の配当（百万円）   － △1,194

役員賞与（百万円）   － △49

中間純利益（百万円）   － 3,052

自己株式の取得（百万円）   － △109

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

（百万円）

△820 182 △637 △637

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△820 182 △637 1,060

平成18年９月30日　残高

（百万円）
3,268 182 3,450 55,413
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

子会社株式および関連会社株式

　移動平均法による原価法

(1）有価証券

子会社株式および関連会社株式

同左

(1）有価証券

子会社株式および関連会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

　中間期末日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部資

本直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定）

その他有価証券

時価のあるもの

　中間期末日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定）

その他有価証券

時価のあるもの

　期末日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部資

本直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定）

時価のないもの

　移動平均法による原価法

　ただし債券につきましては、

償却原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(2）デリバティブ

　時価法

(2）デリバティブ

同左

(2）デリバティブ

同左

(3）たな卸資産

　先入先出法による原価法

(3）たな卸資産

同左

(3）たな卸資産

同左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法

　ただし、平成10年4月1日以降

に取得した建物(建物付属設備除

く)につきましては、定額法

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

(2）無形固定資産

　定額法

　自社利用のソフトウェアにつき

ましては、社内における利用可能

期間（５年）に基づいております。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　売上債権等の貸倒損失に備える

ため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能

性を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

(2）返品調整引当金

　製品および商品の返品による損

失に備えるため、過去における返

品実績を基準として計上しており

ます。

(2）返品調整引当金

同左

(2）返品調整引当金

同左

(3）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の

支出に備えるため、支給見込額に

基づき当中間会計期間負担額を計

上しております。

(3）賞与引当金

同左

(3）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与

の支出に備えるため、支給見込

額に基づき当期負担額を計上し

ております。

(4）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当期末における退職給付債務およ

び年金資産の見込額に基づき、当

中間期末において発生していると

認められる額を計上しております。

　なお、会計基準変更時差異につ

きましては、15年による按分額を

費用処理しております。

　過去勤務債務につきましては、

発生時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数による定額法

により費用の減額処理をしており

ます。

　また、数理計算上の差異は、各

事業年度の発生時における従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の

年数による定額法により按分した

額をそれぞれ発生の翌期から費用

処理することとしております。

(4）退職給付引当金

同左

(4）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債

務および年金資産の見込額に基

づき、当期末において発生して

いると認められる額を計上して

おります。

　なお、会計基準変更時差異に

つきましては、15年による按分

額を費用処理しております。

　過去勤務債務につきましては、

発生時の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数による定

額法により費用の減額処理をし

ております。

　また、数理計算上の差異は、

各事業年度の発生時における従

業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数による定額法により

按分した額をそれぞれ発生の翌

期から費用処理することとして

おります。

(5）債務保証損失引当金

　債務保証に係る損失に備えるた

め、被保証先の財政状態の実情を

勘案し、損失負担見込額を計上し

ております。

───── ─────

－ 8 －



項目
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(6）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金支給に備える

ため、取締役退職慰労金支給規程

および監査役退職慰労金支給基準

に基づく要支給額を計上しており

ます。

（会計方針の変更）

　役員退職慰労金は、従来支出時

の費用として計上しておりました

が、当中間会計期間より規程およ

び基準に基づく要支給額を役員退

職慰労引当金として計上する方法

に変更いたしました。

　この変更は、当中間会計期間に

おいて、当社グループにおける役

員退職慰労金にかかる支給規程お

よび取扱いの整備を実施したこと、

また役員退職慰労引当金の計上が

会計慣行として定着してきたこと

をふまえ、役員の在任期間にわた

り費用配分することにより、期間

損益の適正化及び財務内容の健全

化を図るために行ったものであり

ます。

　この変更により、当中間会計期

間の発生額18百万円は販売費及び

一般管理費に計上し、過年度対応

額404百万円は特別損失に計上して

おります。この結果、従来と同一

の基準を適用した場合に比べ、営

業利益及び経常利益はそれぞれ18

百万円減少し、税引前中間純利益

は422百万円減少しております。

(6）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金支給に備える

ため、取締役退職慰労金支給規程

および監査役退職慰労金支給基準

に基づく要支給額を計上しており

ましたが、平成18年６月23日の定

時株主総会をもって、役員退職慰

労金制度を廃止いたしました。本

制度の廃止に伴い取締役および監

査役に対し、同総会終結時までの

在任期間に相当する退職慰労金を

各取締役および監査役の退任時に

支給する旨の決議をしております。

　従って、当該決議以降、当社

の取締役および監査役に係る役

員退職慰労引当金はあらたに発

生しておらず、当中間会計期間

末における役員退職慰労引当金

残高は当該決議以前から在籍し

ている役員に対する支給予定額

であります。

(6）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金支給に備え

るため、取締役退職慰労金支給

規程および監査役退職慰労金支

給基準に基づく要支給額を計上

しております。

（会計方針の変更）

　役員退職慰労金は、従来支出時

の費用として計上しておりました

が、当事業年度より規程および基

準に基づく要支給額を役員退職慰

労引当金として計上する方法に変

更いたしました。

　この変更は、当事業年度におい

て、当社グループにおける役員退

職慰労金にかかる支給規程および

取扱いの整備を実施したこと、ま

た、役員退職慰労引当金の計上が

会計慣行として定着してきたこと

をふまえ、役員の在任期間にわた

り費用配分することにより、期間

損益の適正化および財務内容の健

全化を図るために行ったものであ

ります。

　この変更により、当事業年度の

発生額38百万円は販売費及び一般

管理費に計上し、過年度対応額419

百万円は特別損失に計上しており

ます。この結果、従来と同一の基

準を適用した場合に比べ、営業利

益および経常利益はそれぞれ38百

万円減少し、税引前当期純利益は

457百万円減少しております。

───── (7）投資損失引当金

　関係会社への投資にかかる損失

に備えるため、当該会社の財政状

態及び回収可能性を勘案して必要

額を計上しております。

(7）投資損失引当金

同左

－ 9 －



項目
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

４．リース取引の処理方法 　　リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につき

ましては、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によって

おります。

同左 同左

５．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっておりま

す。

　なお、為替予約等が付されてい

る外貨建金銭債権債務等につきま

しては、振当処理の要件を満たし

ている場合には、振当処理を行っ

ております。

　また、特例処理の要件を満たす

金利スワップ取引等につきまして

は、特例処理を採用しております。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

①　ヘッジ手段

　デリバティブ取引（為替予約

取引、金利スワップ取引、金利

オプション取引、通貨スワップ

取引および通貨オプション取

引）

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

①　ヘッジ手段

　　　　同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

①　ヘッジ手段

　　　　同左

②　ヘッジ対象

　相場変動等による損失の可能

性があり、相場変動等が評価に

反映されていないものおよび

キャッシュ・フローが固定され

その変動が回避されるもの。

②　ヘッジ対象

　　　　　　 同左

②　ヘッジ対象

　　　　　　 同左

(3）ヘッジ方針

　当社は、主に製品の輸入による

買入債務等の為替レート変動によ

るリスクをヘッジする目的で外国

為替の実需の範囲内で為替予約取

引、通貨スワップ取引および通貨

オプション取引を行うものとして

おります。

　また、借入金および社債に係る

金利の将来の変動に対する有効な

管理手段として、金利スワップ取

引および金利オプション取引を行

うものとしております。

(3）ヘッジ方針

　　　　　同左

(3）ヘッジ方針

　　　　　同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップ取引、金利オプ

ション取引、通貨スワップ取引お

よび通貨オプション取引におきま

しては、原則として、ヘッジ開始

時から有効性判定時点までの期間

において、ヘッジ対象のキャッ

シュ・フローの変動の累計額と

ヘッジ手段のキャッシュ・フロー

の変動の累計額とを比較し、その

比率を基礎に判断しておりますが、

契約の内容等によりヘッジに高い

有効性が明らかに認められる場合

については有効性の判定を省略し

ております。

　為替予約におきましては、取引

すべてが将来の購入予定に基づく

ものであり、実行の可能性が極め

て高いため、有効性の判定は省略

しております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基本

となる重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は税抜方式

によっております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

───── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準） 

当中間会計期間より、「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第５号　平成17年12月９日）及び「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号　平成17年12月９日）を適用しております。

これまでの資本の部の合計に相当する金額

は55,231百万円であります。

なお、当中間会計期間における中間貸借対

照表の純資産の部については、中間財務諸表

等規則の改正に伴い、改正後の中間財務諸表

等規則により作成しております。

─────
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前事業年度末
（平成18年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は

17,426百万円であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は

17,451百万円であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は

17,495百万円であります。

※２　担保資産および担保付債務

(イ）担保に供している資産

 ───── ※２　担保資産および担保付債務

(イ）担保に供している資産

建物 784百万円

土地 1,530百万円

その他 12百万円

計 2,327百万円

建物 757百万円

土地 1,530百万円

その他 11百万円

計 2,299百万円

(ロ）担保資産に対応する債務 (ロ）担保資産に対応する債務

１年以内に償還の社

債
2,000百万円

計 2,000百万円

１年以内に償還の

社債
2,000百万円

計 2,000百万円

　３　偶発債務

　次のとおり保証を行っております。

(1）金融機関からの借入金に対する債務保

証

　３　偶発債務

　次のとおり保証を行っております。

(1）金融機関取引に対する債務保証

　３　偶発債務

　次のとおり保証を行っております。

(1）金融機関取引に対する債務保証

アシックスアメリカ

コーポレーション
1,358百万円

アシックスヨーロッ

パB.V.
643百万円

計 2,002百万円

アシックスアメリカ

コーポレーション
  2,263百万円

アシックスヨーロッ

パB.V.
   66百万円

愛世克私（上海）商

貿有限公司
268百万円

計   2,598百万円

アシックスアメリカ

コーポレーション
4,334百万円

アシックスヨーロッ

パB.V.
0百万円

計 4,335百万円

(2）商取引に対する債務保証 (2）商取引に対する債務保証 (2）商取引に対する債務保証

アシックスアパレル

工業㈱

1,602百万円

アシックスヨーロッ

パB.V.

　 14百万円

　計 1,616百万円

アシックスアパレル

工業㈱

1,911百万円

㈱アシックスユー

ビッククリエイショ

ン

453百万円

　計   2,364百万円

アシックスアパレル

工業㈱

1,430百万円

アシックスヨーロッ

パB.V.

2百万円

㈱アシックスユー

ビッククリエイショ

ン

297百万円

　計 1,730百万円

※４　消費税等の表示

　消費税等につきましては、仮払消費

税等と仮受消費税等を相殺のうえ流動

負債の「その他」に含めて表示してお

ります。

※４　消費税等の表示

消費税等につきましては、仮払消費

税等と仮受消費税等を相殺のうえ流動

資産の「その他」に含めて表示してお

ります。

─────

───── ※５　中間期末日満期手形

中間期末日満期手形の会計処理につ

いては、手形交換日をもって決済処理

しております。なお、当中間会計期間

の末日は金融機関の休日であったため、

次の中間期末日満期手形が中間期末残

高に含まれております。

受取手形　　　　　　　86百万円

支払手形　　　　　　　14百万円

─────
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　１　減価償却実施額 　１　減価償却実施額 　１　減価償却実施額

有形固定資産 254百万円

無形固定資産 46百万円

有形固定資産    243百万円

無形固定資産   63百万円

有形固定資産   522百万円

無形固定資産   101百万円

※２　営業外収益のうち主要項目 ※２　営業外収益のうち主要項目 ※２　営業外収益のうち主要項目

受取利息 48百万円

受取配当金 707百万円

受取利息   56百万円

受取配当金    2,179百万円

受取利息 106百万円

受取配当金 921百万円

※３　営業外費用のうち主要項目 ※３　営業外費用のうち主要項目 ※３　営業外費用のうち主要項目

支払利息 40百万円

社債利息 71百万円

支払利息   40百万円

社債利息   42百万円

支払利息 76百万円

社債利息 119百万円

※４　特別利益のうち主要項目 ※４　特別利益のうち主要項目 ※４　特別利益のうち主要項目

固定資産売却益 83百万円

貸倒引当金戻入額 29百万円

債務保証損失引当金

戻入額
18百万円

投資有価証券売却益 420百万円

固定資産売却益   6百万円

貸倒引当金戻入額   91百万円

固定資産売却益 80百万円

投資有価証券売却益   422百万円

債務保証損失引当金

戻入額
45百万円

※５　特別損失のうち主要項目 ※５　特別損失のうち主要項目 ※５　特別損失のうち主要項目

役員退職慰労引当金

繰入額
404百万円

固定資産除売却損 12百万円

固定資産除売却損   17百万円 固定資産除売却損   40百万円

役員退職慰労引当金繰

入額

  419百万円

投資損失引当金繰入額 169百万円

子会社清算損 26百万円

（中間株主資本等変動計算書関係）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

普通株式 809,299 83,490 － 892,789

合計 809,299 83,490 － 892,789

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加83,490株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
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（リース取引関係）

 ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。

 

（有価証券関係）

有価証券

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

種類

前中間会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前事業年度末
（平成18年３月31日）

中間貸借対
照表計上額
（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

中間貸借対
照表計上額
（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

貸借対照表
計上額
（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

子会社株式 － － － － － － － － －

関連会社株式 1,564 4,630 3,066 1,564 4,396 2,831 1,564 5,288 3,723

合計 1,564 4,630 3,066 1,564 4,396 2,831 1,564 5,288 3,723

（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　該当事項がないため記載しておりません。 同左 同左
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　製品および商品分類別売上高明細表

（分類）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

増減
（△は減）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

比率
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

スポーツシューズ

類

国内 13,388 40.4 13,273 39.8 △115 △0.9 29,104 40.5

海外 2,957 8.9 3,251 9.7 294 10.0 6,553 9.1

計 16,346 49.3 16,524 49.5 178 1.1 35,657 49.6

スポーツウエア類

国内 12,362 37.2 12,583 37.7 221 1.8 27,541 38.3

海外 265 0.8 402 1.2 137 51.7 597 0.8

計 12,627 38.0 12,986 38.9 358 2.8 28,139 39.1

スポーツ用具類

国内 4,150 12.5 3,801 11.4 △348 △8.4 7,991 11.1

海外 50 0.2 57 0.2 7 15.0 116 0.2

計 4,200 12.7 3,858 11.6 △341 △8.1 8,107 11.3

合計

国内 29,901 90.1 29,658 88.9 △243 △0.8 64,636 89.9

海外 3,272 9.9 3,711 11.1 439 13.4 7,267 10.1

計 33,174 100 33,370 100 195 0.6 71,904 100

（注）     スポーツシューズ類：ランニングシューズ、陸上競技・マラソン・サッカー・バレーボール・バスケットボー

ル・ベースボール・テニス等の各種競技用シューズ、ウォーキングシューズ、スクー

ルスポーツシューズ、スポーツスタイルシューズ、ジュニアシューズ、キッズシュー

ズ等

スポーツウエア類　：トレーニングウエア、アスレチックウエア、スクールスポーツウエア、ベースボール

ウエア、スイムウエア、スポーツスタイルウエア、アウトドアウエア、スキーウエア、

スノーボードウエア等

スポーツ用具類　　：ベースボール・グラウンドゴルフ・パークゴルフ等の各種用具、スポーツバッグ、ス

ポーツネット、テーピング、サポーター、栄養補助食品等
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