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(百万円未満切捨て)
1. 平成21年３月期第１四半期の連結業績（平成20年４月１日～平成20年６月30日）

　(1) 連結経営成績(累計)
(％表示は対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年３月期第１四半期 4,814 ─ 378 ─ 640 ─ 373 ─

20年３月期第１四半期 5,269 ─ 528 ─ 633 ─ 377 ─

１株当たり
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
四半期純利益

円 銭 円 銭

21年３月期第１四半期 42 84 ─ ─

20年３月期第１四半期 43 19 ─ ─
（注）当社は平成20年３月期より連結財務諸表を作成しているため、平成20年３月期第１四半期の増減率につきまして

は、記載しておりません。

　(2) 連結財政状態

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

21年３月期第１四半期 16,577 14,648 88.4 1,678 14

20年３月期 17,286 14,352 81.8 1,620 14
(参考) 自己資本 21年３月期第１四半期 14,648百万円 20年３月期 14,141百万円

2. 配当の状況

１株当たり配当金

(基準日) 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年３月期 ─ ─ 17 50 ─ ─ 17 50 35 00

21年３月期 ─ ─

21年３月期(予想) 17 50 ─ ─ 17 50 35 00
(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無

3. 平成21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

(％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期連結累計期間 10,500 2.8 600 △23.5 650 △30.8 370 △45.5 42 39

通期 21,600 5.5 1,400 △8.4 1,500 8.2 840 △8.1 96 23
(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無
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4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) ： 無

　 [新規 ─社 (社名 )  除外 ─社 (社名 )]

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

　 [(注) 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】「4. その他(2)」をご覧ください。]

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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に記載されるもの）

　① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

　② ①以外の変更 ： 無

　 [(注) 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】「4. その他(3)」をご覧ください。]
(4) 発行済株式数（普通株式）
　① 期末発行済株式数（自己株式を含む）

21年３月期第１四半期 8,842,636株 20年３月期 8,842,636株

　② 期末自己株式数

21年３月期第１四半期 113,836株 20年３月期 113,836株

　③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間）

21年３月期第１四半期 8,728,800株 20年３月期第１四半期 8,728,800株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
　(1) 本資料に記載されている業績予想等将来に関する記述は、当社が現在入手可能な情報に基づき作成したものであ

り、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と大きく異なる可能性があります。

業績予想の前提となる仮定等については、３ページ「１．連結経営成績に関する定性的情報」をご覧下さい。

　(2) 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。
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【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報
当第１四半期におけるわが国経済は、世界経済の減速感に加え、原油価格や原材料価格の高騰による製品

価格の上昇などにより厳しい消費環境が続いており、先行きの不透明感が強まっております。
　当社グループの属するシューズ・スリッパ業界におきましても、原材料費等のコスト上昇や景気の減速感
から消費者の購買意欲が低下しており、天候不順が逆風となったこともあり、引き続き厳しい経営環境が続
いております。
　このような状況の下、当社グループは、商品企画の充実を進めるとともに主要ブランドの販売強化や主要
得意先との取組強化に注力いたしましたが、当第１四半期の売上高は48億1,437万円（前年同期比：8.6％減）
となりました。
　利益面におきましては、継続して仕入コストの圧縮努力を行っておりますが、売上高の減収が影響し、営
業利益は３億7,826万円（前年同期比：28.4％減）となりました。
　経常利益は、デリバティブの時価評価益を含む為替差益が、２億2,624万円発生したこともあり、６億
4,087万円（前年同期比：1.2％増）となりました。四半期純利益は、３億7,394万円（前年同期比：0.8％減）
となりました。
  なお、当社はニッポンスリッパ㈱の株式を平成20年４月11日に追加取得し、100％子会社としております
が、損益に与える影響は軽微であります。

　事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

①シューズ事業
当第１四半期における売上高は、30億3,073万円（前年同期比：10.3％減）となりました。

　スポーツシューズ部門では、㈱アシックス海外向けジュニアシューズの販売が好調に推移いたしました。

また、国内販売では、２月より販売を開始した「ラクウォーク」が好調でありましたが、他の主力ブラン

ドが振るわず、13億1,148万円（前年同期比：0.2％減）となりました。

　一般シューズ部門では、紳士靴・婦人靴ともウォーキング機能を搭載した「ASAVAN WALK」の販売が増

加しましたが、他の主力ブランドが総じて伸び悩んだことに加え、天候不順による季節商品が不振であり、

17億1,925万円（前年同期比：16.7％減）となりました。

　営業利益は、売上高の減収により、２億6,484万円（前年同期比：30.5％減）となりました。

　
②資材事業
当第１四半期における売上高は、８億3,360万円（前年同期比：6.6％減）となりました。

　㈱アシックスの欧米向けシューズの販売が好調に推移しているため、これらを生産する海外メーカーに

対して当社の資材販売も好調に推移しましたが、為替相場が円高であったこともあり、減収となっており

ます。

　この結果、営業利益は4,300万円（前年同期比：45.4％減）となりました。

③スリッパ・日用品事業

当第１四半期における売上高は、９億5,003万円（前年同期比：4.7％減）となりました。

　ディズニーブランドの販売が伸長したものの、国内市況の低迷の影響で減収となっております。

　営業利益は、仕入のコスト圧縮努力を行ったこと等により１億2,511万円（前年同期比： 2.2％増）と順

調に推移いたしました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
当第１四半期末の総資産は、165億7,774万円となり、前連結会計年度末比７億870万円の減少となりまし

た。主な要因は、現金及び預金が３億9,423万円、商品が１億3,057万円減少したこと等によるものでありま
す。
　負債は、19億2,963万円となり、前連結会計年度末比10億398万円の減少となりました。主な要因は、デリ
バティブ負債が５億5,230万円、未払金が３億1,716万円、支払手形及び買掛金が２億6,244万円減少したこと
等によるものであります。
　純資産は、146億4,811万円となり、前連結会計年度末比２億9,527万円増加いたしました。主な要因として
は、株主資本のうち利益剰余金が２億2,118万円、評価換算差額の繰延ヘッジ損益が２億4,994万円増加いた
しました。当社が連結子会社であるニッポンスリッパ㈱の株式を追加取得したことにより、少数株主持分は
２億1,096万円減少いたしました。
　この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の81.8％から88.4％となりました。
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3. 連結業績予想に関する定性的情報
当社グループを取り巻く事業環境は、今後も厳しい状況が続くと予想されますが、事業環境の変化に即座

に対応できる社内体制の強化と商品企画の充実をすすめ、他社との差別化を図ることで、対処する所存であ
ります。
　なお、今回の連結業績予想に関しては、平成20年５月21日に公表した数字から変更はございません。

4. その他
(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

該当事項はありません。

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
① 棚卸資産の評価方法

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実

地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。

　また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を

見積り、簿価切下げを行う方法によっております。

② 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

当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する方法を採用しております。

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異

等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測

やタックスプランニングを利用する方法によっております。

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
① 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸

表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連

結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

② 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）

を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下によ

る簿価切下げの方法）に変更しております。

　この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四

半期純利益が17,803千円それぞれ減少しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。
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5. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

当第1四半期連結会計期間末

(平成20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20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,882,475 4,276,710

受取手形及び売掛金 4,173,994 4,168,905

有価証券 47,293 68,232

商品 1,128,212 1,258,786

その他 667,538 755,893

貸倒引当金 △47,800 △10,600

流動資産合計 9,851,715 10,517,928

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,665,986 1,693,106

土地 2,113,031 2,113,031

その他（純額） 152,517 169,227

有形固定資産合計 3,931,535 3,975,365

無形固定資産 32,488 40,207

投資その他の資産

投資有価証券 2,210,970 2,178,512

その他 557,638 583,615

貸倒引当金 △6,599 △9,175

投資その他の資産合計 2,762,009 2,752,952

固定資産合計 6,726,032 6,768,525

資産合計 16,577,748 17,286,454

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 330,858 593,307

短期借入金 50,000 50,000

1年内返済予定の長期借入金 20,880 20,880

未払法人税等 279,851 141,205

賞与引当金 90,509 145,460

その他 729,237 1,579,361

流動負債合計 1,501,337 2,530,214

固定負債

長期借入金 23,420 28,640

退職給付引当金 223,611 215,415

負ののれん 86,003 50,253

その他 95,259 109,093

固定負債合計 428,295 403,401

負債合計 1,929,632 2,933,615

― 5 ―

決算短信 2008年07月31日 18時09分 00216xe01_in 5ページ （Tess 1.10 20080626_01）



アシックス商事㈱(9814)平成21年３月期 第１四半期決算短信

（単位：千円）

当第1四半期連結会計期間末

(平成20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20年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 3,112,744 3,112,744

資本剰余金 3,398,491 3,398,491

利益剰余金 9,974,675 9,753,487

自己株式 △134,356 △134,356

株主資本合計 16,351,554 16,130,365

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 113,067 77,950

繰延ヘッジ損益 △1,653 △251,595

土地再評価差額金 △1,814,851 △1,814,851

評価・換算差額等合計 △1,703,437 △1,988,496

少数株主持分 － 210,969

純資産合計 14,648,116 14,352,838

負債純資産合計 16,577,748 17,286,454
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(2) 四半期連結損益計算書

（単位：千円）

当第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)

売上高 4,814,379

売上原価 3,134,059

売上総利益 1,680,320

販売費及び一般管理費 1,302,056

営業利益 378,263

営業外収益

為替差益 226,241

その他 41,542

営業外収益合計 267,783

営業外費用

売上割引 4,778

その他 395

営業外費用合計 5,174

経常利益 640,873

特別利益

投資有価証券売却益 1,844

その他 79

特別利益合計 1,924

特別損失

投資有価証券売却損 513

特別損失合計 513

税金等調整前四半期純利益 642,284

法人税、住民税及び事業税 272,300

法人税等調整額 △3,958

法人税等合計 268,341

四半期純利益 373,942
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

当第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)

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 642,284

減価償却費 49,060

負ののれん償却額 △4,062

貸倒引当金の増減額（△は減少） 34,624

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,196

賞与引当金の増減額（△は減少） △54,950

受取利息及び受取配当金 △6,953

支払利息 164

投資有価証券売却損益（△は益） △1,331

為替差損益（△は益） △381

売上債権の増減額（△は増加） △1,281

たな卸資産の増減額（△は増加） 130,573

その他の流動資産の増減額（△は増加） △29,272

デリバティブ資産の増減額（△は増加） △51,874

その他の固定資産の増減額（△は増加） 3,896

仕入債務の増減額（△は減少） △262,448

その他の流動負債の増減額（△は減少） △307,675

デリバティブ負債の増減額（△は減少） △165,833

その他の固定負債の増減額（△は減少） △13,947

未収消費税等の増減額（△は増加） 48,569

未払消費税等の増減額（△は減少） 2,667

その他 1,031

小計 21,056

利息及び配当金の受取額 7,616

利息の支払額 △164

法人税等の支払額 △141,168

営業活動によるキャッシュ・フロー △112,659

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 △100,000

定期預金の払戻による収入 100,000

投資有価証券の取得による支出 △100,282

投資有価証券の売却による収入 126,640

子会社株式の取得による支出 △171,000

有形固定資産の取得による支出 △22,463

有形固定資産の売却による収入 5,094

貸付けによる支出 △8,000

貸付金の回収による収入 1,664

投資活動によるキャッシュ・フロー △168,346

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △5,220

配当金の支払額 △131,068

財務活動によるキャッシュ・フロー △136,288

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,121

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △415,173

現金及び現金同等物の期首残高 4,244,943

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,829,769
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注記事項

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に
関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸
表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

当第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)

シューズ事業
（千円)

資材事業
(千円)

スリッパ・日
用品事業
(千円)

計(千円)
消去又は
全社(千円)

連結(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

　 売上高

　(1) 外部顧客に
　 対する売上高

3,030,735 833,604 950,039 4,814,379 ― 4,814,379

　(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

― ― 22,270 22,270 (22,270) ―

計 3,030,735 833,604 972,310 4,836,650 (22,270) 4,814,379

　 営業利益 264,844 43,001 125,110 432,956 (54,692) 378,263

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２ 各区分の主な製品

(1) シューズ事業………………スポーツシューズ、一般シューズ

(2) 資材事業……………………靴用資材

(3) スリッパ・日用品事業……スリッパ・日用品

３ 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を当第

１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げ

の方法）に変更しております。

　この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業利益は、「シューズ事業」で10,335千円、「スリッパ・日

用品事業」で7,467千円減少しております。

【所在地別セグメント情報】

当第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)

在外連結子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。

【海外売上高】

当第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)

アジア諸国 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 813,033 364,761 1,177,794

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 4,814,379

Ⅲ 連結売上高に占める
　 海外売上高の割合(％)

16.9 7.6 24.5

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) アジア諸国…………韓国、台湾、中国、香港

(2) その他の地域 ……オランダ、米国他

３ 海外売上高は、当社及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。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。
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「参考資料」

　前第１四半期に係る財務諸表等

(1)（要約）四半期連結損益計算書

　            （単位：千円）

科 目

前第１四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日

  至 平成19年６月30日)

Ⅰ 売上高 5,269,049

Ⅱ 売上原価 3,505,620

売上総利益 1,763,428

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,235,184

営業利益 528,244

Ⅳ 営業外収益 122,685

Ⅴ 営業外費用 17,926

経常利益 633,002

Ⅵ 特別利益 243

Ⅶ 特別損失 1,611

税金等調整前四半期純利益 631,634

税金費用 242,867

少数株主利益 11,767

四半期純利益 377,000

(2)セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日)

シューズ事業
(千円)

資材事業
(千円)

スリッパ・日
用品事業
(千円)

計(千円)
消去又は
全社
(千円)

連結(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

　 売上高

　(1) 外部顧客に
　 対する売上高

3,379,236 892,806 997,006 5,269,049 ― 5,269,049

　(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 3,379,236 892,806 997,006 5,269,049 ― 5,269,049

　 営業利益 381,139 78,733 122,412 582,286 (54,041) 528,244
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