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

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

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 ％

21年3月期 94,937 △6.7 483 △74.3 542 △73.3 101 △89.9

20年3月期 101,750 0.6 1,877 △25.1 2,028 △25.8 1,003 △32.3

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 0.54 ― 0.3 0.7 0.5
20年3月期 5.31 ― 2.4 2.3 1.8

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  36百万円 20年3月期  59百万円

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 76,284 39,231 51.4 207.57
20年3月期 87,111 40,629 46.6 214.88

（参考） 自己資本   21年3月期  39,231百万円 20年3月期  40,629百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 2,642 △2,767 △844 2,663
20年3月期 4,704 △4,570 696 3,767

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00 567 56.5 1.4
21年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00 567 555.6 1.4

22年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 3.00 3.00 94.6

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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

43,000 △14.1 400 112.1 400 64.7 350 ― 1.85

通期 88,000 △7.3 1,000 106.9 1,000 84.4 600 492.3 3.17
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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  

(2) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、19ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、31ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 195,627,147株 20年3月期 195,627,147株

② 期末自己株式数 21年3月期  6,622,105株 20年3月期  6,546,058株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

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 ％

21年3月期 77,889 △8.5 △366 ― 417 △70.6 △762 ―

20年3月期 85,133 1.3 796 △27.1 1,423 △19.7 842 △19.6

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 △4.03 ―

20年3月期 4.45 ―

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 71,593 37,092 51.8 196.25
20年3月期 81,694 38,311 46.9 202.62

（参考） 自己資本 21年3月期  37,092百万円 20年3月期  38,311百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の業績予想は、本資料の発表日現在において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異な
る場合があります。なお、上記の業績予想に関する事項は３ページ「１．経営成績 （１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 

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 
累計期間

35,000 △14.1 50 ― 200 2.5 200 114.3 1.06

通期 73,000 △6.3 400 ― 600 43.6 350 ― 1.85
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１．経営成績 

（１）経営成績に関する分析 
当連結会計年度におけるわが国経済は、前半は原油・原材料価格の高騰と米国経済の減

速を背景に弱含みで推移し、後半は米国の金融危機に端を発した世界的同時不況による大

幅な輸出の減退が企業業績に大きな打撃を与え、設備投資、個人消費等の内需の不振や雇

用不安を招き、景気は深刻な後退局面に入り見通しの立たない状況で推移いたしました。 

このような事業環境の下、当社グループは成長分野への投資と新商品開発に注力し、「研

究開発力の強化」「海外グローバル化への対応」「アキレスブランドの強化」「徹底した

経費削減」等に取り組み、収益の確保に努めました。大ヒットしているジュニアスポーツ

シューズ「瞬足」は、ブランドライセンスビジネスとして新たな展開を開く一方、世界同

時不況の影響は、車輌内装品、半導体関連の電子材料等大幅な受注減を強いられる結果を

招いた他、当社事業の広範に亘り影響を及ぼし、遺憾ながら前年度業績を下回る内容とな

りました。 

その結果、当社グループの当期連結業績は、売上高 94,937 百万円（前期比 6.7％減）、

営業利益 483 百万円（前期比 74.3％減）、経常利益 542 百万円（前期比 73.3％減）、当期

純利益 101 百万円（前期比 89.9％減）となりました。 
 

１）当期の経営成績 

事業の種類別セグメント情報の状況は次のとおりであります。 

<シューズ事業> 

前半は、国内原材料価格の高騰、また、主力生産地である中国での労務費および一部の

原材料価格等の上昇による購買単価の高騰の影響を受けた為、製品価格の改定を実施して

対応いたしましたが計画通りの利益は確保できませんでした。後半においても、市場全体

は益々その低迷感を深める厳しい環境が続きました。この様な環境下において、高付加価

値商品の開発・育成に取り組んでまいりました。 

その結果、ジュニアスポーツ「瞬足」シリーズは、引き続き園児・小学生からの絶大なる

支持を得る事ができ、年間 500 万足以上を販売するまでに成長し業績に貢献いたしました。

その「瞬足」ブランドを使ってのライセンスビジネスの展開もスタートし今後さらなるブ

ランドの価値向上が期待されます。また、団塊・シニアのエルダー層をターゲットとした

アキレスオリジナルブランド「アキレスソルボ」の上市を図り今後に期しております。 

「スケッチャーズ」は、ナショナルブランドの価格低下傾向の影響を受け、計画達成に

は至りませんでした。 

「エコー」は積極的にヤングテイスト、高付加価値商品を投入しプレミアムブランドと

してのポジションを築くことに邁進しております。平成 21 年 3 月にはエコー社との合弁会

社エコー・リテール・ジャパン㈱によって、話題のショッピングスポット青山「Ａｏ」に

日本初となるコンセプトストアをオープンし、リテールビジネスの拡大と今後のブランド

価値向上に大きな礎を築きました。消費低迷、低価格志向の影響もあり売上は計画を下回
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りましたが、プレミアムブランド確立に努めております。 

当事業の連結業績は売上高 28,138 百万円（前期比 2.2％減）、営業利益 1,937 百万円(前

期比 16.8％減)となりました。 

 

<プラスチック事業> 

レザー、合成皮革カブロンを中心とした車輌内装資材関連商品は、北米市場から世界へ

拡大した自動車産業低迷の影響を受け大幅な減産を余儀なくされたため、所期の成果を上

げる事ができませんでした。その様な中、米国デトロイト営業所、上海販売子会社に加え

新たにタイ駐在事務所を開設し、これらを活用し日系自動車メーカー向けを中心とした海

外市場展開を図っております。また、新鋭の車輌内装用合成皮革製造設備の特徴を活かし

た軽量で環境対応型の商品開発に注力いたしました。 

フイルムの国内事業は、前半は原材料価格の高騰に伴う製品価格改定に努めましたが、

後半は半導体関連の電材用途を中心に顧客の在庫調整などの影響を受け、数量が減少し苦

戦いたしました。しかし、農業資材分野では機能付加した新製品は所期の目標を達成いた

しました。全体では原材料の価格変動に伴う買い控えなどの影響もあり厳しい市場環境の

中で十分な成果を上げる事ができませんでした。 

また、北米事業も同様に景気減速の市場環境の中、新分野への展開にもかかわらず計画

から遅れる結果となりました。しかし、この様な状況下で次期に期待される新分野向けフ

ィルムの開発に注力しております。 

ゴム引布原反は高品質ハイパロン®原反を中心に積極的な展開を図った結果、輸出は大幅

増となりました。ボートは災害対策用を主として堅実な販売ができたものの、北米市場で

は大幅減となりました。エアーテントは感染症対策用を中心に中央省庁への積極的な販売

活動が功を奏し、後半にはその成果を示す事ができました。今後も危機管理対策用の需要

が期待されるため注力してまいります。 

建装関連商品においては国内の急激な経済の悪化と住宅着工数の減少とで苦戦いたしま

したが、壁材については機能性を重視し、さらにロータリー製法で商品の差別化を図る事

ができ、物量を確保する事ができました。今後はさらに海外市場も視野に入れ、施工性・

意匠性に優れた「フリース壁紙」の拡販に努めてまいります。床材は、ライフサイクルコ

スト低減ならびに環境対応をコンセプトとしたノーワックスメンテナンス床材「アートオ

プティマ」の善戦はありましたが、床材全体では前年を下回る結果となりました。 

当事業の連結業績は売上高 38,535 百万円（前期比 11.6％減）、営業利益 327 百万円(前

期比 81.9％減)となりました。 

 

<産業資材事業> 

ウレタンは原材料価格の大きな変動があり、また厳しい市場環境の下、製品価格の改定

等により対応いたしました。環境対応商品であります炭酸ガス発泡製法による商品を市場

へ浸透させる活動を行うとともに、新商品開発に積極的に取り組み、所期の成果を上げる

事ができました。寝装分野では季節商品の販売が順調な推移を示す事ができました。今後
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もウレタンフォーム素材の新規開発と併せて高付加価値商品の開発を行ってまいります。 

断熱資材は建築着工件数が一時的に回復のきざしを見せましたが、昨秋の世界的金融危

機の影響を受け、再び減少に転ずるという状況下、マンションをはじめとする鉄筋コンク

リート造用製品は減少いたしましたが、戸建て住宅製品と断熱機器用製品は採用領域の拡

大により前年より伸長する事ができました。農畜産施設向けパネル製品は農畜産業者の設

備投資減少の影響を受け、また自動車、工作機械用スチレン製品も伸び悩みました。期中、

ＮＥＤＯからの助成金を得てスプレー機器の充実を進め、環境対応製品であるスプレー発

泡原液「アキレスＦＲ－ＮＦ」（ノンフロン製品）の普及拡大を継続して推進してまいり

ます。 

静電気対策商品は、電子機器業界のリストラ・工場閉鎖・休業等の厳しい生産調整の影

響を受け、国内外とも半導体業界・液晶業界向け製品・ＨＤＤ用部品を中心に大幅な販売

ダウンを余儀なくされました。日系半導体メーカーの台湾進出に歩調を合わせ､新たに設立

した台湾の現地法人の事業計画についてはほぼ順調に推移しております。継続して顧客の

動向を先取りし、新販路開拓・新製品開発で拡販に努めてまいります。 

大型ＲＩＭ成形品は、医療機器用を中心に順調に推移しておりますが、今後は新規市場

の開拓を行い、業績の伸長に努めてまいります。 

三進興産㈱は唯一、日本で「ソルボ」を取り扱っております。主力商品であるインソー

ル、サポーター等に加え本年度は、防振・衝撃・工業品素材が大幅に伸長し昨年に引き続

き、売上・利益とも計画を大幅に上回る事ができました。 

当事業の連結業績は売上高 28,262 百万円（前期比 3.9％減）、営業利益 750 百万円(前期

比 54.4％増)となりました。 

 
２）次期の見通し 
 今後の経済環境につきましては、景気後退の長期化により雇用情勢や所得水準の悪化が

懸念され国内需要の低迷、価格競争の激化等厳しい環境が続くものと予測されます。 
 当社グループとして独自技術が発揮できる分野への投資と新商品開発に注力すると共

に、グローバルな視点で見た優位性を活かし、視野を広くもって変化を的確に捉えた事業

展開に取り組み収益性の向上を目指します。 
次期の業績見通しとして、連結売上高 88,000 百万円（前期比 7.3％減）、営業利益 1,000

百万円（前期比 106.9％増）、経常利益 1,000 百万円（前期比 84.4％増）、当期純利益

600 百万円（前期比 492.3％増）を見込んでおります。 
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（２）財政状態に関する分析 
１）資産、負債及び純資産の状況 

(資産) 

資産は 76,284 百万円となり前期末に比べ 10,826 百万円減少となりました。これは主に

受取手形及び売掛金が 6,068 百万円、有形固定資産が 2,491 百万円減少したことによるも

のであります。 

(負債) 

負債は 37,052 百万円となり前期末に比べて 9,428 百万円減少となりました。これは主に

支払手形及び買掛金が 6,307 百万円減少したことによるものであります。 

(純資産) 

純資産は 39,231 百万円となり前期末に比べて 1,398 百万円減少となりました。これは主

に為替換算調整が 911 百万円、利益剰余金が 464 百万円減少したことによるものでありま

す。 

２）キャッシュ・フローの状況 

当期末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。) は 2,663 百万

円（前期末比 1,104 百万円減少）となりました。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、増加した資金は 2,642 百万円（前期比 2,061 百万円収入減）となりま

した。これは主に減価償却費 3,993 百万円、売上債権の減少による 5,601 百万円の収入増、

仕入債務の減少による 5,892 百万円、退職給付引当金の減少による 843 百万円の支出増に

よるものであります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー)  

投資活動の結果、減少した資金は 2,767 百万円（前期比 1,802 百万円支出減）となりま

した。これは主に固定資産取得による支出 2,784 百万円によるものであります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー)  

財務活動の結果、減少した資金は 844 百万円（前期比 1,540 百万円支出増）となりまし

た。これは主に借入金の返済等による支出 266 百万円、配当金の支払額 567 百万円による

ものであります。 

 

キャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 平成18年3月期

 

平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期 

自己資本比率(%) 46.5 47.5  46.6  51.4 

時価ベースの自己資本比率(%) 53.5 45.0 30.6  31.5 

債務償還年数(年) 2.5 1.6 2.1  3.6 

ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ（倍） 34.8 38.5 32.4  19.1 

   (注) 自己資本比率:自己資本/総資産 
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 時価ベースの自己資本比率:株式時価総額/総資産 

 債務償還年数:有利子負債/営業キャッシュ・フロー 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ:営業キャッシュ・フロー/利払い 

 1.各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

 2.株式時価総額は、期末株価終値×自己株式控除後の期末発行済株式数により算 

出しております。 

3.営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動による 

キャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計 

上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。 

また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使 

用しております。 

 
（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 
 当社は経営の安定と収益の向上による経営基盤の強化の上に、株主の皆様への安定的な

利益還元を維持することを基本としております。内部留保資金につきましては、企業体質

の強化・充実並びに新たな成長に繋がる戦略的な投資等に有効に活用し、今後の利益成長

を図ることにより企業価値を中長期的に高めていきたいと考えております。 
当期の期末の配当は、１株あたり３円を予定しております。 

次期の配当金につきましては、期末３円を予定しております。 

 

（４）事業等のリスク 

 
 当社グループの事業展開について影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなも

のがあります。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グ

ループが判断したものであります。 
 
１）為替の変動リスクについて 
当社グループは、為替変動リスクを回避するために、「為替取引に関するリスク管理方

針」に基づき、為替予約等の対策を行っておりますが、為替レートの急激な変動が発生し

た場合は、当社グループの業績と財務状況に影響を与える可能性があります。 
 
２）原材料価格の急激な変化について 
 当社グループは、原材料として石油化学品、繊維、紙・鉄加工部材等を使用しておりま

すが、今後原油価格の急激な変化によって、これらの原材料コストの上下動が当社グルー

プの業績および財務状況に影響を与える可能性があります。 
 
３）ブランド契約の継続性について 
 当社グループは、技術開発並びに営業戦略の一環として、各種の契約を締結し企業活動
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を行っております。 
当社グループは、引き続きこのような機会を前向きに活用する予定であります。しかし、

経営・財務、またはその他の理由により当事者間で不一致が生じた場合、契約の変更また

は継続しない場合もあり、当社グループの業績および財務状況に影響を与える可能性があ

ります。 
 
４）災害・火災・地震による影響について 
当社グループは、製造ラインの中断による影響を 小化するために全ての設備における

定期的な災害防止検査と設備点検を行っております。 
また、生産拠点を分散することで効率的な配送はもとより、お取引先への早期納入、安

定供給を心掛けております。しかしながら、生産設備で発生する災害・火災、停電等によ

る中断事象の影響を完全に防止できる保証はありません。 
火災保険は全ての生産拠点に付保されておりますが、災害の規模によっては損害の全て

を保険で賄うことができない場合もあります。 
 
５）法的規制（環境規制）について 

当社グループは、国内外の地域において事業を展開しております。地域によっては予想

外の規制変更、法令の適用等多様なリスクにさらされております。 
当社グループが事業を展開する地域における規制または法令の変更は、その内容によっ

ては当社グループの業績および財務状況に影響を与える可能性があります。 
また、当社グループの事業は大気汚染、水質汚濁、廃棄物処理、指定化学物質の使用お

よび取扱い等様々な環境法令の適用を受けており、生産活動に関し環境リスクを抱えてお

ります。 
将来、環境に係る法改正の内容によっては、法令遵守を第一義としてとらえ、多額の環

境投資費用が見込まれ、これらにかかる費用が当社グループの業績および財務状況に影響

を与える可能性があります。 
 
６）国際活動および海外進出に潜在するリスクについて 
当社グループの海外市場への事業展開には以下に掲げるようないくつかのリスクが内在

しております。 
① 予期しない法律または規制の変更 
② 不利な政治または経済要因 
③ 人材の採用と確保の難しさ 
④ 未整備の技術インフラが当社グループの活動に悪影響を及ぼすまたは当社グルー 

プの製品やサービスに対する顧客の支持を低下させる可能性 
⑤ 潜在的に不利な税の影響 
⑥ テロ、戦争またはその他の要因による社会的混乱 

当社グループは、競争力のある製品の製造とコスト削減のために、中国において生産並
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びに委託生産の規模拡大を続けてまいりました。しかし、中国における政治または法環境

の変化・労働力の不足・ストライキ・経済・社会状況の変化など、予測せぬ事象により生

産設備の管理やその他事業の遂行に問題が生じる可能性があります。従いまして、これら

の事象は当社グループの業績および財務状況に影響を与える可能性があります。 
 
７）訴訟に関するリスク 
当社グループは、事業を展開するにあたって、製造、加工または輸出入し販売する製品

の製造物責任関連、労務関連、知的財産関連その他に関して、訴訟を提起された場合には、

当社グループの業績および財務状況に影響を与える可能性があります。 
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２．企業集団の状況 

 

 

 当企業集団は、アキレス株式会社（当社）および子会社３１社、関連会社６社より構成されて

おり、シューズ製品、プラスチック製品、産業資材製品の製造、販売を主な事業としております。 

 事業の内容と当社および関係会社の当該事業における位置づけ並びに事業の種類別セグメン

トとの関連は次のとおりであります。 

 

事業区分 売上区分 主な関係会社 

 

 

シューズ事業 

 

 

シューズ製品 

アキレス関東販売（株） 

アキレス中央販売（株） 

アキレス東京販売（株） 

ACHILLES HONG KONG CO., LTD. 

崇徳有限公司 

広州崇徳鞋業有限公司 

その他関係会社１０社 

（計 １６社） 

 

 

プラスチック事業 

 

車輌内装用資材 

フイルム 

インフレータブルボート

引布 

床材・壁材 

 

アキレスコアテック（株） 

アキレス大阪ビニスター（株） 

アキレスウエルダー（株） 

アキレスマリン（株） 

ACHILLES USA, INC. 

阿基里斯(上海)国際貿易有限公司 

昆山阿基里斯人造皮有限公司 

（計  ７社） 

 

 

産業資材事業 

 

ウレタン 

断熱資材 

工業資材 

ソルボ等 

東北アキレス（株） 

関東アキレスエアロン（株） 

大阪アキレスエアロン（株） 

三進興産（株） 

榮新科技有限公司 

阿基里斯電子材料(東莞)有限公司 

その他関係会社８社 

（計 １４社） 
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事業の系統図は次のとおりです。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

得          意          先 

子  会  社 
 1 アキレス北海道販売 ㈱ 
 2 アキレス東北販売 ㈱ 
 3 アキレス新潟販売 ㈱ 
 4 アキレス関東販売 ㈱ 
 5 アキレス中央販売 ㈱ 
 6 アキレス東京販売 ㈱ 
 7 アキレス神奈川販売 ㈱ 
 8 アキレス東海販売 ㈱ 
 9 アキレス西日本販売 ㈱ 
10 アキレス九州販売 ㈱ 

11 ㈱ ﾗﾑｽﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 

関 連 会 社 

1 ｴｺｰ･ﾘﾃｰﾙ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ 

子  会  社 
1 アキレスコアテック㈱
2 アキレス大阪ビニスター ㈱

子  会  社 
1 東北アキレス㈱ 
2 関東アキレスエアロン ㈱ 
3 大阪アキレスエアロン ㈱ 
4 九州アキレスエアロン ㈱ 
関 連 会 社 
1 東海化工 ㈱ 
2 ㈱ 北村英 
3 エアロン ㈱ 
4 興亜工業 ㈱  

子  会  社 
ACHILLES HONG KONG CO., LTD.

子  会  社 
ACHILLES USA, INC.

関 連 会 社
昆山阿基里斯人造皮有限公司 

子  会  社 
アキレス島根 ㈱ 

子  会  社 
崇徳有限公司 

子  会  社 
広州崇徳鞋業有限公司 

子  会  社
1 アキレスウエルダー ㈱
2 アキレスマリン㈱

子  会  社 
北海道アキレスエ ア ロン ㈱ 

保険代理業 
子  会  社 
 アキレス商事 ㈱

外注加工 資材資材

矢印は製品等の流れ 

子 会 社 
榮新科技有限公司 

子  会  社 
阿基里斯電子材料(東莞)有限公司

 

当                 社 

シューズ事業 産業資材事業 プラスチック事業 

子  会  社
阿基里斯(上海) 
国際貿易有限公司

子  会  社 
三進興産㈱ 

子  会  社 
阿基里斯先進科技

股份有限公司
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３．経営方針 

（１）会社の経営の基本方針 
当社グループの基本方針は、「お客様の真の満足と感動を戴ける製品の創造とサービス

の提供を通して、豊かな社会の実現に貢献する」という企業理念のもと、持続的に企業価

値を高めていくことにあり、企業倫理と遵法の精神に基づき透明度の高い経営を行い、社

会の信頼を得ていくことが重要であると考えております。企業価値の向上を図るため、安

定的な利益が確保できる事業基盤を確立する一方、成長分野である車輌資材、電子材料お

よび住宅資材関連を重点領域と定め、積極的な投資を行うなど事業の強化を図り、株主の

皆様をはじめとする全てのステークホルダーに存在意義を示し、お応えしていく会社にな

ることを目指しております。 
 
（２）中長期的な会社の経営戦略および対処すべき課題 
 当社グループは多角的な事業展開を図っております。それぞれの事業がその強みを発揮

し、成長分野に的を絞り、お客様の満足が得られる価値（製品、サービス、情報）の提供

を通して「企業価値の増大」を図ってまいります。 
この目標実現のために会社が対処すべき課題として以下の通りの重要課題に取り組ん

でまいります。 
１）体質強化と成長事業の展開 

① 高付加価値新商品の開発 
② 生産技術の革新によるコストダウン 
③ 品質保証体制の確立 
④ 業務効率化による固定費の削減 

２）研究開発成果の事業化スピードＵＰ 
３）海外グローバル化への対応と展開 
４）人材開発の継続とグローバル人材の育成 
５）ＣＳＲ（企業の社会的責任）に基づく企業経営の推進 
６）内部統制システムの整備・運用 

当社グループは、持続的な成長と企業価値の増大を目指しグループ全社員が情熱と論理

をもって、国際的に逞しい会社を目指し、より大きな企業価値を創造する企業集団を構築

すべく推進し、収益基盤拡大に向けた技術力、開発力、販売力の強化を行い、事業運営の

効率化を図り、海外グローバル化の展開に向けて対象グループ会社の経営体制の一層の強

化を進める所存です。 
 
 
 
 

－12－

アキレス㈱(5142)平成21 年3 月期 決算短信



４．連結財務諸表

(１) 連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成20年３月31日)

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

資産の部

　流動資産

　　現金及び預金 3,776 2,711

　　受取手形及び売掛金 32,662 26,594

　　たな卸資産 14,438 ―

　　商品及び製品 ― 9,733

　　仕掛品 ― 1,648

　　原材料及び貯蔵品 ― 1,778

　　繰延税金資産 1,063 436

　　その他 717 1,288

　　貸倒引当金 △233 △144

　　流動資産合計 52,424 44,047

　固定資産

　　有形固定資産

　　　建物及び構築物（純額） 9,386 8,798

　　　機械装置及び運搬具（純額） 8,834 7,305

　　　土地 5,399 5,380

　　　建設仮勘定 28 22

　　　その他（純額） 1,178 828

　　　有形固定資産合計 24,826 22,335

　　無形固定資産 770 691

　　投資その他の資産

　　　投資有価証券 3,376 2,945

　　　繰延税金資産 4,133 4,523

　　　その他 2,055 2,154

　　　貸倒引当金 △475 △413

　　　投資その他の資産合計 9,089 9,210

　　固定資産合計 34,687 32,237

　資産合計 87,111 76,284

負債の部

　流動負債

　　支払手形及び買掛金 20,578 14,271

　　短期借入金 4,795 4,518

　　未払法人税等 243 181

　　為替予約 490 ―

　　その他 6,540 5,430

　　流動負債合計 32,649 24,401

　固定負債

　　長期借入金 5,000 5,000

　　長期未払金 239 179

　　繰延税金負債 408 131

　　退職給付引当金 8,184 7,340

　　固定負債合計 13,832 12,651

　負債合計 46,481 37,052
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成20年３月31日)

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

純資産の部

　株主資本

　　資本金 14,640 14,640

　　資本剰余金 11,374 11,374

　　利益剰余金 15,096 14,631

　　自己株式 △924 △935

　　株主資本合計 40,186 39,711

　評価・換算差額等

　　その他有価証券評価差額金 584 263

　　繰延ヘッジ損益 △292 149

　　固定資産再評価差額金 130 ―

　　為替換算調整勘定 19 △891

　　評価・換算差額等合計 443 △479

　純資産合計 40,629 39,231

負債純資産合計 87,111 76,284

－14－

アキレス㈱(5142)平成21 年3 月期 決算短信



(２) 連結損益計算書

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
　至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

売上高 101,750 94,937

売上原価 80,606 76,223

売上総利益 21,143 18,714

販売費及び一般管理費 19,266 18,230

営業利益 1,877 483

営業外収益

　受取利息及び配当金 105 92

　その他 321 291

　営業外収益合計 427 384

営業外費用

　支払利息 140 146

　その他 136 178

　営業外費用合計 276 325

経常利益 2,028 542

特別利益

　固定資産売却益 0 36

　国庫補助金 52 22

　保険差益 ― 38

　子会社株式売却益 ― 34

　貸倒引当金戻入額 ― 61

　特別利益合計 53 193

特別損失

　固定資産除却損 118 500

　投資有価証券売却損 ― 0

　投資有価証券評価損 11 63

　特別損失合計 129 563

税金等調整前当期純利益 1,951 172

法人税、住民税及び事業税 395 250

法人税等調整額 552 △179

法人税等合計 948 70

当期純利益 1,003 101
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(３) 連結株主資本等変動計算書

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

株主資本

　資本金

　　前期末残高 14,640 14,640

　　当期変動額

　　　当期変動額合計 ― ―

　　当期末残高 14,640 14,640

　資本剰余金

　　前期末残高 11,373 11,374

　　当期変動額

　　　自己株式の処分 0 △0

　　　当期変動額合計 0 △0

　　当期末残高 11,374 11,374

　利益剰余金

　　前期末残高 15,038 15,096

　　在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 ― 1

　　当期変動額

　　　剰余金の配当 △945 △567

　　　当期純利益 1,003 101

　　　当期変動額合計 57 △465

　　当期末残高 15,096 14,631

　自己株式

　　前期末残高 △912 △924

　　当期変動額

　　　自己株式の取得 △14 △14

　　　自己株式の処分 2 3

　　　当期変動額合計 △11 △10

　　当期末残高 △924 △935

　株主資本合計

　　前期末残高 40,140 40,186

　　在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 ― 1

　　当期変動額

　　　剰余金の配当 △945 △567

　　　当期純利益 1,003 101

　　　自己株式の取得 △14 △14

　　　自己株式の処分 2 3

　　　当期変動額合計 46 △477

　　当期末残高 40,186 39,711
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

評価・換算差額等

　その他有価証券評価差額金

　　前期末残高 1,033 584

　　当期変動額

　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △448 △321

　　　当期変動額合計 △448 △321

　　当期末残高 584 263

　繰延ヘッジ損益

　　前期末残高 △24 △292

　　当期変動額

　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △268 441

　　　当期変動額合計 △268 441

　　当期末残高 △292 149

　固定資産再評価差額金

　　前期末残高 133 130

　　在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 ― △130

　　当期変動額

　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2 ―

　　　当期変動額合計 △2 ―

　　当期末残高 130 ―

　為替換算調整勘定

　　前期末残高 101 19

　　当期変動額

　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △81 △911

　　　当期変動額合計 △81 △911

　　当期末残高 19 △891

　評価・換算差額等合計

　　前期末残高 1,243 443

　　在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 ― △130

　　当期変動額

　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △800 △791

　　　当期変動額合計 △800 △791

　　当期末残高 443 △479

純資産合計

　前期末残高 41,384 40,629

　在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 ― △129

　当期変動額

　　剰余金の配当 △945 △567

　　当期純利益 1,003 101

　　自己株式の取得 △14 △14

　　自己株式の処分 2 3

　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △800 △791

　　当期変動額合計 △754 △1,268

　当期末残高 40,629 39,231
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(４) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

　税金等調整前当期純利益 1,951 172

　減価償却費 4,007 3,993

　のれん償却額 33 33

　貸倒引当金の増減額(△は減少) △25 △139

　受取利息及び受取配当金 △105 △92

　支払利息 140 146

　為替差損益（△は益） 4 32

　持分法による投資損益（△は益） △59 △36

　固定資産除売却損益（△は益） 118 463

　投資有価証券売却損益（△は益） △0 0

　投資有価証券評価損益（△は益） 11 63

　補助金収入 △52 △22

　子会社株式売却損益（△は益） ― △34

　保険差益 ― △38

　売上債権の増減額（△は増加） 540 5,601

　たな卸資産の増減額（△は増加） △762 1,040

　仕入債務の増減額（△は減少） 1,129 △5,892

　未払消費税等の増減額（△は減少） △60 76

　退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,073 △843

　その他の資産の増減額（△は増加） △387 △735

　その他の負債の増減額（△は減少） △276 △878

　小計 5,133 2,910

　利息及び配当金の受取額 148 132

　利息の支払額 △145 △138

　補助金の受取額 43 41

　保険金の受取額 ― 38

　法人税等の支払額 △475 △343

　営業活動によるキャッシュ・フロー 4,704 2,642

投資活動によるキャッシュ・フロー

　定期預金の増減額（△は増加） 114 △39

　固定資産の取得による支出 △4,661 △2,784

　固定資産の売却による収入 ― 30

　投資有価証券の取得による支出 △27 △43

　投資有価証券の売却による収入 1 0

　連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 ― 118

　貸付による支出 ― △50

　貸付金の回収による収入 2 0

　投資活動によるキャッシュ・フロー △4,570 △2,767

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） 1,653 △266

　自己株式の取得による支出 △14 △14

　自己株式の売却による収入 2 3

　配当金の支払額 △945 △567

　財務活動によるキャッシュ・フロー 696 △844

現金及び現金同等物に係る換算差額 △24 △135

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 805 △1,104

現金及び現金同等物の期首残高 2,962 3,767

現金及び現金同等物の期末残高 3,767 2,663
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(5)継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

該当事項はありません。 

 

(6)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

1. 連結の範囲に関する事項 

 子会社３１社は全て連結しております。 

連結子会社は「２.企業集団の状況」に記載しておりますので省略いたしました。 

なお、当連結会計年度において、連結子会社でありましたエコー・リテール・ジャパン㈱が株式売

却により持分法適用会社となりました。ただし、株式売却が当連結会計年度中のため売却時までの

同社の損益計算書のみ連結しております。 

2. 持分法の適用に関する事項 

 関連会社６社は全て持分法を適用し、適用に際しては、各社の事業年度の財務諸表を使用しており

ます。各社の決算日以降、連結決算日までに重要な取引はありません。 

なお、当連結会計年度において、連結子会社でありましたエコー・リテール・ジャパン㈱が株式売

却により持分法適用会社となりました。 

主要な会社等の名称 

昆山阿基里斯人造皮有限公司 

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項 

 連結子会社のうち、三進興産(株)、ACHILLES USA, INC.、ACHILLES HONG KONG CO., LTD.、崇徳有限

公司、広州崇徳鞋業有限公司、榮新科技有限公司、阿基里斯電子材料(東莞)有限公司、阿基里斯(上

海)国際貿易有限公司及び阿基里斯先進科技股份有限公司の決算日は 12 月 31 日であり、連結財務

諸表の作成にあたっては同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引につ

いては、連結上必要な調整を行っております。 

4. 会計処理基準に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

  ① 有価証券 

    その他有価証券 

     時価のあるもの 

      連結決算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) 

     時価のないもの 

      移動平均法による原価法 

  ② デリバティブ 

    時価法 

  ③ たな卸資産 

 総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により

算出） 

（会計方針の変更） 

    当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成

18 年７月５日）を適用しております。 

    これによる損益に与える影響はありません。 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却方法 

  ① 有形固定資産 

    当社及び国内連結子会社は主として定率法(但し、平成 10 年４月１日以降に取得した建物

(附属設備を除く)については定額法)を採用し、在外連結子会社は主として定額法を採用

しております。 

     なお、主な耐用年数は以下のとおりです。 

建物及び構築物 ２～50 年 

機械装置及び運搬具 ２～12 年  
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 但し、ACHILLES USA, INC. は建物については定額法、その他固定資産は定率法を採用し

ております。 

（追加情報） 

    当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い有形固定資産の利用状況を検討した結

果、一部の機械装置について耐用年数を変更しております。 

    これにより、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益は、それ

ぞれ 47 百万円減少しております。 

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。 

  ② 無形固定資産 

    定額法を採用しております。 

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定

額法を採用しております。 

 (3) 重要な引当金の計上基準 

  ① 貸倒引当金 

    売上債権及び貸付金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検討し、回収不能見込額を計上

しております。 

  ② 退職給付引当金 

    従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき計上しております。 

    過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(１０年)によ

る定額法により費用処理しております。 

    数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(１０年)

による定額法により翌連結会計年度から費用処理することとしております。 

 (4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。なお、在外子会社等の資産、負債、収益及び費用は、当該子会社等

の決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整

勘定に含めて計上しております。 

 (5) 重要なヘッジ会計の方法 

 ① ヘッジ会計の方法 

    為替予約等が付されている外貨建金銭債権債務については、振当処理を行っております。

また、外貨建予定取引の為替リスクのヘッジについては、繰延ヘッジ処理を行っておりま

す。 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

(ヘッジ手段) (ヘッジ対象) 

為替予約等 外貨建金銭債権債務及び外貨建予定取引  
  ③ ヘッジ方針 

    外貨建取引の為替相場の変動リスクを回避する目的で為替予約取引等を行っております。

  ④ ヘッジの有効性評価の方法 

    為替予約等については、振当処理を行っているため、有効性の評価を省略しております。

また、予定取引については、実行可能性が極めて高いかどうかの判断を行っております。

 (6) その他連結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 

    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

5. 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価評価法によっております。 

6. のれんに関する事項 

 のれんは、５～10 年間で均等償却しております。但し、重要性がない場合は発生時に一括償却し

ております。  

7. 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

 手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資からなっております。
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(7)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

会計処理の変更 
1. リース取引に関する会計基準の適用 

    所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、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したが、当連結会計年度より、「リース取引に関する会計基準」（企業会計

基準第 13 号（平成５年６月 17 日（企業会計審議会第一部会）、平成 19 年３月 30 日改正））及

び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 16 号（平成６年１月

18 日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成 19 年３月 30 日改正））を適用し、通常の

売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。なお、平成 20 年 3 月 31 日以前に契約

を行った所有権移転外ファイナンス・リース取引については、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。 

    これによる損益に与える影響はありません。 

2. 連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い 

    当連結会計年度より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」 

（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

 

表示方法の変更 

1. 財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成 20 年８月７日内閣府令第 50 号）が適用となるこ

とに伴い、前連結会計年度において、｢たな卸資産｣として掲記されていたものは当連結会計年度から

「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。なお、前連結会計年度

の「たな卸資産」に含まれる「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ 10,738

百万円、1,650 百万円、2,050 百万円であります。 

2. 前連結会計年度において「産業技術開発費助成金受入額｣及び｢設備天然ガス化推進補助金受入額｣と区

分掲記されていたものは、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導入に伴い連結財務諸表の比較可能性を向上す

るため、当連結会計年度より「国庫補助金」と掲記しております。なお、前連結会計年度に含まれる

「産業技術開発費助成金受入額｣及び｢設備天然ガス化推進補助金受入額｣は、それぞれ 41 百万円、11

百万円であります。 
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(8)連結財務諸表に関する注記事項 

 

(連結貸借対照表関係) 

１ 運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行３行と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契

約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。 

   （単位 百万円）

 前連結会計年度 

 

当連結会計年度 

 

増減（△印減） 

当座貸越極度額及び 

貸出ｺﾐｯﾄﾒﾝﾄの総額 

 

3,000 

 

3,000 

 

― 

  借入実行残高 

  借入未実行残高 

― 

3,000 

― 

3,000 

― 

― 

    

２ 有形固定資産の減価償却累計額 71,368 71,334 △33 

    

３ 受取手形割引高 2 2 △0 

    

４ 関連会社に対する資産及び負債 

投資有価証券（株式） 

 

564 

 

636 

 

71 

     

５ 保証債務 10 7 △3 

    

 

(連結損益計算書関係) 

   （単位 百万円）

 前連結会計年度 当連結会計年度 増減（△印減） 

  一般管理費及び当期製造費用に含

まれる研究開発費 

 

2,204 

 

1,956 

 

△247 

 

国庫補助金の内容 

産業技術開発費助成金受入額        41         22        △18 

    設備天然ガス化推進補助金受入額      11         －        △11 

 

(連結株主資本等変動計算書関係)  

前連結会計年度 (自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 年３月 31 日)  

1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項        （単位 株） 

 株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

発行済株式 普通株式 195,627,147 － －  195,627,147

自己株式 普通株式（注） 6,488,080 75,382 17,404 6,546,058

(注)普通株式の自己株式の株式数の増加 75,382 株は単元未満株式の買取によるものであり、 

減少 17,404 株は単元未満株式の買増請求による売渡しであります。 

 

2.配当に関する事項 

(1)配当金支払額 

（決議） 株式の種類 配当金の総額
１株当たり

配当額 
基準日 効力発生日 

平成 19年６月 28日

定時株主総会 
普通株式 945 百万円 ５円 平成19年３月31日 平成 19 年６月 29 日

（注）「１株当たり配当額」には、創立６０周年記念配当２円を含んでおります。 
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(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

   平成 20 年 6月 27 日開催予定の定時株主総会に下記のとおり付議する予定であります。 

（決議） 
株式の 

種類 

配当の

原資 
配当金の総額

１株当た

り配当額
基準日 効力発生日 

平成 20年６月 27日

定時株主総会 
普通株式 

利益剰

余金 
567 百万円 ３円 平成 20 年３月 31 日 平成 20 年６月 30 日

 

当連結会計年度 (自 平成 20 年４月１日 至 平成 21 年３月 31 日)  

1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項        （単位 株） 

 株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

発行済株式 普通株式 195,627,147 － －  195,627,147

自己株式 普通株式（注） 6,546,058 102,421 26,374 6,622,105

(注)普通株式の自己株式の株式数の増加 102,421 株は単元未満株式の買取によるものであり、 

減少 26,374 株は単元未満株式の買増請求による売渡しであります。 

 

2.配当に関する事項 

(1)配当金支払額 

（決議） 
株式の 

種類 

配当の

原資 
配当金の総額

１株当た

り配当額
基準日 効力発生日 

平成 20年６月 27日

定時株主総会 
普通株式 

利益剰

余金 
567 百万円 ３円 平成 20 年３月 31 日 平成 20 年６月 30 日

 

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

   平成 21 年 6月 26 日開催予定の定時株主総会に下記のとおり付議する予定であります。 

（決議） 
株式の 

種類 

配当の

原資 
配当金の総額

１株当た

り配当額
基準日 効力発生日 

平成 21年６月 26日

定時株主総会 
普通株式 

利益剰

余金 
567 百万円 ３円 平成 21 年３月 31 日 平成 21 年６月 29 日

 

 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

   （単位 百万円）

 前連結会計年度 

 

当連結会計年度 

 

増減（△印減） 

１  現金及び現金同等物の期末残高と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 3,776 2,711 △1,064 

 預入期間が３か月を超え

る定期預金 
△8 △48 △39 

 現金及び現金同等物 3,767 2,663 △1,104 

     

２ 重要な非資金取引の内容 該当事項なし 該当事項なし   
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 年３月 31 日) 

     (単位 百万円) 

  
シューズ 

事業 

プラスチック

事業 

産業資材

事業 
計 

消去 

又は全社 
連結 

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 
28,758 34,538 38,453 101,750 ― 101,750

 (2) セグメント間の内部

売上高又は振替高 
─ 193 912 1,105 (1,105) ─

計 28,758 34,731 39,365 102,855 (1,105) 101,750

  営業費用 26,430 33,248 38,550 98,229 1,643 99,872

  営業利益 2,328 1,482 814 4,626 (2,748) 1,877

Ⅱ 資産、減価償却費 

  及び資本的支出 
        

  資   産 21,739 25,970 27,173 74,883 12,228 87,111

  減価償却費 576 1,545 1,689 3,812 195 4,007

  資本的支出 389 2,575 1,041 4,006 195 4,202

 

当連結会計年度(自 平成 20 年４月１日 至 平成 21 年３月 31 日) 

     (単位 百万円) 

  
シューズ 

事業 

プラスチック

事業 

産業資材

事業 
計 

消去 

又は全社 
連結 

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 
28,138 38,535 28,262 94,937 ─ 94,937

 (2) セグメント間の内部

売上高又は振替高 
─ 174 822 997 (997) ─

計 28,138 38,710 29,085 95,934 (997) 94,937

  営業費用 26,201 38,382 28,334 92,919 1,534 94,453

  営業利益 1,937 327 750 3,015 (2,532) 483

Ⅱ 資産、減価償却費 

  及び資本的支出 
        

  資   産 20,142 26,341 17,801 64,285 11,999 76,284

  減価償却費 588 2,040 1,178 3,807 185 3,993

  資本的支出 348 1,019 708 2,076 210 2,287
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(注)1. 事業区分は、売上集計区分によっております。 

  2. 各事業の主要な製品 

    (1)シューズ事業：インジェクションシューズ、スポーツブランドシューズ 

    (2)プラスチック事業：フイルム、車輌内装用資材、インフレータブルボート、引布、床材、壁材 

    (3)産業資材事業：ウレタン、断熱資材、工業資材、ソルボ等 

  3. 「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容は以下の通りであります。 

   （単位 百万円） 

 前連結会

計年度

当連結会

計年度

主な内容 

消去又は全社の項目に含め

た配賦不能営業費用の金額 2,748 2,532

企業集団の広告に要した費用、提

出会社本社の人事総務部・経理部

等管理部門にかかる費用 

 

消去又は全社の項目に含め

た全社資産の金額 

12,228 11,999

提出会社における余裕運用資金

（現預金及び有価証券）、長期投

資資金（投資有価証券）及び管理

部門に係る資産等 

 

4. 事業区分の変更 

事業区分については、事業の種類・性質の類似性等の観点に基づき区分しておりますが、製品

の用途・販路等の変化に対し、事業の実態をより反映した組織体制にするため、当社の組織変更

を行なったことに伴い、事業の種類別セグメント情報においても変更後の同区分によることが事

業の内容をより的確に反映できると判断し、従来「産業資材事業」に含めていた床材・壁材製品

を当連結会計年度より「プラスチック事業」に含めました。 

この結果、従来の方法に比較して当連結会計年度の売上高は、プラスチック事業が 8,943 百万

円（うち外部顧客に対する売上高は 8,943 百万円）増加し、産業資材事業が 8,943 百万円（うち

外部顧客に対する売上高は 8,943 百万円）減少しております。また、営業利益は、プラスチック

事業が 600 百万円増加し、産業資材事業が 600 百万円減少しております。 

なお、前連結会計年度のセグメント情報を、当連結会計年度において用いた事業区分の方法に

より区分すると次のようになります。 

 

前連結会計年度(自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 年３月 31 日) 

     (単位 百万円) 

  
シューズ 

事業 

プラスチック

事業 

産業資材

事業 
計 

消去 

又は全社 
連結 

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 
28,758 43,574 29,417 101,750 ─ 101,750

 (2) セグメント間の内部

売上高又は振替高 
─ 193 912 1,105 (1,105) ─

計 28,758 43,767 30,329 102,855 (1,105) 101,750

  営業費用 26,430 41,956 29,842 98,229 1,643 99,872

  営業利益 2,328 1,811 486 4,626 (2,748) 1,877

Ⅱ 資産、減価償却費 

  及び資本的支出 
        

  資   産 21,739 32,764 20,379 74,883 12,228 87,111

  減価償却費 576 2,044 1,191 3,812 195 4,007

  資本的支出 389 2,958 658 4,006 195 4,202
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5. 有形固定資産の耐用年数の変更（追加情報） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い有形固定資産の利用状況を検討した結果、

一部の機械装置について耐用年数を変更しております。 

これにより、当連結会計年度の営業利益が、産業資材事業で 48 百万円減少しております。その

他のセグメントに与える影響は軽微であります。 
 
 

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 年 3月 31 日) 

    (単位 百万円) 

  日本 その他の地域 計 
消去 

又は全社
連結 

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 
92,429 9,320 101,750 ― 101,750 

 (2) セグメント間の内部

売上高又は振替高 
1,132 2,076 3,209 (3,209) ─ 

計 93,562 11,397 104,959 (3,209) 101,750 

  営業費用 89,472 10,876 100,348 (475) 99,872 

  営業利益 4,090 520 4,611 (2,733) 1,877 

Ⅱ 資   産 67,855 7,027 74,883 12,228 87,111 

 

 

当連結会計年度(自 平成 20 年４月１日 至 平成 21 年 3月 31 日) 

    (単位 百万円) 

  日本 その他の地域 計 
消去 

又は全社
連結 

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 
86,517 8,419 94,937 ─ 94,937 

 (2) セグメント間の内部

売上高又は振替高 
834 1,787 2,621 (2,621) ─ 

計 87,351 10,207 97,558 (2,621) 94,937 

  営業費用 84,583 10,006 94,589 (136) 94,453 

  営業利益 2,768 200 2,968 (2,485) 483 

Ⅱ 資   産 58,946 5,338 64,285 11,999 76,284 

 

(注)1. 本邦以外の区分に属する主な国又は地域について「北米」「アジア」に区分しておりますが、 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占めるそれぞれの地 

域の割合が１０％未満であるため「その他の地域」として一括して記載しております。 

    (1)国又は地域の区分の方法は、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 

       その他の地域  北米：米国 

               アジア：中国 
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 2. 「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容は以下の通りであります。 

   （単位 百万円） 

 前連結会

計年度 

当連結会

計年度

主な内容 

消去又は全社の項目に含め

た配賦不能営業費用の金額 2,748 2,532

企業集団の広告に要した費用、提

出会社本社の人事総務部・経理部

等管理部門にかかる費用 

 

消去又は全社の項目に含め

た全社資産の金額 

12,228 11,999

提出会社における余裕運用資金

（現預金及び有価証券）、長期投

資資金（投資有価証券）及び管理

部門に係る資産等 

 

3. 有形固定資産の耐用年数の変更（追加情報） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い有形固定資産の利用状況を検討した結果、

一部の機械装置について耐用年数を変更しております。 

これにより、当連結会計年度の営業利益が、日本で 47 百万円減少しております。 
 

 

【海外売上高】 

前連結会計年度(自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 年３月 31 日) 

 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高 （百万円） 10,294 10,294

Ⅱ 連結売上高 （百万円） 101,750

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
10.1 10.1

 

当連結会計年度(自 平成 20 年４月１日 至 平成 21 年３月 31 日) 

 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高 （百万円） 9,285 9,285

Ⅱ 連結売上高 （百万円） 94,937

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
9.8

 

(注) 1.「その他の地域」の海外売上高は、「北米」「アジア」に区分しておりますが、全セグメントの 

売上高の合計に占めるそれぞれの地域の割合が１０％未満であるため一括して記載しております。 

    (1)国又は地域の区分の方法は、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 

その他の地域  北米：米国 

アジア：中国 

2. 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。 
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（税効果会計関係） 
 

当連結会計年度(平成21年３月31日) 

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生別の主な原因の内訳 

 

  (単位：百万円)

(繰延税金資産)  

貸倒引当金損金算入限度超過額 124

未払賞与否認額 428

繰越欠損金 1,215

投資有価証券評価損否認額 133

退職給付引当金損金算入限度超過額 2,949

未払役員退職慰労金否認額 72

未実現利益 264

その他 2,088

 繰延税金資産小計 7,277

評価性引当額 △1,388

 繰延税金資産合計 5,889

(繰延税金負債)  

前払年金費用 308

固定資産圧縮積立金 435

減価償却費 25

その他有価証券評価差額金 87

その他 203

繰延税金負債合計 1,060

繰延税金資産の純額 4,829

  

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

 

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以

下であるため注記を省略しております。 
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（有価証券） 
前連結会計年度(平成 20 年３月 31 日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

区分 
取得原価 

(百万円) 

連結貸借対照表計上額

(百万円) 

差額 

(百万円) 

(連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの)    

 株式 806 1,645 839

 小計 806 1,645 839

(連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの)   

 株式 65 54 △10

 小計 65 54 △10

合計 872 1,700 828

  

２ 当連結会計年度中に売却したその他の有価証券 

(自平成 19 年 4 月 1日 至平成 20 年 3 月 31 日) 

  その他有価証券 
売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円) 

1 0 ― 

 

３ 時価評価されていない有価証券 

  その他有価証券 
内容 連結貸借対照表計上額(百万円)

非上場株式 1,111 

 

当連結会計年度(平成 21 年３月 31 日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

区分 
取得原価 

(百万円) 

連結貸借対照表計上額

(百万円) 

差額 

(百万円) 

(連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの)    

 株式 638 995 357

 小計 638 995 357

(連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの)   

 株式 199 192 △7

 小計 199 192 △7

合計 837 1,187 350

 

２ 当連結会計年度中に売却したその他の有価証券 

(自平成 20 年 4 月 1日 至平成 21 年 3 月 31 日) 

  その他有価証券 
売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円) 

0 ― 0 

  

３ 時価評価されていない有価証券 

  その他有価証券 
内容 連結貸借対照表計上額(百万円)

非上場株式 1,121 
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（退職給付） 

 

１ 採用している退職給付制度の概要 

当社及び国内連結子会社は、確定給付型制度として、適格退職年金制度及び退職一時金 

制度を設けております。なお、適格退職年金制度については、平成 21 年 4月 1日より 

確定給付企業年金法による規約型確定給付企業年金制度(類似キャッシュバランスプラ 

ン制度)に移行しております。この移行に伴い、退職給付債務が 35 百万円減少し、未認 

識過去勤務債務(債務の減額)が同額発生しております。 

一部の在外連結子会社は、確定拠出型制度を設けております。 

 

２ 退職給付債務に関する事項 

 (単位：百万円)

  前連結会計年度 当連結会計年度

イ 退職給付債務 △21,319 △19,303

ロ 年金資産 10,643 7,250

ハ 未積立退職給付債務(イ＋ロ) △10,675 △12,053

ニ 未認識数理計算上の差異 3,038 5,598

ホ 未認識過去勤務債務(債務の減額) △110 △121

ヘ 連結貸借対照表計上額純額(ハ＋ニ＋ホ) △7,747 △6,575

ト 前払年金費用 436 764

チ 退職給付引当金(ヘ－ト) △8,184 △7,340

 

３ 退職給付費用に関する事項 

  (単位：百万円)

 前連結会計年度 当連結会計年度

イ 勤務費用 730 702

ロ 利息費用 416 393

ハ 期待運用収益 △225 △313

ニ 数理計算上の差異の費用処理額 174 559

ホ 過去勤務債務の費用処理額 △24 △24

ヘ 退職給付費用(イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ) 1,071 1,317

 

 

４ 退職給付債務等計算の基礎に関する事項 

イ 退職給付見込額の期間配分方法  期間定額基準 

 

ロ 割引率 
 

前連結会計年度 

2.0％ 

当連結会計年度 

      2.0％ 

 

ハ 期待運用収益率 

年金資産 

退職給付信託

 

 

 

      3.0％ 

0.0％ 

 

 

5.0％ 

0.0％ 

ニ 数理計算上の差異の処理年数 
 

10年(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、翌連結会計年度から費用処

理することとしております。) 

ホ 過去勤務債務の額の処理年数  
10年(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処理しております。) 
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（１株当たり情報） 

前連結会計年度 当連結会計年度 

１株当たり純資産額      214.88円 

１株当たり当期純利益      5.31円 

１株当たり純資産額        207.57円 

１株当たり当期純利益       0.54円 

 （注）１ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。 

      ２ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

項目 前連結会計年度 当連結会計年度 

当期純利益（百万円） 1,003 101 

普通株式に帰属しない金額（百万円） ― ― 

普通株式に係る当期純利益（百万円） 1,003 101 

普通株式の期中平均株式数（千株） 189,101 189,043 

 

 

 

 

（開示の省略） 

 リース取引、デリバティブ取引、企業結合等に関する注記事項については、決算短信における

開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 
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５ 個別財務諸表

(１) 貸借対照表

(単位：百万円)

前事業年度
(平成20年３月31日)

当事業年度
(平成21年３月31日)

資産の部

　流動資産

　　現金及び預金 1,213 886

　　受取手形 12,480 10,369

　　売掛金 21,916 17,962

　　商品及び製品 7,330 6,720

　　仕掛品 1,443 1,463

　　原材料及び貯蔵品 1,345 1,098

　　前払費用 189 205

　　繰延税金資産 1,419 349

　　その他 584 980

　　貸倒引当金 △1,409 △1,531

　　流動資産合計 46,513 38,504

　固定資産

　　有形固定資産

　　　建物（純額） 7,678 7,369

　　　機械及び装置（純額） 7,603 6,355

　　　土地 5,300 5,300

　　　その他（純額） 1,751 1,432

　　　有形固定資産合計 22,334 20,458

　　無形固定資産 277 267

　　投資その他の資産

　　　投資有価証券 2,699 2,212

　　　関係会社株式 4,454 4,254

　　　前払年金費用 ― 764

　　　繰延税金資産 4,018 4,287

　　　その他 1,912 1,367

　　　貸倒引当金 △514 △525

　　　投資その他の資産合計 12,569 12,362

　　固定資産合計 35,181 33,088

　資産合計 81,694 71,593

負債の部

　流動負債

　　支払手形 4,863 3,462

　　買掛金 14,306 9,527

　　短期借入金 4,600 4,400

　　未払金 2,103 1,593

　　未払法人税等 89 69

　　未払消費税等 207 264

　　未払費用 2,014 1,724

　　その他 2,718 1,831

　　流動負債合計 30,902 22,873

　固定負債

　　長期借入金 5,000 5,000

　　長期未払金 239 179

　　退職給付引当金 7,241 6,447

　　固定負債合計 12,480 11,627

　負債合計 43,383 34,500
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成20年３月31日)

当事業年度
(平成21年３月31日)

純資産の部

　株主資本

　　資本金 14,640 14,640

　　資本剰余金

　　　資本準備金 3,660 3,660

　　　その他資本剰余金 7,714 7,713

　　　資本剰余金合計 11,374 11,374

　　利益剰余金

　　　その他利益剰余金

　　　　固定資産圧縮積立金 705 642

　　　　別途積立金 10,600 10,900

　　　　繰越利益剰余金 1,633 67

　　　利益剰余金合計 12,939 11,609

　　自己株式 △924 △935

　　株主資本合計 38,030 36,689

　評価・換算差額等

　　その他有価証券評価差額金 573 254

　　繰延ヘッジ損益 △292 149

　　評価・換算差額等合計 281 403

　純資産合計 38,311 37,092

負債純資産合計 81,694 71,593
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(２) 損益計算書

(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成19年４月１日

　至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

売上高 85,133 77,889

売上原価 71,453 66,442

売上総利益 13,680 11,446

販売費及び一般管理費 12,883 11,812

営業利益又は営業損失（△） 796 △366

営業外収益

　受取利息配当金 491 644

　その他 603 601

　営業外収益合計 1,095 1,245

営業外費用

　支払利息 153 162

　その他 315 298

　営業外費用合計 468 461

経常利益 1,423 417

特別利益

　固定資産売却益 ― 36

　国庫補助金 52 22

　貸倒引当金戻入額 65 ―

　特別利益合計 118 58

特別損失

　固定資産除却損 117 489

　投資有価証券評価損 4 44

　子会社株式売却損 ― 20

　特別損失合計 121 553

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 1,419 △76

法人税、住民税及び事業税 36 25

法人税等調整額 541 660

法人税等合計 577 685

当期純利益又は当期純損失（△） 842 △762
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(３) 株主資本等変動計算書

(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

株主資本

　資本金

　　前期末残高 14,640 14,640

　　当期変動額

　　　当期変動額合計 ― ―

　　当期末残高 14,640 14,640

　資本剰余金

　　資本準備金

　　　前期末残高 3,660 3,660

　　　当期変動額

　　　　当期変動額合計 ― ―

　　　当期末残高 3,660 3,660

　　その他資本剰余金

　　　前期末残高 7,713 7,714

　　　当期変動額

　　　　自己株式の処分 0 △0

　　　　当期変動額合計 0 △0

　　　当期末残高 7,714 7,713

　　資本剰余金合計

　　　前期末残高 11,373 11,374

　　　当期変動額

　　　　自己株式の処分 0 △0

　　　　当期変動額合計 0 △0

　　　当期末残高 11,374 11,374

　利益剰余金

　　その他利益剰余金

　　　固定資産圧縮積立金

　　　　前期末残高 775 705

　　　　当期変動額

　　　　　固定資産圧縮積立金の取崩 △70 △62

　　　　　当期変動額合計 △70 △62

　　　　当期末残高 705 642

　　　別途積立金

　　　　前期末残高 10,300 10,600

　　　　当期変動額

　　　　　別途積立金の積立  300 300

　　　　　当期変動額合計 300 300

　　　　当期末残高 10,600 10,900

　　　繰越利益剰余金

　　　　前期末残高 1,967 1,633

　　　　当期変動額

　　　　　剰余金の配当  △945 △567

　　　　　固定資産圧縮積立金の取崩 70 62

　　　　　別途積立金の積立  △300 △300

　　　　　当期純利益又は当期純損失（△） 842 △762

　　　　　当期変動額合計 △333 △1,566

　　　　当期末残高 1,633 67

　　利益剰余金合計

　　　前期末残高 13,042 12,939

　　　当期変動額

　　　　剰余金の配当 △945 △567

　　　　固定資産圧縮積立金の取崩 ― ―

　　　　別途積立金の積立  ― ―

　　　　当期純利益又は当期純損失（△） 842 △762

　　　　当期変動額合計 △103 △1,329

　　　当期末残高 12,939 11,609
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

　自己株式

　　前期末残高 △912 △924

　　当期変動額

　　　自己株式の取得 △14 △14

　　　自己株式の処分 2 3

　　　当期変動額合計 △11 △10

　　当期末残高 △924 △935

　株主資本合計

　　前期末残高 38,145 38,030

　　当期変動額

　　　剰余金の配当 △945 △567

　　　当期純利益又は当期純損失（△） 842 △762

　　　自己株式の取得 △14 △14

　　　自己株式の処分 2 3

　　　当期変動額合計 △115 △1,340

　　当期末残高 38,030 36,689

評価・換算差額等

　その他有価証券評価差額金

　　前期末残高 1,000 573

　　当期変動額

　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △426 △319

　　　当期変動額合計 △426 △319

　　当期末残高 573 254

　繰延ヘッジ損益

　　前期末残高 △24 △292

　　当期変動額

　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △268 441

　　　当期変動額合計 △268 441

　　当期末残高 △292 149

　評価・換算差額等合計

　　前期末残高 975 281

　　当期変動額

　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △694 122

　　　当期変動額合計 △694 122

　　当期末残高 281 403

純資産合計

　前期末残高 39,121 38,311

　当期変動額

　　剰余金の配当  △945 △567

　　当期純利益又は当期純損失（△） 842 △762

　　自己株式の取得 △14 △14

　　自己株式の処分 2 3

　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △694 122

　　当期変動額合計 △809 △1,218

　当期末残高 38,311 37,092

(4)継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

　　　該当事項はありません。

－36－

アキレス㈱(5142)平成21 年3 月期 決算短信




