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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

22年3月期第1四半期 54,884 △16.0 5,246 △46.0 5,536 △49.2 1,147 △84.8

21年3月期第1四半期 65,319 ― 9,722 ― 10,900 ― 7,574 ―

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

22年3月期第1四半期 6.05 ―

21年3月期第1四半期 38.08 ―

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

22年3月期第1四半期 182,304 101,551 50.3 483.92
21年3月期 174,921 98,262 50.7 467.90

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  91,777百万円 21年3月期  88,747百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

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

21年3月期 ― ― ― 10.00 10.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― 10.00 10.00

3.  平成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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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

112,000 △9.8 8,500 △33.3 8,500 △35.1 2,200 △70.8 11.60

通期 225,000 △7.0 17,500 △22.7 17,500 △16.7 8,000 △38.9 42.18



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) 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） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．平成21年５月20日に公表いたしました連結業績予想は、第２四半期連結累計期間、通期とも本資料において修正しております。詳細は平成21年８月７
日に別途公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
２．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいてお
り、実際の業績等は様々な要因により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および業績予想のご利用に当たっての注意事項等につ
きましては、３ページ【定性的情報・財務諸表】 ３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 199,962,991株 21年3月期  199,962,991株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  10,308,163株 21年3月期  10,293,321株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 189,663,906株 21年3月期第1四半期 198,909,341株



 当第１四半期連結累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１四半期連結累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。 

  

 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。 

  

 業績予想の修正につきましては、平成21年８月７日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照くださ

い。 

  

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

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報



  

  

  

  

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．簡便な会計処理 

  該当事項はありません。 

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 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。 
 

（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
  
  該当事項はありません。 

（４）過年度法人税等
  
 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。  



５．四半期連結財務諸表 
（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



（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



（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 19,917 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 3,224 1,952

過年度法人税等 － 1,936

少数株主利益 418 250

四半期純利益 7,574 1,147



（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



（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 24,419 27,494



 該当事項がないため記載しておりません。 

  

 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 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．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



 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。 

    

 該当事項がないため記載しておりません。 

   

ｃ．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

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



 連結分類別売上高明細表 

  

(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、陸上競技用機器等 

  

６．その他の情報

（分類） 

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）

増減 
（△は減） 

金額（百万円）
構成比
（％） 

金額（百万円）
構成比
（％） 

金額（百万円） 
比率
（％） 

スポーツシューズ類 

 国内  12,348  18.9  11,952  21.8  △396  △3.2

 海外  37,259  57.0  28,991  52.8  △8,268  △22.2

計  49,607  75.9  40,943  74.6  △8,664  △17.5

スポーツウエア類 

 国内  7,475  11.4  6,866  12.5  △609  △8.1

 海外  3,595  5.6  2,873  5.2  △722  △20.1

計  11,070  17.0  9,740  17.7  △1,330  △12.0

スポーツ用具類 

 国内  3,847  5.9  3,704  6.7  △143  △3.7

 海外  795  1.2  495  1.0  △300  △37.7

計  4,642  7.1  4,200  7.7  △442  △9.5

合計 

 国内  23,670  36.2  22,524  41.0  △1,146  △4.8

 海外  41,649  63.8  32,360  59.0  △9,289  △22.3

計  65,319  100  54,884  100  △10,435  △16.0
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