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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 19,196 △19.3 △53 ― 43 △75.9 56 △58.2

21年3月期第1四半期 23,788 ― 167 ― 179 ― 135 ―

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 0.30 ―

21年3月期第1四半期 0.72 ―

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 72,621 39,184 54.0 207.33
21年3月期 76,284 39,231 51.4 207.57

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  39,184百万円 21年3月期  39,231百万円

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 ― ― ― 3.00 3.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― 3.00 3.00

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  無  
 

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) 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  無  

(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 

上記業績予想は、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につきましては、５ページ【定性的情報・財務諸表等】「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 195,627,147株 21年3月期  195,627,147株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  6,630,533株 21年3月期  6,622,105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 189,001,402株 21年3月期第1四半期 189,076,322株
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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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業の在庫調整が進み一部で生産が回復する

等の兆しが見られたものの昨年からの世界的な金融危機が及ぼす影響は根強く、企業収益や雇用情

勢の悪化、個人消費の低迷等、引き続き厳しい状況で推移いたしました。 

このような事業環境の下、当社グループは新商品開発に注力するとともに「アキレスブランドの

強化」「徹底した固定費の削減」等に取り組み、収益の向上に努めてまいりましたが、当第１四半期

の売上高は 19,196 百万円（前年同四半期比 19.3％減）、営業損失 53 百万円、経常利益 43 百万円（前

年同四半期比 75.9％減）、四半期純利益は 56 百万円（前年同四半期比 58.2％減）となりました。 

 事業の種類別セグメント情報は次のとおりであります。 

＜シューズ事業＞ 

シューズ事業の環境は、主力生産地であります中国での人件費および原材料価格の高値が続き、

かつ、国内市況の低迷が続く状況にありました。 

その中にあって、ジュニアスポーツ「瞬足」シリーズは商品の充実を図り、全国の園児・学童に

支持され商品の拡大を図る事ができました。また、「瞬足」のライセンスビジネスもスタートし相乗

効果を上げております。 

一方、「スポルディング」は価格低下傾向の影響を受けて苦戦をいたしました。「スケッチャーズ」

は、カジュアルスポーツ群・サンダルの消費低迷により計画達成には至りませんでした。 

「エコー」は、積極的に新製品を投入し、ターゲットの若返りと高付加価値・高単価商品の投入

によるプレミアムブランド化に注力しております。しかしながら消費者の節約志向、低価格志向に

より売上は計画を下回りました。 

シューズ事業の当第１四半期連結業績は売上高 5,580 百万円(前年同四半期比 14.6％減)、営業利

益は 331 百万円(前年同四半期比 18.9％減)となりました。 

＜プラスチック事業＞ 

車輌内装資材関連商品は、世界的な自動車産業の不振を背景として依然大幅な受注低迷が継続い

たしました。その中にあって、中国市場は回復基調にあり、受注変動に対応した生産体制を構築し

てまいります。 

フイルムの国内事業においては、一般分野および電子材料関連や海外向け建材用分野においても

荷動きは低調でありました。農業資材分野では遮熱関連商品の好調があるものの原材料の価格変動

に伴う買い控えの影響もあり苦戦いたしました。 

ゴム引布関連商品は、新型インフルエンザ関連の陰圧エアーテントの特需増はありましたが、輸

出原反を始めとして、内需原反、ゴムボート、ジョイント等の販売減をカバーするには至りません

でした。 

建装関連商品は昨年 11 月以降、住宅着工戸数・床面積が 7ヶ月連続で前年を下回る状況下で売上

は苦戦いたしました。床材ではライフサイクルコスト低減並びに環境対応コンセプトとしてのノー

ワックスメンテナンス床材「アートオプティマ」の拡販を図ってまいります。また、壁材は施工性

に優れた「フリース壁紙」の新規需要開拓に継続注力してまいります。 

プラスチック事業の当第１四半期連結業績は売上高 7,257 百万円（前年同四半期比 29.6％減）、営

業損失 125 百万円となりました。 
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＜産業資材事業＞ 

ウレタンは、消費の冷え込みによる厳しい市場環境でありましたが、新用途・新製品の上市を含

め、物量確保に努めた結果、ほぼ所期の計画を達成する事ができました。寝装分野においても、エ

コ関連の季節商品が順調な推移を示しました。期待の新商品として量産を開始した荷重分散フォー

ム「スフレ」については、今後ベッドマットレス・枕を始めとした商品化を進め、拡販に努めてま

いります。 

断熱資材は住宅着工戸数の大幅な落ち込みにより、売上は苦戦いたしました。その中にあって、

ボードは戸建て住宅と非住宅分野に注力した結果、伸長することができました。今後は、環境対応

型商品である「キューワンボード」およびノンフロン現場発泡システムに注力してまいります。 

静電気対策商品は、電子部品業界の不振により苦戦いたしました。今後は中国東莞工場において

精密射出成形や洗浄などの新規ビジネスの拡大に注力してまいります。昨年２月に開設した台湾の

現地法人は順調に推移しております。 

大型ＲＩＭ成形品は医療機器を中心に市況の悪化の影響を受けたものの、売上は伸長いたしまし

た。 

三進興産㈱の「ソルボ」は、インソールの新商品２アイテムの導入と、通信販売でのフットケア

サポーターが好調に推移いたしました。 

産業資材事業の当第１四半期連結業績は売上高 6,358 百万円（前年同四半期比 8.4％減）、営業利

益は 312 百万円（前年同四半期比 132.4％増）となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末の財政状態は、総資産は 72,621 百万円で前連結会計年度末に比較し

て 3,663 百万円減少いたしました。 

資産の部では、流動資産は 40,436 百万円となり前連結会計年度末に比較して 3,610 百万円減少い

たしました。これは主に、受取手形及び売掛金が 3,804 百万円減少したことによります。固定資産

は 52 百万円減少の 32,184 百万円となりました。 

 負債の部では、流動負債は 21,047 百万円となり前連結会計年度末に比較して 3,353 百万円減少い

たしました。これは主に支払手形及び買掛金が 1,356 百万円減少、短期借入金が 952 百万円減少し

たことによるものです。固定負債は 12,388 百万円となり前連結会計年度末に比較して 262 百万円減

少いたしました。 

 純資産の部は、利益剰余金が 510 百万円減少いたしましたが、その他有価証券評価差額金が 166

百万円の増、為替換算調整勘定が 343 百万円増加し、前連結会計年度末に比較して 47 百万円減少の

39,184 百万円となりました。以上の結果、自己資本比率は 54.0％となり前連結会計年度末に比べ

2.6％好転いたしました。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は 3,081 百万円

（前年同四半期比 44 百万円増加）となりました。 

 営業活動の結果、増加した資金は 2,414 百万円（前年同四半期比 1,882 百万円収入増）となりま

した。これは主に減価償却費 839 百万円、売上債権の減少 3,923 百万円による収入と、仕入債務の
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減少 1,418 百万円による支出によるものです。 

 投資活動の結果、減少した資金は 508 百万円（前年同四半期比 101 百万円支出減）となりました。

これは主に固定資産の取得による支出 404 百万円によるものです。 

 財務活動の結果、減少した資金は 1,522 百万円（前年同四半期比 964 百万円支出増）となりまし

た。これは主に短期借入金の返済 953 百万円及び配当金の支払 567 百万円によるものです。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、平成 21 年 5 月 14 日公表の数値に

変更はありません。 

 

４．その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結の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 

該当事項はありません。 

(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。 
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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：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 3,132 2,711 

受取手形及び売掛金 22,789 26,594 

商品及び製品 9,891 9,733 

仕掛品 1,497 1,648 

原材料及び貯蔵品 1,948 1,778 

繰延税金資産 230 436 

為替予約 173 250 

その他 893 1,038 

貸倒引当金 △121 △144 

流動資産合計 40,436 44,047 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,684 8,798 

機械装置及び運搬具（純額） 6,925 7,305 

土地 5,386 5,380 

建設仮勘定 39 22 

その他（純額） 781 828 

有形固定資産合計 21,817 22,335 

無形固定資産 674 691 

投資その他の資産   

投資有価証券 3,222 2,945 

繰延税金資産 4,639 4,523 

その他 2,252 2,154 

貸倒引当金 △421 △413 

投資その他の資産合計 9,692 9,210 

固定資産合計 32,184 32,237 

資産合計 72,621 76,284 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 12,914 14,271 

短期借入金 3,566 4,518 

未払法人税等 60 181 

その他 4,507 5,430 

流動負債合計 21,047 24,401 

固定負債   

長期借入金 5,000 5,000 

長期未払金 179 179 

繰延税金負債 143 131 

退職給付引当金 7,065 7,340 

固定負債合計 12,388 12,651 

負債合計 33,436 37,052 

アキレス㈱(5142)　平成22 年3 月期　 第１四半期決算短信

－6－



（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) 

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 14,121 14,631 

自己株式 △936 △935 

株主資本合計 39,199 39,711 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 429 263 

繰延ヘッジ損益 103 149 

為替換算調整勘定 △548 △891 

評価・換算差額等合計 △15 △479 

純資産合計 39,184 39,231 

負債純資産合計 72,621 76,284 

アキレス㈱(5142)　平成22 年3 月期　 第１四半期決算短信

－7－



 (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 23,788 19,196 

売上原価 18,893 15,259 

売上総利益 4,895 3,936 

販売費及び一般管理費 4,728 3,990 

営業利益又は営業損失（△） 167 △53 

営業外収益   

受取利息及び配当金 40 36 

その他 56 110 

営業外収益合計 97 146 

営業外費用   

支払利息 38 33 

その他 48 15 

営業外費用合計 86 49 

経常利益 179 43 

特別利益   

固定資産売却益 0 0 

国庫補助金 － 117 

保険差益 － 2 

関係会社株式売却益 － 2 

貸倒引当金戻入額 31 9 

特別利益合計 31 132 

特別損失   

固定資産除却損 112 4 

投資有価証券評価損 1 － 

特別損失合計 113 4 

税金等調整前四半期純利益 98 170 

法人税、住民税及び事業税 77 53 

法人税等調整額 △114 60 

法人税等合計 △37 114 

四半期純利益 135 56 
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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 98 170 

減価償却費 950 839 

のれん償却額 8 8 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △28 △15 

受取利息及び受取配当金 △40 △36 

支払利息 38 33 

為替差損益（△は益） 23 △6 

持分法による投資損益（△は益） △10 6 

固定資産除売却損益（△は益） 111 4 

投資有価証券評価損益（△は益） 1 － 

保険差益 － △2 

補助金収入 － △117 

関係会社株式売却損益（△は益） － △2 

売上債権の増減額（△は増加） 2,256 3,923 

たな卸資産の増減額（△は増加） △966 △84 

仕入債務の増減額（△は減少） △531 △1,418 

未払消費税等の増減額（△は減少） △71 △135 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △240 △275 

その他の資産の増減額（△は増加） △135 148 

その他の負債の増減額（△は減少） △778 △623 

小計 685 2,416 

利息及び配当金の受取額 42 36 

利息の支払額 △3 △10 

保険金の受取額 － 2 

補助金の受取額 19 117 

法人税等の支払額 △210 △148 

営業活動によるキャッシュ・フロー 532 2,414 

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） △0 0 

固定資産の取得による支出 △591 △404 

固定資産の売却による収入 － 1 

投資有価証券の取得による支出 △18 △8 

関係会社株式の売却による収入 － 2 

貸付けによる支出 △0 △100 

貸付金の回収による収入 0 0 

投資活動によるキャッシュ・フロー △609 △508 

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） 11 △953 

自己株式の取得による支出 △2 △1 

自己株式の売却による収入 0 0 

配当金の支払額 △567 △567 

財務活動によるキャッシュ・フロー △557 △1,522 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △96 34 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △730 418 

現金及び現金同等物の期首残高 3,767 2,663 

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,037 3,081 
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

 

    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） 

     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】 

 
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） 

 
シューズ  

事業 

（百万円） 

プラスチック

事業 

（百万円） 

産業資材  

事業 

（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 
6,534 10,309 6,945 23,788 ─ 23,788

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
─ 59 238 297 (297) ─

  計 6,534 10,368 7,183 24,086 (297) 23,788

営業利益 408 293 134 836 (669) 167

 
 
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） 

 
シューズ  

事業 

（百万円） 

プラスチック

事業 

（百万円） 

産業資材  

事業 

（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 
5,580 7,257 6,358 19,196 ─ 19,196

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
─ 36 155 192 (192) ─

  計 5,580 7,294 6,514 19,389 (192) 19,196

営業利益又は 
営業損失（△） 

331 △125 312 517 (571) △53

 

(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：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 

    (3)産業資材事業：ウレタン、断熱資材、工業資材、ソルボ等 

 

 

【所在地別セグメント情報】 

 

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） 

 
日本 

（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 
21,616 2,172 23,788 ─ 23,788 

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
347 599 946 (946) ─ 

  計 21,964 2,771 24,735 (946) 23,788 
営業利益 697 138 835 (668) 167 
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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） 

 
日本 

（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 
17,398 1,798 19,196 ─ 19,196 

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
160 446 606 (606) ─ 

  計 17,558 2,244 19,803 (606) 19,196 
営業利益又は 
営業損失（△） 

422 93 516 (570) △53 

 
(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 

 

     

 

【海外売上高】 
 
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） 

 
その他 
の地域 

計 

Ｉ 海外売上高（百万円） 2,413 2,413
Ⅱ 連結売上高（百万円） 23,788
Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合（％） 

10.1 10.1

 
 
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） 

 
その他 
の地域 

計 

Ｉ 海外売上高（百万円） 1,930 1,930
Ⅱ 連結売上高（百万円） 19,196
Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合（％） 

10.1 10.1

 
(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。 

 
 
 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 

    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） 

     該当事項はありません。 
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