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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 13,882 △7.9 1,091 2.4 1,057 8.7 626 22.5
21年3月期第3四半期 15,066 ― 1,064 ― 972 ― 511 ―

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3四半期 76.94 ―
21年3月期第3四半期 58.59 ―

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3四半期 16,554 14,464 87.4 1,775.97
21年3月期 16,623 14,118 84.9 1,733.47

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  14,464百万円 21年3月期  14,118百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 17.50 ― 17.50 35.00
22年3月期 ― 17.50 ―

22年3月期 
（予想）

17.50 35.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 19,800 0.3 1,250 △9.9 1,300 △22.5 780 4.6 95.77
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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  有  
（注）詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】「4.その他（2）」をご覧下さい。 

(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 

 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いて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条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、4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」をご覧下さい。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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3四半期 8,842,636株 21年3月期  8,842,636株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  697,912株 21年3月期  697,912株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 8,144,724株 21年3月期第3四半期 8,728,751株

- 2 -



当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一部には回復の兆しがみられるものの、企業業績は

落ち込み、厳しい雇用情勢・所得環境がつづいております。個人消費は、政策効果により一部に持ち直し

の動きがみられるものの、先行きの不透明感はぬぐえず、厳しい経営環境が続いております。 

当社グループの属するシューズ・スリッパ市場においても、依然消費者の生活防衛意識は高く、厳しい

消費環境が続くなかで、業種・業態を超えた企業間の競争はさらに激化しております。 

このような状況下、当社グループは、変容する市場を俯瞰して、顧客満足度を高める戦略商品の提案を

おこなうとともに、重点商品の集中訴求をはかり、競合優位性の確保に努めました。また、消費者のニー

ズを満たす商品力の強化と品質管理の充実に注力いたしました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、138億8,228万円（前年同期比7.9％減）となりま

した。 

事業の種類別売上高につきましては、シューズ事業のスポーツシューズ部門では、引きつづき「タイゴ

ン」をはじめとするブランド商品の積極的な販売促進を展開しましたが、主に季節商品の伸び悩みが影響

して、売上高は37億3,007万円（前年同期比2.8％減）となりました。 

 一般シューズ部門においては、第３四半期には「価格革命」と銘打った戦略商品「テクシーリュクス」

の販売を開始するなど、消費者の購買意欲を喚起する商品を投入いたしましたが、主要なブランドが伸び

悩んだことから、売上高は51億1,368万円（前年同期比5.3％減）となりました。 

 以上の結果、シューズ事業の売上高は、88億4,375万円（前年同期比4.3％減）となりました。 

 資材事業につきましては、新素材の投入等により徐々に持ち直しつつあるものの、為替の変動や材料コ

スト上昇の影響により、売上高は22億3,171万円（前年同期比21.5％減）となりました。 

 スリッパ・日用品事業につきましては、売上高は28億681万円（前年同期比5.9％減）となりました。 

 利益面におきましては、売上総利益率が向上したことに加え、販売費及び一般管理費の圧縮に努めたこ

と等により、営業利益は10億9,101万円（前年同期比2.4％増）となりました。 

 また、デリバティブの時価評価損を含む為替差損が１億5,113万円発生いたしましたが、経常利益は10

億5,719万円（前年同期比8.7％増）、四半期純利益は６億2,664万円（前年同期比22.5％増）となりまし

た。 

  

(1)資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、165億5,478万円となり、前連結会計年度末比6,911万円の減

少となりました。主な要因は、現金及び預金が２億7,476万円増加したものの、商品が１億4,261万円、投

資有価証券が7,217万円減少したこと等によるものであります。 

 負債は、20億8,998万円となり、前連結会計年度末比４億1,531万円の減少となりました。主な要因は、

未払法人税等が３億3,993万円、支払手形及び買掛金が4,828万円減少したこと等によるものであります。

 純資産は、144億6,480万円となり、前連結会計年度末比３億4,619万円の増加となりました。主な要因

は、利益剰余金が３億4,455万円増加したこと等によるものであります。 

 この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の84.9％から87.4％となりました。 

  

(2)キャッシュ・フローの状況 

当第３四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、前連結会計年度

・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
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末に比べ３億3,265万円増加し54億236万円となりました。 

 当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・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、５億5,345万円となりました。 

 収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益が10億5,624万円、減価償却費が１億1,429万円、たな卸

資産の減少が１億4,261万円あったこと等によるものであり、支出の主な内訳は、仕入債務の減少が4,828

万円、法人税等の支払が８億2,856万円あったこと等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） 

投資活動の結果得られた資金は、4,470万円となりました。 

 収入の主な内訳は、定期預金の払戻による収入が３億円、投資有価証券の売却による収入が１億8,675

万円あったこと等によるものであり、支出の主な内訳は、定期預金の預入による支出が２億円、投資有価

証券の取得による支出が7,932万円、子会社株式の取得による支出が6,503万円あったこと等によるもので

あります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、２億6,334万円となりました。 

 これは配当金の支払によるものであります。 

  

通期の業績予想につきましては、平成21年８月７日発表の「平成22年３月期第１四半期決算短信」なら

びに「業績予想の修正に関するお知らせ」において公表いたしました業績予想から修正は行っておりませ

ん。 

  
  

該当事項はありません。 

  

税金費用の計算 

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もり、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。 

 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。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

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)

(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

(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
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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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 5,499,432 5,224,663

受取手形及び売掛金 4,242,649 4,260,104

有価証券 2,928 45,044

商品 1,168,250 1,310,864

その他 485,925 560,126

貸倒引当金 △49,046 △50,046

流動資産合計 11,350,140 11,350,757

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,502,858 1,581,756

土地 2,106,582 2,110,371

その他（純額） 115,249 100,950

有形固定資産合計 3,724,690 3,793,078

無形固定資産 71,047 16,438

投資その他の資産   

投資有価証券 829,998 902,170

その他 583,329 564,693

貸倒引当金 △4,423 △3,235

投資その他の資産合計 1,408,904 1,463,628

固定資産合計 5,204,642 5,273,145

資産合計 16,554,783 16,623,903
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 424,887 473,175

未払法人税等 116,895 456,825

賞与引当金 77,744 160,800

その他 924,166 881,260

流動負債合計 1,543,693 1,972,061

固定負債   

退職給付引当金 397,706 368,800

負ののれん 54,145 69,540

その他 94,435 94,891

固定負債合計 546,287 533,232

負債合計 2,089,981 2,505,293

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 10,537,908 10,193,357

自己株式 △727,407 △727,407

株主資本合計 16,321,735 15,977,184

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 19,447 38,349

繰延ヘッジ損益 △58,556 △82,072

土地再評価差額金 △1,817,824 △1,814,851

評価・換算差額等合計 △1,856,933 △1,858,575

純資産合計 14,464,802 14,118,609

負債純資産合計 16,554,783 16,623,903
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 15,066,338 13,882,285

売上原価 10,064,432 8,982,347

売上総利益 5,001,906 4,899,938

販売費及び一般管理費 3,936,965 3,808,928

営業利益 1,064,941 1,091,010

営業外収益   

受取地代家賃 26,922 19,512

業務受託手数料 41,336 40,668

保険解約返戻金 24,522 22,850

その他 60,846 51,980

営業外収益合計 153,628 135,010

営業外費用   

売上割引 12,324 14,223

為替差損 229,442 151,130

その他 3,923 3,472

営業外費用合計 245,690 168,825

経常利益 972,879 1,057,195

特別利益   

投資有価証券売却益 31,994 24,930

貸倒引当金戻入額 80 －

特別利益合計 32,075 24,930

特別損失   

投資有価証券売却損 35,655 6,841

投資有価証券評価損 98,570 16,956

固定資産除却損 123 2,083

特別損失合計 134,349 25,882

税金等調整前四半期純利益 870,604 1,056,244

法人税等 359,146 429,600

四半期純利益 511,458 626,643

- 7 -

アシックス商事㈱　(9814)　平成22年３月期　第３四半期決算短信



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 870,604 1,056,244

減価償却費 149,054 114,298

負ののれん償却額 △15,394 △15,394

貸倒引当金の増減額（△は減少） 39,884 188

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,879 28,905

賞与引当金の増減額（△は減少） △77,161 △83,055

受取利息及び受取配当金 △22,414 △13,398

支払利息 306 410

投資有価証券売却損益（△は益） 3,660 △18,089

投資有価証券評価損益（△は益） 98,570 16,956

有形固定資産除却損 123 2,083

為替差損益（△は益） △1,681 2,140

売上債権の増減額（△は増加） △431,093 16,148

たな卸資産の増減額（△は増加） 4,507 142,613

その他の流動資産の増減額（△は増加） △40,612 228

デリバティブ資産の増減額（△は増加） 173,665 108,640

その他の固定資産の増減額（△は増加） 45,296 △5,436

仕入債務の増減額（△は減少） △62,283 △48,287

その他の流動負債の増減額（△は減少） △241,695 △9,371

デリバティブ負債の増減額（△は減少） 74,611 38,046

その他の固定負債の増減額（△は減少） △13,940 1,603

未収消費税等の増減額（△は増加） 44,636 3,581

未払消費税等の増減額（△は減少） △6,129 29,081

その他 1,208 1,201

小計 601,603 1,369,340

利息及び配当金の受取額 22,596 13,091

利息の支払額 △306 △410

法人税等の支払額 △338,914 △828,563

営業活動によるキャッシュ・フロー 284,978 553,458
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(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

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 △300,000 △200,000

定期預金の払戻による収入 200,000 300,000

投資有価証券の取得による支出 △480,978 △79,320

投資有価証券の売却による収入 346,709 186,750

子会社出資金の取得による支出 △69,870 －

子会社株式の取得による支出 △171,000 △65,033

有形固定資産の取得による支出 △45,195 △54,628

有形固定資産の売却による収入 5,094 18,009

無形固定資産の取得による支出 △300 △59,693

貸付けによる支出 △8,306 △3,800

貸付金の回収による収入 4,621 2,424

投資活動によるキャッシュ・フロー △519,225 44,707

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △50,000 －

長期借入金の返済による支出 △49,520 －

自己株式の取得による支出 △90 －

配当金の支払額 △283,629 △263,343

財務活動によるキャッシュ・フロー △383,240 △263,343

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,998 △2,169

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △614,488 332,652

現金及び現金同等物の期首残高 4,244,943 5,069,708

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,630,454 5,402,360
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該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間(自  平成20年４月１日  至  平成20年12月31日) 

  

 
(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

   ２ 各事業の主な製品  

     (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（収益性の低価による簿価 

  切下げの方法）に変更しております。 

  なお、この変更による損益の影響は軽微であります。 

  

当第３四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年12月31日) 

  

 
(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

   ２ 各事業の主な製品  

     (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 

  

 前第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 及び当第３四半期連結累

計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

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)

売上高

  (1) 外部顧客に 
      対する売上高

9,239,018 2,844,398 2,982,921 15,066,338 ― 15,066,338

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

― ― 49,651 49,651 (49,651) ―

計 9,239,018 2,844,398 3,032,573 15,115,990 (49,651) 15,066,338

営業利益 756,731 174,478 325,983 1,257,193 (192,252) 1,064,941

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)

売上高

  (1) 外部顧客に 
      対する売上高

8,843,756 2,231,710 2,806,818 13,882,285 ― 13,882,285

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

― ― 31,623 31,623 (31,623) ―

計 8,843,756 2,231,710 2,838,442 13,913,908 (31,623) 13,882,285

営業利益 847,500 86,450 353,665 1,287,616 (196,606) 1,091,010

【所在地別セグメント情報】
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前第３四半期連結累計期間(自  平成20年４月１日  至  平成20年12月31日) 

  

 
(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。 

  

当第３四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年12月31日) 

  

 
(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・・・・・香港、台湾、韓国、中国他 

  (2) その他の地域・・・・米国、オランダ他 

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。 

  

該当事項はありません。 

  

【海外売上高】

アジア諸国 その他の地域 計

Ⅰ  海外売上高(千円) 2,796,828 1,162,684 3,959,512

Ⅱ  連結売上高(千円) ― ― 15,066,338

Ⅲ  連結売上高に占める 
    海外売上高の割合(％)

18.6 7.7 26.3

アジア諸国 その他の地域 計

Ⅰ  海外売上高(千円) 2,191,870 1,141,323 3,333,194

Ⅱ  連結売上高(千円) ― ― 13,882,285

Ⅲ  連結売上高に占める 
    海外売上高の割合(％)

15.8 8.2 24.0

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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