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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 87,922 △7.4 2,194 354.0 2,404 343.5 602 494.9
21年3月期 94,937 △6.7 483 △74.3 542 △73.3 101 △89.9

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 ％ ％ ％

22年3月期 3.19 ― 1.5 3.2 2.5
21年3月期 0.54 ― 0.3 0.7 0.5

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  △76百万円 21年3月期  36百万円

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

22年3月期 74,308 39,417 53.0 208.59
21年3月期 76,284 39,231 51.4 207.57

（参考） 自己資本   22年3月期  39,417百万円 21年3月期  39,231百万円

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

22年3月期 8,251 △1,843 △3,694 5,380
21年3月期 2,642 △2,767 △844 2,663

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00 567 555.6 1.4
22年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00 566 94.0 1.4

23年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 3.00 3.00 47.2

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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

44,000 4.7 1,100 78.2 1,200 56.2 500 ― 2.65

通期 89,000 1.2 2,200 0.3 2,400 △0.2 1,200 99.1 6.35
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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20ページをご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

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 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  6,651,989株 21年3月期  6,622,105株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 71,859 △7.7 870 ― 1,572 276.1 △75 ―

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

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

22年3月期 △0.40 ―

21年3月期 △4.03 ―

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 68,730 36,536 53.2 193.34
21年3月期 71,593 37,092 51.8 196.25

（参考） 自己資本 22年3月期  36,536百万円 21年3月期  37,092百万円

※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。 
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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、一昨年秋以降の世界的な景気後退による企業業

績の低迷から、中国を主体とした輸出の回復、｢エコポイント｣｢エコカー減税｣等による国

内消費の部分的拡大等、国内外の経済対策効果が一部に表れたものの、全体としては企業

収益の大幅な改善には到らず、設備投資の抑制、雇用・所得環境の悪化は節約志向、低価

格志向が一層強まり価格競争が激化する展開となりました。又、収益に大きく影響を与え

る原油・原材料価格は前半は一時的な調整局面で下落したものの、後半は一転して上昇に

転じ予断を許さない状況で推移しました。 

このような事業環境の下、当社グループは持続的な成長と企業価値の増大をめざして、

ブランド力ある商品の徹底した拡販と環境対応商品の開発、新規顧客の開拓、徹底したコ

ストダウン等に取り組み、収益性の向上に努めました。 

その結果、当社グループの当期連結業績は、売上高 87,922 百万円（前期比 7.4％減）、

営業利益 2,194 百万円（前期比 354.0％増）、経常利益 2,404 百万円（前期比 343.5％増）、

当期純利益は固定資産の減損損失、投資有価証券評価損等の計上により 602 百万円（前期

比 494.9％増）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> 

前半は消費低迷による小売価格の低価格化と、天候不順による夏物の不振があり、後半

には小売価格の低価格化に加えて主力生産地である中国での労働力不足と、製造拠点のシ

フト分散を余儀なくされるなど厳しい環境が続きました。 

このような環境下、高付加価値商品の開発・育成に取り組み、ジュニア向けスポーツシ

ューズ「瞬足」シリーズは引き続き絶大な支持を得て、年間６００万足を超える販売を達

成。発売以来の販売累計は２０００万足という大きな評価を頂きました。又「瞬足」ブラ

ンドを使っての、ライセンスビジネスも相乗効果を上げております。団塊・シニアのエル

ダー層をターゲットとしたジャパニーズ・コンフォート・シューズ「アキレス・ソルボ」

は発売から３年を迎え、靴専門店・百貨店を中心に好評を得ております。一方、「スポル

ディング」・「スケッチャーズ」はナショナルブランドの価格低下の影響を受け苦戦しま

した。 

「エコー」は洗練されたデザインの商品を積極投入し、プレミアムブランドとしてのポ

ジション構築に注力すると共に、合弁会社エコー・リテール・ジャパン㈱によってエコー

ショップを積極展開しリテールビジネスの拡大を図りましたが、消費低迷の影響を受けて

苦戦しました。 

当事業の連結業績は売上高 24,706 百万円（前期比 12.2％減）、営業利益 1,939 百万円(前

期比 0.1％増)となりました。 
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<プラスチック事業> 

レザー、合成皮革を中心とした車輌内装資材は、世界的な自動車不況による大幅な受注

減から中国市場を主に一部回復基調はありましたが、国内においては充分な成果をあげる

ことができませんでした。国内市場の空洞化の見通しにより、固定資産の減損損失を計上

いたしました。一方、自動車市場の新興国へのシフトが更に進むと予測されるため、自動

車メーカーの現地生産化に対応すべく、中国・北米等の海外子会社の有効活用をはかって

まいります。 

フイルムの国内事業は、一時の市況低迷から電材用、建材用を中心に復調し、前半は苦

戦したものの後半は目標を達成することができました。農業資材は一部地域での物量増と

環境対応商品の拡販により、需要減の中で目標を達成することができました。北米事業は

文具用等で需要減の影響を受け、産業用、特殊用途、医療用等に展開をはかりましたが、

売上目標に達しませんでした。しかし、原材料価格等の影響を背景に、利益面では計画を

上回る成果を上げました。 

引布商品は、輸出用ボートの積極的な拡販を行いましたが、内需ボートと併せて計画を

下回る結果でした。危機管理対策用として新型インフルエンザ対応関連の陰圧式エアーテ

ントが好調に推移し業績に大きく貢献しました。今後も更に需要増が期待されます。 

建装商品は、床材、壁材とも住宅着工戸数の大幅な減少により苦戦しました。床材は商

業施設、病院等向けに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、壁材

は機能性・意匠性を重視した商品の拡販に努めてまいります。 

当事業の連結業績は売上高 35,149 百万円（前期比 8.8％減）、営業利益 640 百万円(前期

比 95.6％増)となりました。 

 

<産業資材事業> 

ウレタンは、長引く消費低迷により厳しい市場環境にありましたが、環境対応商品が市

場浸透するなど新商品開発の取り組みが成果を表し業績に貢献しました。寝装部門は夏場

の「ジェルクーリングパッド」や冬場の「ホットパッド」等、季節商品の販売が順調に推

移しました。今後も環境配慮素材の新規開発と併せて高付加価値商品の荷重分散フォーム

「スフレ」の拡販に努めます。 

断熱資材は、住宅着工戸数減少の影響を受け苦戦が続きましたが、省エネ志向の高まり

を追い風に木造戸建て用外張り断熱ボードは、ユーザーと工務店から幅広い支持を得て業

績に貢献しました。畜産飼育施設用パネル製品、土木資材・工作機械用のスチレン製品は

厳しい状況が続きました。鉄筋コンクリート造建物向けが主力のシステム製品は業界での

ノンフロン化宣言もあり、今後注力してまいります。「住宅版エコポイント制度」の活用

も併せて需要の拡大を図ります。 

静電気対策商品の国内販売は、電子機器業界の回復基調に合わせ、回復途上にあります

が、価格競争が激化し苦戦を強いられました。海外子会社はＨＤＤ部品・半導体の受注増

に伴い、計画を上回る成果をあげました。更に新市場を開拓し拡販に努めます。 

大型ＲＩＭ成形品は所期の目標には届きませんでしたが、医療機器を中心に回復基調に
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あり、今後顧客ニーズを的確に捉え、伸展を期します。 

三進興産㈱は、本業のインソール、サポーター等の新商品を市場に投入した成果が表れ

業績に貢献しました。後半には工業品の受注にも回復の兆しが出始めましたので、業績の

伸長に努めてまいります。 

当事業の連結業績は売上高 28,065 百万円（前期比 0.7％減）、営業利益 1,944 百万円(前

期比 159.0％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 悪期は脱し、一部に持ち直しの兆しが見

られるものの国内需要の回復は弱く、原油・原材料価格の上昇が収益に影響を与え、雇用

情勢や所得水準の改善に多くを望めず厳しい環境が予測されます。 
 当社グループとして独自技術が発揮できる分野の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 89,000 百万円（前期比 1.2％増）、営業利益 2,200

百万円（前期比 0.3％増）、経常利益 2,400 百万円（前期比 0.2％減）、当期純利益 1,200

百万円（前期比 99.1％増）を見込んでおります。 
 
（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 74,308 百万円となり前期末に比べ 1,976 百万円減少となりました。これは主に現

金及び預金が 2,731 百万円、受取手形及び売掛金が 925 百万円増加しましたが、たな卸資

産が 1,961 百万円、有形固定資産が 2,718 百万円減少したことによるものであります。 

(負債) 

負債は 34,890 百万円となり前期末に比べて 2,161 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 1,282 百万円増加しましたが、借入金が返済により 3,125 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 39,417 百万円となり前期末に比べて 185 百万円増加となりました。これは主に

その他有価証券評価差額金が 148 百万円増加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 5,380 百万

円（前期末比 2,717 百万円増加）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 8,251 百万円（前期比 5,608 百万円収入増）となりま

した。これは主に税金等調整前当期純利益 1,397 百万円、減価償却費 3,471 百万円、たな
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卸資産の減少による 1,975 百万円、仕入債務の増加による 1,273 百万円の収入増によるも

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 1,843 百万円（前期比 923 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 1,625 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 3,694 百万円（前期比 2,850 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 3,123 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19年3月期

 

平成20年3月期 平成21年3月期 平成22年3月期 

自己資本比率(%) 47.5 46.6  51.4 53.0 

時価ベースの自己資本比率(%) 45.0 30.6 31.5 36.4 

債務償還年数(年) 1.6 2.1 3.6 0.8 

ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ（倍） 38.5 32.4 19.1 72.9 

   (注) 自己資本比率:自己資本/総資産 

 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。 
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（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

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。 
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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

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。 
 
８）品質管理について 
 当社グループは、顧客に信頼される品質の製品を提供するため「品質基本方針」に基づ

き、品質管理体制に万全を期し、製品の製造を行っております。 
 しかしながら、予想を超える重大な品質トラブルが発生した場合には、多額のコストを

要するほか、ブランドイメージや社会的評価が低下し、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２９社、関連会社５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 

アキレス東日本販売（株） 

アキレス西日本販売（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９社 

（計 １４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７社 

（計 １３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 アキレス東日本販売㈱ 
 6 アキレス東海販売 ㈱ 
 7 アキレス西日本販売 ㈱ 
 8 アキレス九州販売  ㈱ 

 9 ㈱ ﾗﾑｽﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 

関 連 会 社 

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 エアロン ㈱ 
3 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

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

資材
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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、成長分野への積極的な投資を行い事業

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、独自技術が発揮できる分野の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。 
また、より大きな企業価値の創造と、社会的責任を果たしていく魅力ある企業集団の構

築を図り、全てのステークホルダーにお応えしていくことを目指しております。 
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とお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、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。 
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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21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,711 5,442

受取手形及び売掛金 26,594 27,519

商品及び製品 9,733 8,080

仕掛品 1,648 1,272

原材料及び貯蔵品 1,778 1,844

繰延税金資産 436 855

その他 1,288 1,048

貸倒引当金 △144 △213

流動資産合計 44,047 45,851

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,798 7,993

機械装置及び運搬具（純額） 7,305 5,527

土地 5,380 5,381

建設仮勘定 22 79

その他（純額） 828 635

有形固定資産合計 22,335 19,617

無形固定資産 691 628

投資その他の資産   

投資有価証券 2,945 2,650

繰延税金資産 4,523 3,841

その他 2,154 2,086

貸倒引当金 △413 △367

投資その他の資産合計 9,210 8,210

固定資産合計 32,237 28,457

資産合計 76,284 74,308

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 14,271 15,553

短期借入金 4,518 1,393

1年内返済予定の長期借入金 － 5,000

未払法人税等 181 387

その他 5,430 5,535

流動負債合計 24,401 27,869

固定負債   

長期借入金 5,000 －

長期未払金 179 179

繰延税金負債 131 130

退職給付引当金 7,340 6,598

ＰＣＢ廃棄物処理引当金 － 113

固定負債合計 12,651 7,021

負債合計 37,052 34,890
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22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 14,631 14,667

自己株式 △935 △939

株主資本合計 39,711 39,742

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 263 411

繰延ヘッジ損益 149 102

為替換算調整勘定 △891 △840

評価・換算差額等合計 △479 △325

純資産合計 39,231 39,417

負債純資産合計 76,284 74,308
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(2) 連結損益計算書 

(単位：百万円)

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

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 94,937 87,922

売上原価 76,223 69,490

売上総利益 18,714 18,431

販売費及び一般管理費 18,230 16,237

営業利益 483 2,194

営業外収益   

受取利息及び配当金 92 70

その他 291 374

営業外収益合計 384 444

営業外費用   

支払利息 146 119

その他 178 114

営業外費用合計 325 233

経常利益 542 2,404

特別利益   

固定資産売却益 36 84

国庫補助金 22 147

保険差益 38 18

投資有価証券売却益 － 0

関係会社株式売却益 － 2

子会社株式売却益 34 －

貸倒引当金戻入額 61 －

特別利益合計 193 253

特別損失   

減損損失 － 545

固定資産除却損 500 186

投資有価証券売却損 0 0

投資有価証券評価損 63 416

ＰＣＢ廃棄物処理費用 － 113

特別損失合計 563 1,261

税金等調整前当期純利益 172 1,397

法人税、住民税及び事業税 250 570

法人税等調整額 △179 223

法人税等合計 70 794

当期純利益 101 602
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 11,374 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 15,096 14,631

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 △567 △567

当期純利益 101 602

当期変動額合計 △465 35

当期末残高 14,631 14,667

自己株式   

前期末残高 △924 △935

当期変動額   

自己株式の取得 △14 △5

自己株式の処分 3 1

当期変動額合計 △10 △4

当期末残高 △935 △939

株主資本合計   

前期末残高 40,186 39,711

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 △567 △567

当期純利益 101 602

自己株式の取得 △14 △5

自己株式の処分 3 1

当期変動額合計 △477 31

当期末残高 39,711 39,742
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(単位：百万円)

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

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 584 263

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △321 148

当期変動額合計 △321 148

当期末残高 263 411

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △292 149

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 441 △46

当期変動額合計 441 △46

当期末残高 149 102

固定資産再評価差額金   

前期末残高 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） － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 － －

為替換算調整勘定   

前期末残高 19 △891

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △911 51

当期変動額合計 △911 51

当期末残高 △891 △840

評価・換算差額等合計   

前期末残高 443 △479

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） △791 154

当期変動額合計 △791 154

当期末残高 △479 △325

純資産合計   

前期末残高 40,629 39,231

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 △567 △567

当期純利益 101 602

自己株式の取得 △14 △5

自己株式の処分 3 1

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △791 154

当期変動額合計 △1,268 185

当期末残高 39,231 39,417
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 172 1,397

減価償却費 3,993 3,471

減損損失 － 545

のれん償却額 33 33

貸倒引当金の増減額（△は減少） △139 22

受取利息及び受取配当金 △92 △70

支払利息 146 119

為替差損益（△は益） 32 0

持分法による投資損益（△は益） △36 76

固定資産除売却損益（△は益） 463 101

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） 63 416

保険差益 △38 △18

補助金収入 △22 △147

関係会社株式売却損益（△は益） － △2

子会社株式売却損益（△は益） △34 －

売上債権の増減額（△は増加） 5,601 △907

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,040 1,975

仕入債務の増減額（△は減少） △5,892 1,273

未払消費税等の増減額（△は減少） 76 31

退職給付引当金の増減額（△は減少） △843 △742

その他の資産の増減額（△は増加） △735 447

その他の負債の増減額（△は減少） △878 357

小計 2,910 8,382

利息及び配当金の受取額 132 111

利息の支払額 △138 △113

保険金の受取額 38 18

補助金の受取額 41 147

法人税等の支払額 △343 △294

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,642 8,251
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(単位：百万円)

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

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

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） △39 △12

固定資産の取得による支出 △2,784 △1,625

固定資産の売却による収入 30 113

投資有価証券の取得による支出 △43 △27

投資有価証券の売却による収入 0 8

関係会社株式の売却による収入 － 2

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 －

貸付けによる支出 △50 △302

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 △2,767 △1,843

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） △266 △3,123

自己株式の取得による支出 △14 △5

自己株式の売却による収入 3 1

配当金の支払額 △567 △567

財務活動によるキャッシュ・フロー △844 △3,694

現金及び現金同等物に係る換算差額 △135 4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,104 2,717

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期末残高 2,663 5,380
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(5)継続企業の前提に関する注記 

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２９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、アキレス中央販売㈱、アキレス東京販売㈱及びアキレス神奈川販

売㈱は、アキレス中央販売㈱を存続会社として合併し、アキレス中央販売㈱の商号をアキレス東日

本販売㈱に変更しております。 

2. 持分法の適用に関する事項 

 関連会社５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、㈱北村英の株式を全て売却したため、持分法適用の範囲から除外

しております。 

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） 

 (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  
 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。 

  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。 
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  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。 

   （会計方針の変更） 

    当連結会計年度より、「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）（企業会計基準

第 19 号 平成 20 年７月 31 日）を適用しております。 

    なお、これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響はありま

せん。 

③ ＰＣＢ廃棄物処理引当金 

「ポリ塩化ビフェニル(ＰＣＢ)廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」により処

理することが義務付けられているＰＣＢ廃棄物の処理に係る費用の支出に備えるため、そ

の処理費用見積額を計上しております。 

（追加情報） 

当社は、「ポリ塩化ビフェニル(ＰＣＢ)廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」

に基づくＰＣＢ廃棄物の処理に関して、調査を実施しその処理費用見積額を合理的に算定

できることとなったため、その見積額 113 百万円を特別損失に計上し、固定負債にＰＣＢ

廃棄物処理引当金 113 百万円を計上しております。これにより、税金等調整前当期純利益

は 113 百万円減少しております。 

 (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)連結財務諸表に関する注記事項 

 

(連結貸借対照表関係) 

１ 当社グループは、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 71,334 71,710 375 

    

３ 受取手形割引高 2 6 3 

    

４ 関連会社に対する資産及び負債 

投資有価証券（株式） 

 

636 

 

519 

 

△117 

     

５ 保証債務 7 4 △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） 

１ 一般管理費及び当期製造費用に含

まれる研究開発費 

 

1,956 

 

1,796 

 

△160 

 

２ 減損損失 

   当連結会計年度において、当社グループでは以下の資産グループについて減損損失を計上しており

ます。 

   用途 車輌資材製造設備 

   種類 機械装置及び運搬具、建物及び構築物 

   場所 栃木県足利市（足利第一工場） 

   当社グループは、管理会計上の事業区分をもとに資産のグルーピングをしております。市場環境の 

著しい悪化により、当初の想定より収益性が著しく低下いたしました車輌資材事業における資産グ 

ループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（545 百万円）として特別損 

失に計上しております。その内訳は、機械装置及び運搬具 363 百万円、建物及び構築物 181 百万円 

であります。 

なお、当資産グループの回収可能価額は使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローは 

３％で割り引いて算定しております。 
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(連結株主資本等変動計算書関係)  

前連結会計年度 (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 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

 

 

当連結会計年度 (自 平成 21 年４月１日 至 平成 22 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） 6,622,105 38,358 8.474 6,651,989

(注)普通株式の自己株式の株式数の増加 38,358 株は単元未満株式の買取によるものであり、 

減少 8,474 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 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

 

(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 22 年 6月 29 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 22年６月 29日

定時株主総会 
普通株式 

利益剰

余金 
566 百万円 ３円 平成 22 年３月 31 日 平成 22 年６月 30 日
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(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 2,711 5,442 2,731 

 預入期間が３か月を超え

る定期預金 
△48 △61 △13 

 現金及び現金同等物 2,663 5,380 2,717 

     

２ 重要な非資金取引の内容 該当事項なし 該当事項なし   

 

 

（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 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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当連結会計年度(自 平成 21 年４月１日 至 平成 22 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 
24,706 35,149 28,065 87,922 ─ 87,922

 (2) セグメント間の内部

売上高又は振替高 
─ 149 814 963 (963) ─

計 24,706 35,298 28,880 88,885 (963) 87,922

  営業費用 22,767 34,657 26,935 84,360 1,367 85,727

  営業利益 1,939 640 1,944 4,525 (2,331) 2,194

Ⅱ 資産、減価償却費 

  及び資本的支出 
        

  資   産 17,303 26,345 17,828 61,477 12,831 74,308

  減価償却費 441 1,765 1,100 3,307 164 3,471

  資本的支出 164 759 304 1,228 157 1,385

 

(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、フィルム、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 

  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 2,532 2,331

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 

11,999 12,831

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 
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【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度(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 

 

 

 

当連結会計年度(自 平成 21 年４月１日 至 平成 22 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 
79,881 8,040 87,922 ― 87,922 

 (2) セグメント間の内部

売上高又は振替高 
693 2,268 2,962 (2,962) ― 

計 80,575 10,308 90,884 (2,962) 87,922 

  営業費用 76,716 9,636 86,353 (625) 85,727 

  営業利益 3,858 672 4,531 (2,336) 2,194 

Ⅱ 資   産 55,442 6,034 61,477 12,831 74,308 
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(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 

 

 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 2,532 2,331

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 

11,999 12,831

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 

 

 

 

【海外売上高】 

前連結会計年度(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

 

当連結会計年度(自 平成 21 年４月１日 至 平成 22 年３月 31 日) 

 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高 （百万円） 8,863 8,863

Ⅱ 連結売上高 （百万円） 87,922

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
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。 
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（税効果会計関係） 
 

当連結会計年度(平成22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 148

未払賞与否認額 451

繰越欠損金 803

投資有価証券評価損否認額 299

退職給付引当金損金算入限度超過額 2,654

未払役員退職慰労金否認額 72

未実現利益 293

その他 2,519

 繰延税金資産小計 7,242

評価性引当額 △1,631

 繰延税金資産合計 5,610

(繰延税金負債)  

前払年金費用 291

固定資産圧縮積立金 400

減価償却費 20

その他有価証券評価差額金 156

その他 175

繰延税金負債合計 1,044

繰延税金資産の純額 4,566

  

 

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 

 

  (単位：％)

法定実効税率 40.4

（調 整） 

評価性引当額 29.4

  たな卸未実現利益の消去に関する税効果未認識 △11.9

その他 △1.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率 56.9
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（有価証券） 
前連結会計年度(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 

 

当連結会計年度(平成 22 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 798 1,370 572

 小計 798 1,370 572

(連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの)   

 株式 57 53 △3

 小計 57 53 △3

合計 855 1,424 569

 

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 21 年 4 月 1日 至平成 22 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) 

8 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 706 
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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、規約型確定給付企業年金(類似キ 

ャッシュバランスプラン）制度及び退職一時金制度を設けております。 

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。また、当社では、退職給 

付信託を設定しております。 

 

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 △19,303      △17,922

ロ 年金資産 7,250 8,391

ハ 未積立退職給付債務(イ＋ロ) △12,053 △9,530

ニ 未認識数理計算上の差異 5,598 3,746

ホ 未認識過去勤務債務(債務の減額) △121 △93

ヘ 連結貸借対照表計上額純額(ハ＋ニ＋ホ) △6,575 △5,877

ト 前払年金費用 764 721

チ 退職給付引当金(ヘ－ト) △7,340 △6,598

 

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 702 660

ロ 利息費用 393 359

ハ 期待運用収益 △313 △223

ニ 数理計算上の差異の費用処理額 559 886

ホ 過去勤務債務の費用処理額 △24 △28

ヘ 退職給付費用(イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ) 1,317 1,655

 

 

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

 

 

 

      5.0％ 

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      207.57円 

１株当たり当期純利益      0.54円 

１株当たり純資産額        208.59円 

１株当たり当期純利益       3.19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） 101 602 

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） 101 602 

普通株式の期中平均株式数（千株） 189,043 188,990 

 

 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

 

（開示の省略） 

 リース取引、関連当事者との取引、金融商品、デリバティブ取引、賃貸等不動産に関する注記

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21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 886 2,877

受取手形 10,369 9,217

売掛金 17,962 19,585

商品及び製品 6,720 5,765

仕掛品 1,463 1,067

原材料及び貯蔵品 1,098 1,114

前払費用 205 199

繰延税金資産 349 593

その他 980 914

貸倒引当金 △1,531 △2,025

流動資産合計 38,504 39,308

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 7,369 6,701

機械及び装置（純額） 6,355 4,653

土地 5,300 5,300

その他 1,432 1,210

有形固定資産合計 20,458 17,866

無形固定資産 267 240

投資その他の資産   

投資有価証券 2,212 2,025

関係会社株式 4,254 4,135

前払年金費用 764 721

繰延税金資産 4,287 3,716

その他 1,367 1,228

貸倒引当金 △525 △512

投資その他の資産合計 12,362 11,314

固定資産合計 33,088 29,422

資産合計 71,593 68,730
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 3,462 3,818

買掛金 9,527 10,423

短期借入金 4,400 1,300

1年内返済予定の長期借入金 － 5,000

未払金 1,593 1,831

未払法人税等 69 180

未払消費税等 264 306

未払費用 1,724 1,847

その他 1,831 1,398

流動負債合計 22,873 26,105

固定負債   

長期借入金 5,000 －

長期未払金 179 179

退職給付引当金 6,447 5,795

ＰＣＢ廃棄物処理引当金 － 113

固定負債合計 11,627 6,088

負債合計 34,500 32,193

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 7,713 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 642 590

別途積立金 10,900 9,700

繰越利益剰余金 67 676

利益剰余金合計 11,609 10,966

自己株式 △935 △939

株主資本合計 36,689 36,042

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 254 391

繰延ヘッジ損益 149 102

評価・換算差額等合計 403 494

純資産合計 37,092 36,536

負債純資産合計 71,593 68,730
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(2) 損益計算書 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 77,889 71,859

売上原価 66,442 59,914

売上総利益 11,446 11,944

販売費及び一般管理費 11,812 11,074

営業利益又は営業損失（△） △366 870

営業外収益   

受取利息及び配当金 644 440

その他 601 652

営業外収益合計 1,245 1,093

営業外費用   

支払利息 162 133

その他 298 257

営業外費用合計 461 391

経常利益 417 1,572

特別利益   

固定資産売却益 36 4

国庫補助金 22 147

保険差益 － 18

関係会社株式売却益 － 2

特別利益合計 58 172

特別損失   

減損損失 － 545

固定資産除却損 489 182

投資有価証券評価損 44 414

関係会社株式評価損 － 119

子会社株式売却損 20 －

ＰＣＢ廃棄物処理費用 － 113

特別損失合計 553 1,375

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △76 369

法人税、住民税及び事業税 25 157

法人税等調整額 660 288

法人税等合計 685 445

当期純損失（△） △762 △75
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 7,714 7,713

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 7,713 7,713

資本剰余金合計   

前期末残高 11,374 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 705 642

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △62 △52

当期変動額合計 △62 △52

当期末残高 642 590

別途積立金   

前期末残高 10,600 10,900

当期変動額   

別途積立金の積立 300 －

別途積立金の取崩 － △1,200

当期変動額合計 300 △1,200

当期末残高 10,900 9,700
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,633 67

当期変動額   

剰余金の配当 △567 △567

固定資産圧縮積立金の取崩 62 52

別途積立金の積立 △300 －

別途積立金の取崩 － 1,200

当期純損失（△） △762 △75

当期変動額合計 △1,566 609

当期末残高 67 676

利益剰余金合計   

前期末残高 12,939 11,609

当期変動額   

剰余金の配当 △567 △567

当期純損失（△） △762 △75

当期変動額合計 △1,329 △642

当期末残高 11,609 10,966

自己株式   

前期末残高 △924 △935

当期変動額   

自己株式の取得 △14 △5

自己株式の処分 3 1

当期変動額合計 △10 △4

当期末残高 △935 △939

株主資本合計   

前期末残高 38,030 36,689

当期変動額   

剰余金の配当 △567 △567

当期純損失（△） △762 △75

自己株式の取得 △14 △5

自己株式の処分 3 1

当期変動額合計 △1,340 △647

当期末残高 36,689 36,042

－35－

アキレス㈱(5142)　平成22 年3 月期　決算短信



(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 573 254

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △319 137

当期変動額合計 △319 137

当期末残高 254 391

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △292 149

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 441 △46

当期変動額合計 441 △46

当期末残高 149 102

評価・換算差額等合計   

前期末残高 281 403

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 122 90

当期変動額合計 122 90

当期末残高 403 494

純資産合計   

前期末残高 38,311 37,092

当期変動額   

剰余金の配当 △567 △567

当期純損失（△） △762 △75

自己株式の取得 △14 △5

自己株式の処分 3 1

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 122 90

当期変動額合計 △1,218 △556

当期末残高 37,092 36,536
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(4)継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

 

６．その他 

(1)役員の異動 

平成 22 年４月 28 日に開示の「代表取締役および役員の異動について」をご参照ください。 
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