
 

 

 

   

 

 
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無 
四半期決算説明会開催の有無    ： 無 

  

 

   

 

 
  

 
  

   

 

 
  

  

 
(注) 当四半期における配当予想の修正有無 ： 無 

  

 

 
(注) 当四半期における業績予想の修正有無 ： 無 

  

 

平成23年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
平成22年８月４日

上 場 会 社 名 アシックス商事株式会社 上場取引所 東・大

コ ー ド 番 号 9814 URL http://www.asics-trading.co.jp

代  表  者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)眞木 秀樹
問合せ先責任者 (役職名)管理本部 経理部長 (氏名)大原 正博 TEL  (078)795－2000

四半期報告書提出予定日 平成22年８月10日 配当支払開始予定日 ―

(百万円未満切捨て)

1. 平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日）

 (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 ％

23年３月期第１四半期 4,878 14.5 231 5.2 166 △21.0 94 △27.6

22年３月期第１四半期 4,262 △11.5 220 △41.8 210 △67.2 129 △65.2

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

23年３月期第１四半期 11 55 ―

22年３月期第１四半期 15 96 ―

 (2) 連結財政状態

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

23年３月期第１四半期 16,692 14,638 87.7 1,797 35

22年３月期 17,066 14,745 86.4 1,810 40

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 14,638百万円 22年３月期 14,745百万円

2. 配当の状況

年間配当金

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

22年３月期 ― 17 50 ― 17 50 35 00

23年３月期 ―

23年３月期(予想) 17 50 ― 17 50 35 00

3. 平成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(累計)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(累計) 9,600 7.1 540 △5.2 600 41.3 340 37.0 41 74

通期 19,600 4.0 1,190 △20.9 1,300 △18.7 760 △11.1 93 31



 
(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

 
   (注) 「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、表示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していませ

ん。 

※ 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及び合理的

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、四半

期決算短信（添付資料）3ページ「(3) 連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

4. その他（詳細は【添付資料】4ページ「2．その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  新規  ―社 (            )  除外  ―社 (            )

     (注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

     (注) 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の有無となります。

 

 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) 23年３月期１Ｑ 8,842,636株 22年３月期 8,842,636株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 697,912株 22年３月期 697,912株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 8,144,724株 22年３月期１Ｑ 8,144,724株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示
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当第１四半期におけるわが国経済は、世界的に景気回復の兆しがみられ、国内企業収益も穏やかな回

復基調にあるものの、厳しい雇用・所得環境がつづいております。 

 当社グループの属するシューズ・スリッパ市場におきましても、消費者の低価格志向や企業側の値下

げによる単価の下落傾向に加えて、天候不順による季節商材の販売不振など、個人消費は低調に推移し

ております。 

 このような環境のなか、当社グループは、消費者の購買意欲を満たすための物作り体制を見直し、企

画開発力、生産力、販売力の強化に取り組んでおります。また、品質管理の実践、コスト調整力、適時

安定供給できる生産力の向上に取り組み、顧客満足度を高めるとともに企業価値の増大を目指しており

ます。 

 当第１四半期連結累計期間の売上高は、48億7,846万円（前年同期比14.5％増）となりました。 

 事業の種類別には、国内シューズ事業については、既存の主力ブランドが低調、特にスポーツシュー

ズの「タイゴン」や「ダッシュ」等の重点商品の不振が影響して、売上高は20億9,477万円（前年同期

比13.5％減）となりました。 

 海外シューズ事業については、各地域向けともジュニアスポーツシューズを主に大幅に伸長して９億

4,019万円（前年同期比118.7％）となりました。 

 資材事業については、前期は為替の影響や材料コスト上昇の影響により減少しましたが、回復してお

り、売上高は８億7,835万円（前年同期比76.8％増）となりました。 

 スリッパ・日用品事業では、主力取引先でひきつづきライセンス商品が好調であったことに加えて、

グループシナジーによる主力取引先との取引拡大等もあり、売上高は９億6,513万円（前年同期比5.6％

増）となりました。 

 利益につきましては、海外シューズ事業の売上構成比が増加したことにより売上総利益率が低下しま

したが、売上高が増加したことにより営業利益は２億3,163万円（前年同期比5.2％増）となりました。

また、デリバティブ評価損を含む為替差損の影響が加わり、経常利益は１億6,601万円（前年同期比

21.0％減）、四半期純利益は、9,404万円（前年同期比27.6％減）となりました。 

  

 なお、これまで、事業の種類別セグメント情報の区分は「シューズ事業」、「資材事業」、「スリッ

パ・日用品事業」としておりましたが、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」の適用により、

当第１四半期連結累計期間より「国内シューズ事業」、「海外シューズ事業」、「資材事業」、「スリ

ッパ・日用品事業」に変更いたしました。 

 上記の事業の種類別売上高における前年同四半期との比較に関する事項は、前年同四半期の数値を変

更後の事業部門に組み替えた金額との比較によっております。 

  

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ、３億7,460万円減少し、166億

9,209万円となりました。主な要因は、現金及び預金の増加が２億4,450万円ありましたが、受取手形及

び売掛金が４億6,940万円、商品が１億138万円減少したこと等によるものであります。 

 当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ２億6,833万円減少し、20億

5,315万円となりました。主な要因は、未払法人税等の減少が２億5,122万円、支払手形及び買掛金の減

少が2,111万円あったこと等によるものであります。 

 当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ、１億627万円減少し、146億

3,894万円となりました。主な要因は、株主資本において四半期純利益の計上による利益剰余金の増加

が9,404万円あったものの、配当金の支払が１億4,253万円あったこと等により利益剰余金が4,848万円

減少したことによるものであります。 

 以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末の86.4％から87.7％となりました。 

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(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

①資産、負債及び純資産の状況
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当第１四半期連結会計期間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、

前連結会計年度末に比べ、２億4,450万円増加し66億7,211万円となりました。 

  当第１四半期連結会計期間末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、４億142万円となりました。 

 収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益が１億5,599万円、減価償却費が3,850万円、売上債権

の減少が４億7,070万円、たな卸資産の減少が１億138万円あったこと等によるものであり、支出の主な

内訳は、法人税等の支払が２億9,488万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） 

投資活動の結果使用した資金は、3,115万円となりました。 

 支出の主な内訳は、投資有価証券の取得による支出が826万円、有形固定資産の取得による支出が826

万円、無形固定資産の取得による支出が1,711万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、１億2,183万円となりました。 

 これは配当金の支払によるものであります。 

  

平成23年３月期の連結業績予想につきましては、平成22年５月17日に発表いたしました第２四半期連

結累計期間および通期の連結業績予想の数値から変更はございません。 

  

②キャッシュ・フローの状況

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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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。 

  

 会計処理基準に関する事項の変更 

①資産除去債務に関する会計基準の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成

20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号

平成20年３月31日）を適用しておりますが、これによる影響はありません。 
  

②企業結合に関する会計基準等の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年

12月26日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、

「『研究開発費等に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事

業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基

準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計

基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）を適用しております。

  

該当事項はありません。 

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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3. 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１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,669,188 6,424,680

受取手形及び売掛金 3,737,156 4,206,565

有価証券 2,929 2,928

商品 962,769 1,064,152

その他 338,785 348,696

貸倒引当金 △38,239 △48,846

流動資産合計 11,672,590 11,998,176

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,404,955 1,429,574

土地 1,904,567 1,904,567

その他（純額） 102,533 116,165

有形固定資産合計 3,412,055 3,450,306

無形固定資産 83,537 70,975

投資その他の資産

投資有価証券 688,366 716,539

その他 839,158 834,375

貸倒引当金 △3,612 △3,669

投資その他の資産合計 1,523,912 1,547,245

固定資産合計 5,019,505 5,068,527

資産合計 16,692,096 17,066,704

アシックス商事㈱（9814）　平成23年３月期第１四半期決算短信

－ 5 －



(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 509,616 530,730

未払法人税等 62,983 314,207

賞与引当金 108,664 164,000

その他 820,922 769,066

流動負債合計 1,502,187 1,778,004

固定負債

退職給付引当金 416,518 403,446

負ののれん 43,883 49,014

その他 90,562 91,018

固定負債合計 550,964 543,479

負債合計 2,053,152 2,321,483

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 10,717,400 10,765,888

自己株式 △727,407 △727,407

株主資本合計 16,501,228 16,549,715

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 17,684 29,915

繰延ヘッジ損益 △62,148 △16,590

土地再評価差額金 △1,817,820 △1,817,820

評価・換算差額等合計 △1,862,284 △1,804,495

純資産合計 14,638,944 14,745,220

負債純資産合計 16,692,096 17,066,704
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(2) 四半期連結損益計算書

  【第１四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

売上高 4,262,421 4,878,460

売上原価 2,773,357 3,357,225

売上総利益 1,489,064 1,521,235

販売費及び一般管理費 1,268,931 1,289,595

営業利益 220,133 231,639

営業外収益

保険解約返戻金 22,842 －

業務受託手数料 15,002 32,942

その他 32,167 26,152

営業外収益合計 70,012 59,095

営業外費用

売上割引 5,384 5,102

為替差損 72,510 116,537

その他 2,128 3,079

営業外費用合計 80,024 124,719

経常利益 210,121 166,015

特別利益

投資有価証券売却益 3,570 －

貸倒引当金戻入額 4,300 10,550

特別利益合計 7,870 10,550

特別損失

固定資産売却損 － 3,705

固定資産除却損 47 1,043

投資有価証券評価損 － 15,823

特別損失合計 47 20,572

税金等調整前四半期純利益 217,943 155,993

法人税等 87,960 61,948

少数株主損益調整前四半期純利益 － 94,045

少数株主利益 － －

四半期純利益 129,983 94,045
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22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 217,943 155,993

減価償却費 35,050 38,506

負ののれん償却額 △5,131 △5,131

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,537 △10,664

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,586 13,072

賞与引当金の増減額（△は減少） △54,125 △55,335

受取利息及び受取配当金 △5,630 △8,416

支払利息 1 17

固定資産売却損益（△は益） － 3,705

固定資産除却損 47 1,043

投資有価証券売却損益（△は益） △3,570 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 15,823

為替差損益（△は益） 381 3,921

売上債権の増減額（△は増加） 307,857 470,700

たな卸資産の増減額（△は増加） 61,636 101,382

その他の流動資産の増減額（△は増加） △5,213 △11,572

デリバティブ資産の増減額（△は増加） 43,343 39,470

その他の固定資産の増減額（△は増加） △326 369

仕入債務の増減額（△は減少） △121,508 △21,114

その他の流動負債の増減額（△は減少） △39,322 △65,599

デリバティブ負債の増減額（△は減少） 37,191 62,595

その他の固定負債の増減額（△は減少） △898 0

未収消費税等の増減額（△は増加） 3,581 △639

未払消費税等の増減額（△は減少） 8,804 △39,917

その他 402 △1,000

小計 487,563 687,210

利息及び配当金の受取額 6,533 9,118

利息の支払額 △1 △17

法人税等の支払額 △444,521 △294,885

営業活動によるキャッシュ・フロー 49,574 401,426
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(単位：千円)

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30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 △100,000 －

定期預金の払戻による収入 100,000 －

投資有価証券の取得による支出 △6,271 △8,267

投資有価証券の売却による収入 37,987 －

子会社株式の取得による支出 △65,033 －

有形固定資産の取得による支出 △5,599 △8,267

有形固定資産の売却による収入 8,731 9

無形固定資産の取得による支出 － △17,117

貸付けによる支出 － △2,000

貸付金の回収による収入 768 834

出資金の回収による収入 － 1,030

その他 － 2,622

投資活動によるキャッシュ・フロー △29,417 △31,157

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △120,693 △121,838

財務活動によるキャッシュ・フロー △120,693 △121,838

現金及び現金同等物に係る換算差額 △410 △3,921

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △100,946 244,508

現金及び現金同等物の期首残高 5,069,708 6,427,609

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,968,761 6,672,118
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該当事項はありません。 

  

前第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 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) 

 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。 

  

前第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。 

  

(追加情報) 

 当第１四半期連結会計期間より平成21年３月27日改正の「セグメント情報等の開示に関する会計基準」

(企業会計基準委員会 企業会計基準第17号)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指

針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第20号)を適用しております。 

(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

2,851,489 496,749 914,182 4,262,421 ― 4,262,421

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

― ― 18,697 18,697 (18,697) ―

計 2,851,489 496,749 932,879 4,281,119 (18,697) 4,262,421

営業利益 174,180 14,150 105,544 293,875 (73,742) 220,133

【所在地別セグメント情報】

【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) 481,632 423,673 905,306

Ⅱ  連結売上高(千円) ― ― 4,262,421

Ⅲ  連結売上高に占める 
    海外売上高の割合(％)

11.3 9.9 21.2

【セグメント情報】
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１  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、

経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。 

 当社グループでは、当社が靴及び靴用資材の企画・販売、子会社のニッポンスリッパ㈱がスリッパ・日

用品の企画・販売を行っております。 

 当社における靴の企画・販売については、国内販売と海外販売について、それぞれ独立した組織におい

て活動を展開しており、さらに靴用資材の販売についても、独立した事業展開を行っております。 

 以上より、当社は、「国内シューズ事業」、「海外シューズ事業」、「資材事業」及び「スリッパ・日

用品事業」の４つを報告セグメントとしております。 

 「国内シューズ事業」は、スポーツ及び一般シューズの企画・国内向け販売、「海外シューズ事業」

は、スポーツシューズの企画・海外向け販売、「資材事業」は、資材メーカーから靴用資材の一部を購入

し、国内外のシューズメーカーに販売しております。 

 さらに、「スリッパ・日用品事業」は、スリッパ及び日用品等の企画・販売を行っております。 

  

２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日) 

 
(注) １ セグメント利益の調整額△63,324千円は、全社費用であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費 

 であります。 

   ２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

該当事項はありません。 

(単位：千円)

報告セグメント
調整額

四半期連結
損益計算書
計上額

国内シュー
ズ事業

海外シュー
ズ事業

資材事業
スリッパ・
日用品事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 2,094,776 940,197 878,352 965,134 4,878,460 ― 4,878,460

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― 11,018 11,018 △11,018 ―

計 2,094,776 940,197 878,352 976,152 4,889,479 △11,018 4,878,460

セグメント利益 42,181 96,964 39,877 115,940 294,963 △63,324 231,639

(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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