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株主・投資家の皆様には平素は格別のご支援を

賜り深く感謝申し上げます。

当社グループの平成27年4月1日より9月30日

までの報告書をお届けして、当社の状況をご説

明申し上げます。

トップインタビュー
Top Interview

代表取締役社長

第96期上半期を振り返ってのご説明を
お願いします。Q

A 　当第2四半期連結累計期間における経済
情勢は、国内は雇用・所得環境の改善と原油

価格の安定化は見られましたが個人消費の回復は
遅れ、鉱工業生産も弱含みとなりました。海外では
TPP交渉が大詰めを迎えるなか、米国経済は引き続
き好調を維持しましたが、中国をはじめとする新興
国経済に一段の景気減速への懸念が強まりました。
また、米国金融政策に係わる市場予測の影響により
為替相場は円安が定着したことで、輸入製品価格が
高止まりするなど厳しい事業環境が継続しました。
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どのような取り組みをされたのか
具体的にご説明ください。Q

A 　このような事業環境の下、当社グループは
企業価値の増大を目指して、ブランド力・魅

力ある商品創りと製品の拡販に注力してまいりまし
た。具体的には省エネルギー関連製品、環境対応製
品、スポーツ健康関連製品など成長分野と、インフ
ラ整備、防災関連分野およびグローバル化へと積極
的な事業展開を推進するとともに徹底したコストダ
ウンに取り組んでまいりました。
　その結果、当第2四半期連結累計期間の業績は、
売上高42,244百万円（前年同四半期比0.5％増）、
営業利益547百万円（前年同四半期比27.8％増）、
経常利益926百万円（前年同四半期比60.4％増）、
親会社株主に帰属する四半期純利益1,767百万円
（前年同四半期比85.5％増）となりました。
　なお、まことに不本意ではございますが、通期業
績予想を踏まえて中間配当につきましては実施を見
送らせていただきました。

今後に向けての事業展開について
ご説明ください。Q

A 　今後の経済見通しは、アジア新興国等の景
気が下振れし、わが国の景気に影響を与える

リスクはありますが、雇用・所得環境の改善傾向は継続
すると考えられ、2020年の東京オリンピック・パラリン
ピック開催にむけて関連市場の活性化が期待されて
いるところであります。当社グループは引き続き成長
分野へ積極的な投資と事業展開を行ってまいります。

最後に株主・投資家の皆様に向けて
一言お願いします。Q

A 　当社グループは持続的な成長と企業価値
の増大を目指して、グローバルな視点で見た

優位性を活かすとともに独自技術を発揮した製品開
発に注力し、社会から求められる企業集団として最善
の努力をしてまいります。
　株主・投資家の皆様におかれましては一層のご支援
を賜りますようお願い申し上げます。
� 平成27年12月

（百万円）

平成26年度
第95期
第2四半期

平成27年度
第96期
第2四半期

42,24442,052

売上高

0.5％増 60.4％増 85.5％増

（前年同四半期比）＋191百万円 （前年同四半期比）＋348百万円 （前年同四半期比）＋814百万円

577

（百万円）

平成26年度
第95期
第2四半期

平成27年度
第96期
第2四半期

926

経常利益
（百万円）

1,767

952

平成26年度
第95期
第2四半期

平成27年度
第96期
第2四半期

親会社株主に帰属する四半期純利益
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アキレス・ソルボ

セグメント別事業の概況
Business Review

シューズ事業　
▪売上高　　8,555百万円（前年同四半期比 4.9％減）

　ジュニアスポーツシューズのトップブランド「瞬足」と

高機能スーパークッション「ソルボセイン」を搭載した

「アキレス・ソルボ」は、コストアップを吸収するための販

売価格改定が影響し、いずれも前年売上を下回りまし

た。一方、20㎞歩けるパンプス「ALL�DAY�Walk」は引

き続き好評でしたが、シューズ事業全体では前年売上

を下回りました。

今シーズンの「瞬足」はTVCMに登場の「SYUNSOKU�
TYPE-R」が人気で、部活を頑張る子ども達に向けた「瞬足
JAPAN」や足育宣言のもと継続展開している「瞬足そくい
く」内履き・外履き兼用シューズも好評を得ています。

販売が好調なアキレス・ソルボ。歩きやすく、疲れにくい
快適な歩行をサポートするウォーキングシューズです。
9月には同ブランドの中価格帯カテゴリーとして「アキレス・
ソルボ　スタンダード」シリーズを発売し、更なる顧客層
拡大を目指します。

20.3%
シューズ事業

「瞬足JAPAN」

「SYUNSOKU TYPE-R」

「瞬足そくいく」
内履き・外履き兼用シューズ
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プラスチック事業　
▪売上高　　18,969百万円（前年同四半期比 0.1％減）

　車輌内装用資材は、堅調な北米マーケット向けの伸長

がありましたが、国内自工メーカーの減産、中国・東南アジ

アマーケットの減速により、ほぼ前年並みの売上となりま

した。

　フイルムの国内事業は、海外向けの窓用と工業資材用

が好調に推移したものの、国内向けの産業用と一般用が

低迷し、前年売上を下回りました。北米事業は、医療用等

が好調に推移しましたが、文具用は苦戦しました。農業分

野は、農業用ハウスの需要低迷により、前年売上を大きく

下回りました。

　建装資材は、消費増税駆け込み需要の反動による建築

関連市場低迷の影響が続き、床材・壁材ともに前年売上を

下回りました。

　引布商品は、内需向けボート、内需テントが好調で、前

年売上を上回りました。

合成皮革「カブロン」は、ソフトで高級
な質感と耐久性を活かし、自動車内装
材から、航空機・鉄道車輌、家具にいた
るまで広く使用されています。

四季を通して快適な屋外空間の創造
をお手伝いする屋外窓用フィルムが、
巻き上げ式システムの普及により海
外で評価を得ています。

寒冷地等へ対応する、二重天幕構造の
最新型エアーテントです。
断熱性能の向上や結露抑制などの性
能が評価され、過酷な救助活動のベー
ステントとして採用が広がっています。

合成皮革「カブロン」 海外向け窓用フィルム エアーテント「A-66WR」

プラスチック事業

44.9%
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産業資材事業　
▪売上高　　14,718百万円（前年同四半期比 4.7％増）

　ウレタンは、マットレス「フレアベル」が伸長、またリビン

グ・車輌用ともに好調に推移し、前年売上を大きく上回り

ました。

　断熱資材は、ボード製品、システム製品ともに建材用の

回復が遅れ、またスチレン製品は加工品、パネル製品は畜

産と簡易ハウス向けが低迷し、前年売上を下回りました。

　工業資材は、静電気対策品が海外主要顧客の在庫調

整により苦戦しましたが、RIM成形品が海外市場向けで

伸長し、前年売上を上回りました。

「フレアベル�EU」はヨーロッパの最新
技術「ヘルシースリーピングユニット」
（樹脂製ユニット）を初めて導入した
マットレスです。身体の動きに柔軟に
フィットしながら自然な寝姿勢が維持
でき、好評を得ています。

ますます微細化する半導体に静電気
対策技術を活かし、安全に運ぶために
開発されたカバーテープ。車載、通信
市場のニーズが高まる世界の電子業
界を、見えないところで支えています。

ノンフロン高性能硬質ウレタンフォー
ムに、遮熱性能の優れたアルミ箔面材
を組み合わせた断熱材です。経時断
熱性能に優れ、木造住宅への外張り工
法で省エネルギーに貢献しています。

フレアベル EU カバーテープキューワンボード

産業資材事業

34.8%
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連結財務諸表
Consolidated Financial Statements

● 四半期連結貸借対照表 （単位：百万円）

科目 前第2四半期
平成26年9月30日現在

当第2四半期
平成27年9月30日現在

前期
平成27年3月31日現在

【資産の部】

流動資産 49,211 48,695 49,270

固定資産 25,851 28,458 28,706

有形固定資産 17,730 18,122 19,067

無形固定資産 665 601 672

投資その他の資産 7,455 9,735 8,966

資 　 産 　 合 　 計 75,062 77,154 77,976

【負債の部】

流動負債 24,551 26,202 28,188

固定負債 9,222 6,038 6,236

負 　 債 　 合 　 計 33,773 32,240 34,424

【純資産の部】

株主資本 40,540 41,897 40,872

その他の包括利益累計額 748 3,015 2,679

純 資 産 合 計 41,288 44,913 43,552

負債・純資産合計 75,062 77,154 77,976

注記　百万円未満の端数は切り捨てて表示しております。

● 四半期連結損益計算書 （単位：百万円）

科目
前第2四半期
平成26年4月 1 日から
平成26年9月30日まで

当第2四半期
平成27年4月 1 日から
平成27年9月30日まで

前期
平成26年4月 1 日から
平成27年3月31日まで

売上高 42,052 42,244 89,056

売上原価 34,281 33,929 72,775

売上総利益 7,771 8,314 16,281

販売費及び一般管理費 7,342 7,767 15,367

営業利益 428 547 913

営業外収益 256 442 713

営業外費用 107 64 146

経常利益 577 926 1,480

特別利益 169 1,873 726

特別損失 290 256 415

税金等調整前四半期（当期）純利益 456 2,543 1,790

法人税、住民税及び事業税 290 281 525

法人税等調整額 △786 494 △22

四半期（当期）純利益 952 1,767 1,287

親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益 952 1,767 1,287

注記　百万円未満の端数は切り捨てて表示しております。

● 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円）

科目
前第2四半期
平成26年4月 1 日から
平成26年9月30日まで

当第2四半期
平成27年4月 1 日から
平成27年9月30日まで

前期
平成26年4月 1 日から
平成27年3月31日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,796 2,974 2,201

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,315 332 △2,746

財務活動によるキャッシュ・フロー △534 △765 △586

現金及び現金同等物に係る換算差額 △72 14 242

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △125 2,556 △889

現金及び現金同等物の期首残高 8,015 7,126 8,015

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高 7,889 9,682 7,126

注記　百万円未満の端数は切り捨てて表示しております。
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トピックス
Topics

　平成27年8月3日からアキレス・ソルボで初となるTVCMを開始いたしました。
　アキレス・ソルボは踵部に搭載した高機能スーパークッション「SORBOTHANE（ソルボセイン）」、

足裏の動きに合わせて屈曲する「ポリウレタンソール」、足裏に立体的に
フィットして足の負担を軽減する「アナトミー設計」により、歩きやすく、
疲れにくいウォーキングシューズです。
　CMでは、「その靴は、地面を忘れる。」というキャッチコピーと、空を歩く
女性のビジュアルにより、その履き
心地を、センスとインパクトをもって
クオリティ高く表現しております。

「アキレス・ソルボ」ニュース

シューズ事業

「Achilles THE NEXT（マテリアル&プロダクト展2015）」開催

　平成27年10月7日・8日にベルサール新宿グランドにて、アキレスの技術・製品・サービスをお取引先様にご紹介す
る「Achilles THE NEXT（マテリアル&プロダクト展2015）」を
開催いたしました。
　会場では、人々の健康や快適な暮らしをメインテーマとし、
9つの製品分野別に紹介するとともに、計12のテーマでプレ
ゼンテーションを実施いたしました。
　2日間にわたり、約1,900名の方にご来場いただき、会場内
は活気にあふれ盛会のうちに幕を閉じました。
　当社は、「Achilles THE NEXT」を通じ、事業の拡大に注力
するとともに、さらなる発展に努めてまいります。

放映時期／地域 ：平成27年8月3日（月）より全国にて放映
放映時間：月曜19:56～20:54「世界まる見え！テレビ特捜部」内
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　平成27年6月より当社は世界に向け、更に飛躍し
発展するために、ブランド名称を『SORBO』（ソルボ）

から世界統一ブランドである『SORBOTHANE』（ソルボセイン）
に改め、それにともない、新ロゴマークに変更いたしました。
　これを機にお客様により貢献するため、より良い商品の開発と
サービスを提供してまいります。今後とも新ブランド名称と新ロ
ゴマークとともに、ご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。
　新ロゴマークによる商品として、現在ご好評をいただいており
ますNEW『ソルボライト』は、一体成型で本体にデザインした意
匠により屈曲性とフィット感が向
上し、優れた衝撃吸収力で、足へ
の負担を軽減します。

　平成27年7月26日、岩手県盛岡市では夏
の風物詩ともなっている、「盛岡・北上川ゴム

ボート川下り大会」が開催されました。このイベントは2人
でゴムボートに乗り、約8kmのコースを時間で競うレース
と、仮装の楽しさで競うフリーレースで行われています。今
年で39回目となるこの大会は多くのアキレスボートユー

ザ ー が 参 加して
おり、当社も運営
スタッフに協力し
ております。今年
はスイスの 大 会
を上回る参加規模でギネス記録を奪還しました。これからもアキレス
ボートユーザーの笑顔とともにこの大会をサポートしてまいります。

新ブランド名・ロゴマークのご案内

「盛岡・北上川ゴムボート川下り大会」開催

プラスチック事業

産業資材事業
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会社概要／株式の状況
Corporate Data / Stock Information

● 会社概要（平成27年9月30日現在）
設 立 昭和22年5月
資 本 金 14,640,795,671円
従 業 員 数 1,374名
本 社 〒169-8885

東京都新宿区北新宿二丁目21番1号
新宿フロントタワー

関 西 支 社 〒530-0005
大阪市北区中之島二丁目2番7号
中之島セントラルタワー23階

営 業 所 北海道営業所／東京営業所
大阪営業所／九州営業所
その他4営業所

● 株式の総数等（平成27年9月30日現在）
発行可能株式総数 700,000,000株
発行済株式の総数 190,627,147株
株主数 16,986名
● 株式分布状況（平成27年9月30日現在）

● 大株主（平成27年9月30日現在）

株主名 持株数（千株） 持株比率（％）
株式会社みずほ銀行 9,185 4.96
東京アキレス協和会 6,902 3.73
足利アキレス協和会 5,654 3.06
株式会社三菱東京UFJ銀行 4,403 2.38
みずほ信託銀行株式会社 4,318 2.33
朝日生命保険相互会社 4,315 2.33
大阪アキレス協和会 4,121 2.23
三井住友海上火災保険株式会社 3,948 2.13
株式会社足利銀行 3,436 1.86
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 3,308 1.79
注記　��上記のほか、当社保有の自己株式5,572千株があり、持株比率は自己株式

を除いて算出しております。
注記　��上記のほか、当社保有の自己株式5,572千株があります。

金融機関 61,207,767株
33.08％

証券会社 966,574株 0.52％
外国法人等 17,780,041株 9.61％

個人・その他 81,536,342株
44.06％

その他国内法人 23,564,149株 12.73％

● 役員（平成27年9月30日現在）
代表取締役社長 伊　藤　　　守 　

専 務 取 締 役 小　林　英　明 （製造部門管掌）

常 務 取 締 役 美　濃　　　眞 （��営業部門統轄兼プラスチック部門担当）

取　　締　　役 藤　澤　　　稔 （経理本部長兼経営企画本部長）

取　　締　　役 日　景　一　郎 （��営業部門統轄補佐兼産業資材部門担
当兼購買本部長）

取　　締　　役 荒　木　謙一郎 （��CSR担当兼人事総務本部長兼コンプ
ライアンス本部長）

取　　締　　役 永　島　照　明 （��シューズ部門担当兼シューズ事業部
長兼シューズ営業本部長）

取　　締　　役 米　竹　孝一郎
常 勤 監 査 役 富　川　　　隆
常 勤 監 査 役 山　田　　　茂
監　　査　　役 近　野　　　博
監　　査　　役 須　藤　昌　子
注記　��1．��取締役米竹孝一郎氏は、社外取締役であります。
　　　��2．��監査役近野博氏および須藤昌子氏の両氏は、社外監査役であります。

● 執行役員（平成27年9月30日現在）
執　行　役　員 柏　瀬　功　次 （建装事業部長兼デザインセンター長）

執　行　役　員 山　本　勝　治 （��ウレタン事業部長兼支社ウレタン販
売部長）

執　行　役　員 小　林　一　俊 （��品質保証本部長兼安全環境担当兼滋
賀地区製造担当兼環境安全推進部長）

執　行　役　員 大　蔵　孝　也 （車輌資材事業部長）

執　行　役　員 木　村　正　典 （��製造部門管掌補佐兼製造管理本部長
兼生産革新担当）

執　行　役　員 宮　嵜　　　徹 （関西支社長兼支社断熱資材販売部長）

執　行　役　員 嶋　倉　茂　夫 （��プラスチック製造本部長兼プラス
チック工場長）

執　行　役　員 松　田　光　弘 （断熱資材事業部長）

執　行　役　員 鈴　木　卓　郎 （ACHILLES�USA,INC.社長）

　
工 場 足利第一工場／足利第二工場

滋賀第一工場／滋賀第二工場
美唄工場／九州工場

主な連結対象子会社 ACHILLES�USA,INC.
阿基里斯（上海）国際貿易有限公司
アキレスコアテック㈱
関東アキレスエアロン㈱
大阪アキレスエアロン㈱
その他17社
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株主メモ

ジュニアスポーツシューズのトップブランド「瞬足」
と、高機能スーパークッション「SORBOTHANE」を
踵部に装着し、歩きやすく、疲れにくいウォーキング
シューズ「ACHILLES SORBO（アキレス・ソルボ）」、
そして医療の現場から生まれた衝撃吸収素材

「SORBOTHANE」の特性を活かしたサポーター、
インソールなどを1,000株以上ご所有の株主の皆
様に、ご優待価格でお買い求めいただけます。

お問い合わせは、当社「株主優待係」まで
（電話03-5338-9205）

株 主 優 待 の ご 案 内

事 　 業 　 年 　 度 毎年４月１日から翌年３月31日まで
剰余金の配当基準日 ３月31日
 中間配当を実施するときは９月30日
定 時 株 主 総 会 ６月中 
単　元　株　式　数 1,000株
株 主 名 簿 管 理 人 東京都中央区八重洲一丁目２番１号
 みずほ信託銀行株式会社

証券会社等に口座をお持ちの場合 証券会社等に口座をお持ちでない場合
（特別口座の場合）

郵便物送付先

お取引の証券会社等になります。

〒168-8507　東京都杉並区和泉2-8-4
みずほ信託銀行　証券代行部

電話お問い合わせ先 フリーダイヤル　0120-288-324
（土・日・祝日を除く 9：00〜17：00）

各種手続お取扱店
（  住所変更、株主配当金

受取り方法の変更等）

みずほ証券
　本店および全国各支店
　プラネットブース（みずほ銀行内の店舗）
みずほ信託銀行
　本店および全国各支店（トラストラウンジ除く）

未払配当金のお支払
みずほ信託銀行　本店および全国各支店

みずほ銀行　本店および全国各支店
（みずほ証券では取次のみとなります）

ご注意
支払明細発行については、右の「特
別口座の場合」の郵便物送付先・電
話お問い合わせ先・各種手続お取扱
店をご利用ください。

特別口座では、単元未満株式の買取・買増以外の株式売買はできませ
ん。証券会社等に口座を開設し、株式の振替手続を行っていただく必
要があります。
みずほ証券で単元未満株式の買増請求手続きをされる場合は、事前に
みずほ信託銀行が指定する口座に送金していただく必要があります。

公 　 告 　 方 　 法  電子公告（http://www.achilles.jp）
   ただし、やむを得ない事由によって、電子公告による公告をすることができない場合には、日本経済新聞

に掲載して行います。
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