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第一部【企業情報】
 

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第１期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第２期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第１期

会計期間
自平成21年４月１日
至平成21年６月30日

自平成22年４月１日
至平成22年６月30日

自平成21年４月１日
至平成22年３月31日

売上高（百万円） 18,570 26,587 82,603

経常利益（百万円） 998 3,364 7,922

四半期（当期）純利益（百万円） 592 2,032 4,377

純資産額（百万円） 27,071 31,548 29,897

総資産額（百万円） 43,938 51,658 50,139

１株当たり純資産額（円） 840.05 978.34 927.97

１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） 18.38 63.06 135.90

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純
利益金額（円）

－ － －

自己資本比率（％） 61.6 61.1 59.6

営業活動による
キャッシュ・フロー（百万円）

2,607 828 6,219

投資活動による
キャッシュ・フロー（百万円）

△541 △435 △3,880

財務活動による
キャッシュ・フロー（百万円）

△1,900 △253 △2,478

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高
（百万円）

2,008 1,879 1,711

従業員数（人） 1,162 1,194 1,180

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しており

ません。

２．売上高には消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。
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２【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更

はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

 

３【関係会社の状況】

　当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

 

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成22年６月30日現在

従業員数（人） 1,194（217）

　（注）　従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含

む。）であり、臨時雇用者数は（　）内に当第１四半期連結会計期間の平均人員を外数で記載しております。なお、臨時

雇用者には、パートタイマー及び一部の嘱託契約の雇用者を含み、派遣社員は除いております。

 

(2）提出会社の状況

 平成22年６月30日現在

従業員数（人） 16

　（注）　従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員であります。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】
(1）生産実績

　当第１四半期連結会計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 金額（百万円） 前年同四半期比（％）

貴金属リサイクル事業 19,588 －

環境保全事業 3,209 －

合計 22,798 －

　（注）１．金額は販売価格によっております。

２．上記金額には消費税等は含まれておりません。

 

(2）受注状況

　当社グループは回収量に応じて生産を行っているため、該当事項はありません。

 

(3）販売実績

　当第１四半期連結会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 金額（百万円） 前年同四半期比（％）

貴金属リサイクル事業 23,337 －

環境保全事業 3,250 －

合計 26,587 －

　（注）１．前第１四半期連結会計期間及び当第１四半期連結会計期間の主要な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売

実績に対する割合は、次のとおりであります。

相手先

前第１四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

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

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％）

Standard Bank Plc 4,502 24.2 3,396 12.8

三井物産㈱ 1,914 10.3 1,708 6.4

２．上記金額には消費税等は含まれておりません。

 

２【事業等のリスク】
当第１四半期連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業

等のリスクについての重要な変更はありません。

 

３【経営上の重要な契約等】
　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
　文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日（平成22年８月12日）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）業績の状況

当第１四半期（平成22年４月１日～平成22年６月30日）におけるわが国経済は、新興国などへの輸出の増加や生産活動

の回復により企業業績の改善がみられ、概ね回復基調で推移しました。しかし雇用及び所得の状況は依然厳しく、欧州圏の

金融不安や為替の急激な変動の影響もあり、先行き予断を許さない状況にあります。

当第１四半期連結会計期間の売上高は26,587百万円（前年同四半期比43.2％増）、営業利益は3,307百万円（前年同四

半期比214.2％増）、経常利益は3,364百万円（前年同四半期比236.9％増）、四半期純利益は2,032百万円（前年同四半期

比243.3％増）となりました。

 

セグメントの業績は次のとおりであります。

①貴金属リサイクル事業

貴金属リサイクル事業領域における金属回収量に関して、金は前年同期並みの実績となり、銀・プラチナ・パラジウム

・インジウムは前年同期実績を上回りました。金属市場価格は高水準で推移し、すべての金属の平均販売単価は前年同期

実績を上回りました。

この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は23,337百万円、営業利益は2,960百万円となりました。

 

②環境保全事業
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環境保全事業領域に関して、汚泥・廃油・廃試薬などの取扱量は前年同期実績を上回りました。廃液及び医療系廃棄物

の取扱量は安定的に推移しました。

この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は3,250百万円、営業利益は346百万円となりました。

 

(2）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、前連結会計年度末より168百万円

増加し、当第１四半期連結会計期間末には1,879百万円となりました。

当第１四半期連結会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）

当第１四半期連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は828百万円（前年同四半期比68.2％減）となりまし

た。

　これは主に、税金等調整前四半期純利益3,366百万円（前年同四半期比237.7％増）、減価償却費457百万円（前年同四半

期比11.2％減）、たな卸資産の増加及び法人税等の支払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）

　当第１四半期連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は435百万円（前年同四半期比19.6％減）となりまし

た。

　これは主に、尼崎工場及び韓国アサヒプリテック株式会社等における有形固定資産取得による支出392百万円（前年同四

半期比217.7％増）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）

　当第１四半期連結会計期間において財務活動の結果使用した資金は253百万円（前年同四半期比86.7％減）となりまし

た。

これは主に、借入金の純増加額500百万円（前年同四半期は1,100百万円の減少）及び配当金の支払額798百万円（前年

同四半期比0.6％増）によるものであります。

 

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(4）研究開発活動

当第１四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、100百万円であります。

なお、当第１四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
 

EDINET提出書類

アサヒホールディングス株式会社(E21187)

四半期報告書

 5/24



第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

 

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 129,000,000

計 129,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現在
発行数（株）
（平成22年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成22年８月12日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 36,254,344 36,254,344
東京証券取引所
市場第一部

単元株式数
100株

計 36,254,344 36,254,344 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成22年４月１日～
平成22年６月30日

－ 36,254,344 － 4,480 － 6,054

 

（６）【大株主の状況】

　　　　　大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。
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（７）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載する

ことができないことから、直前の基準日（平成22年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

   平成22年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 3,516,900 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式32,644,300 326,443 －

単元未満株式 普通株式　　93,144 － －

発行済株式総数 36,254,344 － －

総株主の議決権 － 326,443 －

 

②【自己株式等】

   平成22年６月30日現在

所有者の氏名又は
名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

アサヒホールディ
ングス㈱

神戸市中央区加納
町四丁目４番17号

3,516,900 － 3,516,900 9.70

計 － 3,516,900 － 3,516,900 9.70

　（注）　当社は「従業員持株会連携型ESOP」の導入に伴い、平成22年２月16日付で自己株式の一部を㈱三井住友銀行（アサヒ従

業員持株会信託口）に譲渡しておりますが、上記自己名義所有株式数には当該株式を含めておりません。

 

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成22年
４月

５月 ６月

最高（円） 1,692 1,792 2,085

最低（円） 1,561 1,500 1,636

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

 

３【役員の状況】

　　　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】
１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64

号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、前第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び前第１四半期連結累計期間（平成

21年４月１日から平成21年６月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第１四半期連結会計期間（平

成22年４月１日から平成22年６月30日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日ま

で）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年

６月30日まで）及び前第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表並びに当第１四半期連結会計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平

成22年４月１日から平成22年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レ

ビューを受けております。
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１【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 2,455 2,263

受取手形及び売掛金 4,482 4,037

商品及び製品 4,211 4,250

仕掛品 9,060 8,327

原材料及び貯蔵品 711 616

その他 2,754 2,867

貸倒引当金 △9 △8

流動資産合計 23,666 22,354

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 8,635 8,751

土地 12,532 12,440

その他（純額） 4,256 3,964

有形固定資産合計 ※1
 25,424

※1
 25,156

無形固定資産

のれん 1,514 1,571

その他 551 567

無形固定資産合計 2,066 2,139

投資その他の資産 ※2
 499

※2
 489

固定資産合計 27,991 27,784

資産合計 51,658 50,139

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,986 2,161

短期借入金 12,949 12,449

未払法人税等 1,043 2,304

賞与引当金 324 721

役員賞与引当金 3 15

修繕引当金 36 124

その他 2,311 2,048

流動負債合計 19,655 19,825

固定負債

退職給付引当金 207 179

その他 247 237

固定負債合計 454 416

負債合計 20,109 20,241
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（単位：百万円）

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)

純資産の部

株主資本

資本金 4,480 4,480

資本剰余金 6,060 6,054

利益剰余金 26,670 25,444

自己株式 △5,875 △5,917

株主資本合計 31,336 30,061

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 17 14

繰延ヘッジ損益 194 △152

為替換算調整勘定 △0 △26

評価・換算差額等合計 211 △164

純資産合計 31,548 29,897

負債純資産合計 51,658 50,139
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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：百万円）

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 18,570 26,587

売上原価 16,490 22,128

売上総利益 2,080 4,458

販売費及び一般管理費 ※
 1,027

※
 1,151

営業利益 1,052 3,307

営業外収益

受取利息 1 7

受取配当金 0 0

負ののれん償却額 0 －

為替差益 － 54

その他 14 10

営業外収益合計 17 72

営業外費用

支払利息 16 10

創立費 31 －

為替差損 17 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 3

その他 5 1

営業外費用合計 71 15

経常利益 998 3,364

特別利益

固定資産売却益 0 1

特別利益合計 0 1

特別損失

固定資産除却損 1 0

固定資産売却損 0 0

特別損失合計 2 0

税金等調整前四半期純利益 996 3,366

法人税、住民税及び事業税 51 1,017

法人税等調整額 353 316

法人税等合計 404 1,333

少数株主損益調整前四半期純利益 － 2,032

四半期純利益 592 2,032
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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 996 3,366

減価償却費 515 457

のれん償却額 55 56

負ののれん償却額 △0 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 24 27

受取利息及び受取配当金 △1 △7

支払利息 16 10

固定資産除売却損益（△は益） 2 △1

売上債権の増減額（△は増加） △183 △444

たな卸資産の増減額（△は増加） 993 △788

仕入債務の増減額（△は減少） 436 824

未払金の増減額（△は減少） △159 333

その他 35 △809

小計 2,730 3,024

利息及び配当金の受取額 1 9

利息の支払額 △16 △10

法人税等の支払額 △108 △2,239

法人税等の還付額 － 43

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,607 828

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 － △576

定期預金の払戻による収入 － 576

差入保証金の回収による収入 3 22

有形固定資産の取得による支出 △123 △392

有形固定資産の売却による収入 2 4

無形固定資産の取得による支出 △397 △21

その他 △27 △48

投資活動によるキャッシュ・フロー △541 △435

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） △1,100 500

長期借入金の返済による支出 △3 －

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △2 △3

自己株式の取得による支出 △0 △0

自己株式の売却による収入 － 48

配当金の支払額 △793 △798

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,900 △253

現金及び現金同等物に係る換算差額 18 29

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 184 168

現金及び現金同等物の期首残高 1,824 1,711

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 2,008

※
 1,879
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【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】

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

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。

なお、これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽

微であります。

(2）「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の

取り扱い」の適用

当第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号　

平成20年３月10日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取り扱

い」（実務対応報告第24号　平成20年３月10日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っ

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四半期純利益に与える影響はあ

りません。

(3）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。

(4）棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成20年９月26日）が

平成22年３月31日以前に開始する連結会計年度から適用できることになったことに伴

い、前第２四半期の四半期報告書において、第１四半期連結会計期間から当会計基準を適

用し、棚卸資産の評価方法を後入先出法から総平均法に変更しております。

この結果、従来の方法によった場合と比較して、当第１四半期連結累計期間の営業利

益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ701百万円増加しております。

また、棚卸資産の評価方法変更による原価計算システムの構築が第１四半期末には完

了していなかったため、前第１四半期連結会計期間末における棚卸資産の評価方法は後

入先出法を適用しております。前第１四半期連結会計期間において、棚卸資産の評価方法

の変更が行われた場合、前第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整

前四半期純利益は、それぞれ162百万円減少いたします。

 

【表示方法の変更】

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

（四半期連結損益計算書）

　「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）に基づく「財務諸表等の用語、様式及

び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用により、当第１四

半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。

 

【簡便な会計処理】

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

法人税等並びに繰延税金

資産及び繰延税金負債の算

定方法

　法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なも

のに限定する方法によっております。

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、か

つ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度におい

て使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっておりま

す。
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【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　該当事項はありません。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

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
（平成22年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額

 

 16,574百万円

　

 

 16,202百万円

　

※２．資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額 ※２．資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

 

投資その他の資産 6百万円

　

 

投資その他の資産 6百万円

　

 

（四半期連結損益計算書関係）

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）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次

のとおりであります。

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次

のとおりであります。

 

役員報酬 28百万円

給料手当 324

賞与 17

賞与引当金繰入額 62

退職給付費用 4

研究開発費 79

減価償却費 59

のれん償却額 53

　

 

役員報酬 29百万円

給料手当 348

賞与 32

賞与引当金繰入額 71

役員賞与引当金繰入額 3

退職給付費用 7

貸倒引当金繰入額 1

研究開発費 100

減価償却費 65

のれん償却額 55

　

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成21年６月30日現在） （平成22年６月30日現在）

 

現金及び預金勘定 2,008百万円

現金及び現金同等物 2,008

　

 

現金及び預金勘定 2,455百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △576

現金及び現金同等物 1,879
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（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成22年６月30日）及び当第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）

１．発行済株式の種類及び総数

　　普通株式　　　　　　　　　　36,254千株

 

２．自己株式の種類及び株式数

　　普通株式　　　　　　　　　　 4,007千株

（注）自己株式数には、㈱三井住友銀行（アサヒ従業員持株会信託口）（以下「信託口」という。）が所有する当社

株式490千株が含まれております。これは、平成22年２月に実施した信託口への自己株式の処分について、会計

処理上、当社と信託口が一体のものであると認識し、信託口が所有する当社株式を自己株式として計上してい

るためであります。

 

３．配当に関する事項

　配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年５月13日
取締役会

普通株式 805 25.00平成22年３月31日平成22年５月28日利益剰余金

（注）配当金の総額には、従業員持株会信託口に対する配当金12百万円を含めておりません。これは従業員持株会信託口が所

有する連結財務諸表提出会社株式を自己株式として認識しているためであります。

 

（セグメント情報等）

【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21年４月１日　至平成21年６月30日）

 
貴金属リサイ
クル事業
（百万円）

環境保全事業
（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 15,712 2,857 18,570 － 18,570

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － － －

計 15,712 2,857 18,570 － 18,570

営業利益 1,513 207 1,721 (　668) 1,052

　（注）１．製品（商品及び役務を含む）の種類、性質の類似性を考慮し事業区分を行っております。

２．各事業の内容

(1）貴金属リサイクル事業：主として貴金属原材料の回収・再生・加工・販売及び貴金属回収装置の製造・販売・

賃貸

(2）環境保全事業：主として産業廃棄物の無害化処理

 

【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21年４月１日　至平成21年６月30日）

　全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略

しております。

 

【海外売上高】

　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）

　海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。
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【セグメント情報】

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。

当社は純粋持株会社としてグループ全体の戦略機能を担い、各事業会社は貴金属・希少金属等のリサイクル事業

及び産業廃棄物処理その他の環境保全事業に従事しております。

従って、当社は、事業部門を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「貴金属リサイクル

事業」及び「環境保全事業」の２つを報告セグメントとしております。

「貴金属リサイクル事業」は、貴金属含有スクラップ等から、金・銀・パラジウム・プラチナ・インジウム等の

貴金属・希少金属をリサイクルし、販売することを主たる業務としております。「環境保全事業」は、産業廃棄物の

収集運搬及び中間処理を主たる業務としております。

 

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）

（単位：百万円）

 
貴金属リサイ
クル事業

環境保全事業 合計

売上高    

外部顧客への売上高 23,337 3,250 26,587

セグメント間の内部売上高又は
振替高

－ － －

計 23,337 3,250 26,587

セグメント利益 2,960 346 3,307

（注）セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

 

（追加情報）

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成21年３

月27日）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」（企業会計基準適用指針第20号　平成20年３月

21日）を適用しております。

 

（金融商品関係）

　該当事項はありません。

 

（有価証券関係）

　有価証券につきましては、企業集団の事業の運営において重要なものではないため記載を省略しております。

 

（デリバティブ取引関係）

　該当事項はありません。

 

（ストック・オプション等関係）

該当事項はありません。

 

（企業結合等関係）

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

アサヒホールディングス株式会社(E21187)

四半期報告書

18/24



（資産除去債務関係）

該当事項はありません。

 

（賃貸等不動産関係）

該当事項はありません。

 

（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

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
（平成22年３月31日）

 

１株当たり純資産額 978.34円
　

 

１株当たり純資産額 927.97円
　

 

２．１株当たり四半期純利益金額

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）

 

１株当たり四半期純利益金額 18.38円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい
ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
　

 

１株当たり四半期純利益金額 63.06円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい
ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
　

　（注）　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
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）

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）

１株当たり四半期純利益金額   

四半期純利益（百万円） 592 2,032

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 592 2,032

期中平均株式数（千株） 32,215 32,228

　「アサヒ従業員持株会信託口」が所有する当社株式（当第１四半期連結会計期間末490,700株）については、連結財務

諸表において自己株式として認識しているため、当第１四半期連結累計期間の「期中平均株式数」は、当該株式が控除

されております。
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（重要な後発事象）

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

１．当社取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権の発行

当社は、平成22年６月18日開催の取締役会において、平成22年６月16日開催の当社第１期定時株主総会の決議に基づ

き、当社取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権の発行について、下記のとおり決議し、平成22年７

月９日に対象者へ付与いたしました。

(1）新株予約権の総数

800個

(2）新株予約権の目的となる株式の種類及び数

当社普通株式　80,000株

(3）新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数

当社取締役　４名　800個

(4）新株予約権の行使に際しての払込価額

193,500円（１株当たり1,935円）

(5）新株予約権の行使期間

平成24年７月10日から平成27年７月９日まで

(6）新株予約権の行使の条件

新株予約権の割当てを受けた対象者は、権利行使時において当社、当社子会社または当社関連会社の取締役、監査

役または使用人の地位にあることを要する。ただし、当社、当社子会社または当社関連会社の取締役、監査役を任期

満了により退任した場合、または定年退職した場合など、当社取締役会が特別に認めた場合はこの限りでない。

(7）新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の第三者への譲渡、質入その他一切の処分は、別途取締役会の承認がない限り認めないものとする。

(8）新株予約権の割当日

平成22年７月９日

 

２．当社子会社取締役及び使用人に対するストック・オプションとしての新株予約権の発行

当社は、平成22年６月18日開催の取締役会において、平成22年６月16日開催の当社第１期定時株主総会の決議に基づ

き、当社子会社取締役及び使用人に対するストック・オプションとしての新株予約権の発行について、下記のとおり決

議し、平成22年７月９日に対象者へ付与いたしました。

(1）新株予約権の総数

1,220個

(2）新株予約権の目的となる株式の種類及び数

当社普通株式　122,000株

(3）新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数

当社子会社取締役及び使用人　15名　1,220個

(4）新株予約権の行使に際しての払込価額

193,500円（１株当たり1,935円）

(5）新株予約権の行使期間

平成24年７月10日から平成27年７月９日まで

(6）新株予約権の行使の条件

新株予約権の割当てを受けた対象者は、権利行使時において当社、当社子会社または当社関連会社の取締役、監査

役または使用人の地位にあることを要する。ただし、当社、当社子会社または当社関連会社の取締役、監査役を任期

満了により退任した場合、または定年退職した場合など、当社取締役会が特別に認めた場合はこの限りでない。

(7）新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の第三者への譲渡、質入その他一切の処分は、別途取締役会の承認がない限り認めないものとする。

(8）新株予約権の割当日

平成22年７月９日
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（リース取引関係）

　該当事項はありません。

 

２【その他】

（剰余金の配当）

　平成22年５月13日開催の取締役会において、平成22年３月31日を基準日として、剰余金の配当（期末）を行うことを次の

とおり決議いたしました。

① 配当金の総額 805百万円

② １株当たり配当額 １株当たり25円

③ 効力発生日 平成22年５月28日
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
 

　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

 

平成21年８月12日

アサヒホールディングス株式会社

取締役会　御中

 

新日本有限責任監査法人

 

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 千葉　彰　　　印

 

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 竹野　俊成　　印

 

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 垂井　健　　　印

 

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているアサヒホールディン

グス株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成21年４月１

日から平成21年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書につ

いて四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四

半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、アサヒホールディングス株式会社及び連結子会社の平成21年６月30日現

在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表

示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

 

平成22年８月12日

アサヒホールディングス株式会社

取締役会　御中

 

新日本有限責任監査法人

 

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 千葉　彰　　　印

 

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 竹野　俊成　　印

 

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 垂井　健　　　印

 

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているアサヒホールディン

グス株式会社の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成22年４月１

日から平成22年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書につ

いて四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四

半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、アサヒホールディングス株式会社及び連結子会社の平成22年６月30日現

在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表

示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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