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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年9月30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 ％

26年3月期第2四半期 47,884 △2.9 5,259 81.6 5,394 82.5 3,276 110.7
25年3月期第2四半期 49,324 △32.2 2,896 △51.5 2,955 △51.0 1,555 △55.4

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 3,571百万円 （168.9％） 25年3月期第2四半期 1,328百万円 （△73.8％）

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

26年3月期第2四半期 100.76 ―
25年3月期第2四半期 47.97 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 60,920 44,681 73.1
25年3月期 62,260 42,012 67.3
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  44,540百万円 25年3月期  41,875百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無   

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

25年3月期 ― 30.00 ― 30.00 60.00
26年3月期 ― 30.00
26年3月期（予想） ― 30.00 60.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 93,000 △3.5 9,000 20.1 9,100 16.7 5,400 19.5 165.92



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
・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
半期連結財務諸表に対するレビュー手続は終了しておりません。 

※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、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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、添付資料Ｐ.２「１.当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説
明」をご覧ください。 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期2Q 36,254,344 株 25年3月期 36,254,344 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 3,714,472 株 25年3月期 3,756,439 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 32,519,015 株 25年3月期2Q 32,422,126 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

（１）経営成績に関する説明 

当第２四半期連結累計期間（平成25年４月１日～平成25年９月30日）におけるわが国経済は、新政権による経済政策

や金融緩和策を背景に、円高の是正や株価の好転など、一部に回復の兆しが見え始めたものの、依然として先行き不透

明な状況が続いております。 

このような経済情勢の下、貴金属リサイクル事業領域においては、金・パラジウム等の回収量が前年同期実績を上回

りました。また、金・銀・プラチナ・パラジウムの平均販売単価は前年同期実績を上回りました。 

環境保全事業領域においては、国内生産活動低迷の影響を受けながらも、医療系廃棄物、リサイクルガラス等の取扱

量が前年同期実績を上回りました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は47,884百万円（前年同四半期比1,440百万円減、2.9％減）、営業利

益は5,259百万円（前年同四半期比2,362百万円増、81.6％増）、経常利益は5,394百万円（前年同四半期比2,438百万円増、

82.5％増）、四半期純利益は3,276百万円（前年同四半期比1,721百万円増、110.7％増）となりました。 

セグメント別の売上高は、貴金属リサイクル事業が40,150百万円（前年同四半期比1,729百万円減、4.1％減）、環境保

全事業が7,734百万円（前年同四半期比289百万円増、3.9％増）であります。 

 

（２）財政状態に関する説明 

（資産） 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、60,920百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,340百万円減少いた

しました。これは主に、受取手形及び売掛金が3,318百万円、その他の流動資産が1,270百万円減少、現金及び預金が

3,560百万円増加したことによるものであります。 

（負債） 

当第２四半期連結会計期間末における負債合計は16,239百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,009百万円減少いた

しました。これは主に、借入金が5,200百万円減少したことによるものであります。 

（純資産） 

当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は44,681百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,668百万円増加い

たしました。これは主に、四半期純利益3,276百万円によるものであります。 

この結果、自己資本比率は73.1％（前連結会計年度末は67.3％）となりました。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益5,320百万円に減価償却費880百万円を加え、たな

卸資産の増加額399百万円、売上債権の減少額3,324百万円、法人税等の支払額1,118百万円等を加減した結果9,990百万

円の増加となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出455百万円等により、477百万円の減少となりまし

た。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、長短借入金の純減少額5,200百万円、配当金の支払額974百万円等により、

6,127百万円の減少となりました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比較して3,560

百万円増加し、7,701百万円となりました。 

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

通期の連結業績予想につきましては、平成25年７月29日発表の連結業績予想から変更はありません。 

 

 

 

 

 

アサヒホールディングス㈱（5857）平成26年3月期　第2四半期決算短信

2



 

 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 
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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：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,141 7,701 

受取手形及び売掛金 12,539 9,221 

商品及び製品 5,067 6,177 

仕掛品 8,114 7,617 

原材料及び貯蔵品 1,077 869 

その他 2,367 1,096 

貸倒引当金 △9 △9 

流動資産合計 33,298 32,674 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 9,281 9,040 

土地 13,031 13,027 

その他（純額） 2,647 2,356 

有形固定資産合計 24,959 24,423 

無形固定資産   

のれん 2,380 2,186 

その他 797 746 

無形固定資産合計 3,177 2,932 

投資その他の資産 824 889 

固定資産合計 28,962 28,245 

資産合計 62,260 60,920 
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,463 3,129 

短期借入金 10,245 445 

1年内返済予定の長期借入金 1,500 1,020 

未払法人税等 349 2,074 

賞与引当金 597 603 

役員賞与引当金 8 － 

修繕引当金 113 70 

製品保証引当金 21 16 

その他 3,253 2,052 

流動負債合計 18,553 9,413 

固定負債   

長期借入金 － 5,080 

退職給付引当金 107 113 

その他 1,587 1,632 

固定負債合計 1,694 6,826 

負債合計 20,248 16,239 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,480 4,480 

資本剰余金 6,087 6,097 

利益剰余金 36,697 38,999 

自己株式 △5,507 △5,445 

株主資本合計 41,758 44,132 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 19 19 

繰延ヘッジ損益 △41 28 

為替換算調整勘定 139 360 

その他の包括利益累計額合計 116 408 

新株予約権 77 77 

少数株主持分 59 62 

純資産合計 42,012 44,681 

負債純資産合計 62,260 60,920 
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 49,324 47,884 

売上原価 43,818 39,981 

売上総利益 5,506 7,902 

販売費及び一般管理費 2,610 2,643 

営業利益 2,896 5,259 

営業外収益   

受取利息 8 12 

受取配当金 1 1 

為替差益 39 110 

その他 34 36 

営業外収益合計 84 161 

営業外費用   

支払利息 12 12 

その他 12 13 

営業外費用合計 24 26 

経常利益 2,955 5,394 

特別利益   

固定資産売却益 4 1 

投資有価証券売却益 － 0 

保険差益 － 37 

特別利益合計 4 39 

特別損失   

固定資産除却損 17 10 

固定資産売却損 62 0 

減損損失 231 102 

投資有価証券評価損 27 － 

特別損失合計 338 113 

税金等調整前四半期純利益 2,621 5,320 

法人税、住民税及び事業税 799 2,069 

法人税等調整額 266 △25 

法人税等合計 1,066 2,043 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,555 3,276 

少数株主損失（△） － △0 

四半期純利益 1,555 3,276 
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,555 3,276 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △5 0 

繰延ヘッジ損益 △244 70 

為替換算調整勘定 21 210 

持分法適用会社に対する持分相当額 1 13 

その他の包括利益合計 △227 295 

四半期包括利益 1,328 3,571 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,328 3,568 

少数株主に係る四半期包括利益 － 3 
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９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 2,621 5,320 

減価償却費 1,022 880 

減損損失 231 102 

のれん償却額 174 193 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5 5 

受取利息及び受取配当金 △10 △14 

支払利息 12 12 

固定資産除売却損益（△は益） 75 9 

投資有価証券評価損益（△は益） 27 － 

売上債権の増減額（△は増加） △1,578 3,324 

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,221 △399 

仕入債務の増減額（△は減少） △937 663 

未払金の増減額（△は減少） △280 △244 

その他 △454 507 

小計 4,130 10,361 

利息及び配当金の受取額 10 14 

利息の支払額 △13 △12 

法人税等の支払額 △4,251 △1,118 

法人税等の還付額 1,131 746 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,007 9,990 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

差入保証金の回収による収入 10 5 

有形固定資産の取得による支出 △387 △285 

有形固定資産の売却による収入 120 25 

無形固定資産の取得による支出 △119 △170 

関係会社株式の取得による支出 △1,081 － 

その他 △94 △52 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,551 △477 

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） 1,777 △9,800 

長期借入れによる収入 － 5,100 

長期借入金の返済による支出 △524 △500 

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △30 △24 

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 75 72 

配当金の支払額 △971 △974 

その他 △90 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー 235 △6,127 

現金及び現金同等物に係る換算差額 49 174 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △258 3,560 

現金及び現金同等物の期首残高 3,527 4,141 

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,269 7,701 
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（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項 

（継続企業の前提に関する注記） 

該当事項はありません。 

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） 

該当事項はありません。 

 

（セグメント情報等） 

セグメント情報 

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年９月30日） 

１．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 

  （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 41,880 7,444 49,324

セグメント間の内部売上高又は振替高 － － －

計 41,880 7,444 49,324

セグメント利益 2,013 882 2,896

（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。 

 

２．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 

（のれんの金額の重要な変動） 

「環境保全」セグメントにおいて、当第２四半期連結累計期間に株式会社インターセントラルの株式を取得し、連

結の範囲に含めたため、のれんが発生しております。 

なお、当該事象によるのれんの増加額は、777百万円であります。 

 

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年９月30日） 

１．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 

  （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 40,150 7,734 47,884

セグメント間の内部売上高又は振替高 － － －

計 40,150 7,734 47,884

セグメント利益 4,497 761 5,259

（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。 

 

２．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 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

当社子会社の営業所移転に伴い、土地・建物等について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額及び解

体費用を減損損失として特別損失に計上しております。 

その結果、貴金属リサイクルセグメントにおいて30百万円、環境保全セグメントにおいて68百万円、それぞれ減損

損失を計上しております。 
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