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本報告書に記載の数値は、国際会計基準(IFRS)ベースで表示しており
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前期に開示した日本基準の数値をIFRSに組替えて表示しております。



環境保全事業セグメント

国内の廃棄物排出量は総じて減少傾向にあるものの、グループ各社の

特長およびグループ会社間の連携による新規顧客開拓・案件獲得に注力

した結果、廃棄物取扱量は全体として堅調に推移しました。_______________

ライフ＆ヘルス事業セグメント

健康機器事業は、ロースタイルマッサージチェア、小型マッサージ機器、

電解水素水生成器等の拡販に注力しておりますが、個人消費低迷等の

影響を受け、主力の大型マッサージチェアをはじめ総じて売上が伸び悩み

ました。一方、消防設備事業は、首都圏でのビル建設の増加等を受け、

堅調に推移しました。___ ___ __ ___ __ ___ _ ___ __ ___ __ ___ _ ____ ___ ___ ___ _ _____

以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上収益106,828百万円、

営業利益2,038百万円、親会社の所有者に帰属する当期損失1,213

百万円となりました。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

次年度の配当金につきましては、1株当たり中間30円、期末30円、合わせ
て年間60円を予定しております。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

株主の皆さまにおかれましては、引き続き、当社グループの事業活動に

対する一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。＿＿＿

株主の皆さまにおかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。＿＿＿＿＿＿＿

第8期（2016年4月から2017年3月まで）におけるわが国経済は、個人消費

に力強さを欠くものの、政府の経済政策や日銀の金融緩和政策を背景に、

企業収益と雇用環境に改善の動きがみられ、緩やかな回復基調が継続し

ました。また、国際社会における政治情勢の変化が為替や商品市況に

影響を及ぼしました。このような経済情勢の下、当社グループの各事業

セグメントの状況は以下のとおりでした。＿＿＿__________________＿＿＿

貴金属事業セグメント

貴金属リサイクル事業の回収量状況は以下の通りです。エレクトロニクス

分野では、引き続き国内市場縮小の影響を受けましたが、Eスクラップ事業

および精密洗浄事業では、既存顧客の維持および新規顧客開拓により、

金の回収量は前年同期比で同水準を維持しました。デンタル分野では、

歯科材料に使用される貴金属量は減少していますが、金およびパラジウム

の回収量は前年同期比で同水準を維持しました。宝飾分野では、引き

続き買取市場への流通量低迷により、金の回収量は前年同期比で減少

しましたが、プラチナの回収量は前年同期比で増加しました。自動車触媒

分野では、国内の廃車台数減少が続きましたが、営業活動の強化により、

パラジウムおよびプラチナの回収量は前年同期比で増加しました。貴金属

の平均価格は、銀は前年同期実績を上回り、金、パラジウム、プラチナは

前年同期実績を下回りました。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿

また、北米の金・銀精錬事業では、関連する産業の低迷が続き、手数料

単価は引き続き低水準で推移しました。この影響を受け、アサヒ・リファイニ

ング（Asahi Refining）の買収時に発生したのれんについて、将来の回収

可能性を慎重に検討した結果、減損損失として7,512百万円計上いたし

ました。これによりアサヒ・リファイニングに対するのれん残高はなくなりました。

株主の皆さまへ

代表取締役会長兼社長
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連結財政状態計算書 （要旨）

前期末
2016.3.31 現在

当期末
2017.3.31 現在

【資産】

流動資産 49,737 46,056

非流動資産 51,861 42,920

有形固定資産 31,788 31,987

無形資産 17,892 9,156

その他 2,180 1,776

資産合計 101,599 88,976

【負債及び資本】

負債

流動負債 28,917 20,787

非流動負債 23,693 23,361

負債合計 52,610 44,148

資本

資本金 4,480 4,480

資本剰余金 6,112 6,126

自己株式 △5,371 △5,371

利益剰余金 45,845 42,783

その他の資本の構成要素 △2,476 △3,716

親会社の所有者に帰属する持分合計 48,591 44,303

非支配持分 396 524

資本合計 48,988 44,827

負債及び資本合計 101,599 88,976

前期
2015/4～2016/3

当期
2016/4～2017/3

売上収益 119,352 106,828

売上原価 93,394 82,520

売上総利益 25,958 24,307

販売費及び一般管理費 15,699 15,215

その他の営業収益 109 729

その他の営業費用 4,310 7,784

営業利益 6,057 2,038

金融収益 39 17

金融費用 227 304

税引前利益 5,868 1,751

法人所得税費用 2,883 2,837

当期利益 2,985 △1,086

当期利益の帰属

親会社の所有者 2,867 △1,213

非支配持分 118 127

当期利益 2,985 △1,086

連結損益計算書 （要旨）

連結財務データ (1/2)

(単位：百万円)(単位：百万円)

*記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。 *記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。



連結キャッシュ・フロー計算書 （要旨）

前期
2015/4～2016/3

当期
2016/4～2017/3

営業活動によるキャッシュ・フロー 14,321 3,319

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,936 △2,442

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,473 △6,630

現金及び現金同等物に係る
換 算 差 額

△187 △13

現 金 及 び 現 金 同 等 物 の
増 減 額

5,723 △5,766

現 金 及 び 現 金 同 等 物 の
期 首 残 高

10,841 16,564

現 金 及 び 現 金 同 等 物 の
期 末 残 高

16,564 10,798

連結財務データ (2/2)

(単位：百万円)

*記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

連結包括利益計算書 （要旨）

前期
2015/4～2016/3

当期
2016/4～2017/3

当 期 利 益 2,985 △1,086

税引き後その他の包括利益 △2,929 △1,130

当 期 包 括 利 益 56 △2,217

(単位：百万円)

*記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

※上記グラフ中、2016/03以降の数値はIFRSで表記しております。
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発行可能株式総数
発行済株式の総数
単元株式数
株主数

129,000,000株
36,254,344株

100株
9,062名

株主名
持株数

（千株）

持株比率

（％）

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

（信託口） 2,195 6.06

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

（信託口） 1,406 3.88

株式会社テラエンタープライズ 1,150 3.17

寺山 満春 882 2.43

寺山 正道 802 2.21

アサヒ従業員持株会 714 1.97

株式会社K&M 700 1.93

CBNY-GOVERNMENT OF NORWAY 647 1.79

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

（信託口５）
579 1.60

STATE STREET BANK AND TRUST 

COMPANY ５０５０２５ 567 1.56

（2017年3月31日現在） ■ 会社概要

商 号 アサヒホールディングス 株式会社

創 業 1952年7月

資 本 金 44億8千万円

従 業 員 数 1,961名（連結）

事 業 内 容 貴金属・レアメタルのリサイクルおよび精錬・加工・販売
環境保全（産業廃棄物処理・その他環境保全事業）
生活および健康関連機器・設備の製造・販売・施工

国内子会社

アサヒプリテック㈱

ジャパンウェイスト㈱

アサヒアメリカホールディングス㈱

JWロジスティクス㈱

日本ケミテック㈱

富士炉材㈱

エコマックス㈱

JWガラスリサイクル㈱

※1：監査等委員

設 立 2009年4月

海外子会社

ASAHI G&S SDN.BHD. （マレーシア）

上海朝日浦力環境科技有限公司 （中国）

韓国アサヒプリテック株式会社 （韓国）

朝日浦力科技股份有限公司 （台湾）

朝世科技股份有限公司 （台湾）

Asahi Refining USA Inc. （アメリカ）

Asahi Refining Canada Ltd. （カナダ）

※当社は自己株式として3,432,787株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。

■ 取締役

代表取締役会長兼社長

取締役

取締役

取締役

取締役

寺山 満春

武内 義勝

東浦 知哉

重政 啓太郎

川畑 一夫

取締役※1,※2

取締役※1

取締役※1,※2

取締役※1,※2

森井 章二

田辺 幸夫

徳嶺 和彦

大久保裕晴

㈱太陽化学

㈱共同化学

㈱イヨテック

㈱フジ医療器

㈱インターセントラル

紘永工業㈱

※2：会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員です。

■ 株式の状況

■ 大株主の状況は以下のとおり

（2017年3月31日現在）

株式の状況・会社概要

*日本ケミテック㈱は、2017年4月1日付でJWケミテック㈱に名称変更されました。

*㈱共同化学は、2017年4月1日付でアサヒプリテック㈱に吸収合併されました。

*2017年4月30日付で取締役重政啓太郎は、当社取締役を辞任により退任いたしました。



● 事業年度

● 株主総会の基準日

● 期末配当金受領株主確定日

● 中間配当金受領株主確定日

● 株主名簿管理人

● 特別口座の口座管理機関

● 同連絡先

● 公告方法

4月1日～3月31日

3月31日

3月31日

9月30日

三菱UFJ信託銀行株式会社

大阪府大阪市中央区伏見町三丁目６番３号(〒541－8502)

三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部

TEL (0120) 094 -777

電子公告により行います。 http://www.asahiholdings.com/

■ 本社 神戸本社 兵庫県神戸市中央区加納町四丁目４番１７号 ニッセイ三宮ビル (〒650-0001)
TEL (078) 333-5633 FAX (078) 333-5681 

東京本社 東京都千代田区丸の内一丁目７番１２号 サピアタワー (〒100－0005)
TEL (03) 6270-1833 FAX (03) 6270-1859

三菱UFJ信託銀行株式会社

アサヒホールディングスグループは、純粋持株会社である「アサヒホールディングス株式会社」のもと、貴金属事業、環境保全事業及びライフ＆ヘルス事業を展開する企業グループです。

本社事務所

株主メモ


