
１．１８年９月中間期の連結業績（平成18年4月1日～平成18年9月30日） 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）   89円 38銭 

（注） 上記の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した予想であるため、リスクや不確実性を含んでお

り、実際の業績はこれと異なる可能性があります。上記業績予想に関する事項は添付資料の７ページを参照して

下さい。 

   

平成１９年３月期 中間決算短信（連結） 平成１８年１０月３１日

上 場 会 社 名 栗 田 工 業 株 式 会 社  上場取引所 東証・大証 第１部

コ ー ド 番 号 ６３７０ 本社所在都道府県 東京都 

(URL http://www.kurita.co.jp) 

代    表    者 代表取締役社長 藤 野  宏 

問合せ先責任者 財務経理部長 武 藤 幸 彦 ＴＥＬ（03）3347－3214 

決算取締役会開催日 平成18年10月31日 米国会計基準採用の有無  無   

(1）連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

  売上高 営業利益 経常利益

  百万円         ％ 百万円         ％ 百万円         ％ 

18年９月中間期 86,381  (  19.1) 10,608 ( 120.7) 10,916   (  99.7)
17年９月中間期 72,499  (   1.9) 4,807 (△25.3) 5,466   (△19.1)
18年３月期 173,683  (   7.9) 17,311 (   8.5) 18,425   (  10.2)

  中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当
たり中間（当期）純利益 

  百万円         ％ 円 銭 円 銭 

18年９月中間期 6,145   ( 115.2) 47 76   － 

17年９月中間期 2,855   (△25.5) 22 20   － 

18年３月期 10,519   (  12.1) 81 76   － 

（注）①持分法投資損益 18年９月中間期  △57百万円 17年９月中間期 116百万円 18年３月期 266百万円 

②期中平均株式数（連結） 

18年９月中間期 128,671,778株 17年９月中間期 128,635,091株 18年３月期 128,654,537株

③会計処理の方法の変更 無 

④売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 

(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 

18年９月中間期 217,136 150,424 68.7 1,158 52
17年９月中間期 192,297 138,678 72.1 1,078 09
18年３月期 212,774 145,366 68.3 1,129 74

（注）期末発行済株式数（連結） 

18年９月中間期 128,670,859株 17年９月中間期 128,633,760株 18年３月期 128,672,617株 

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

 
営業活動による 

キャッシュ・フロー 
投資活動による

キャッシュ・フロー
財務活動による 

キャッシュ・フロー 
現金及び現金同等物

期末残高 

  百万円 百万円 百万円 百万円 

18年９月中間期 14,148 △10,385 △1,637 32,184
17年９月中間期 8,242 △7,725 △1,221 30,046
18年３月期 13,856 △12,318 △2,516 29,871

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

連結子会社数 36社 持分法適用非連結子会社数 １社 持分法適用関連会社数 ５社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結（新規） ２社 （除外） なし 持分法（新規） なし （除外） １社

２．１９年３月期の連結業績予想（平成18年4月1日～平成19年3月31日）  

  売上高 経常利益 当期純利益

通 期 190,000百万円 21,000百万円 11,500百万円 
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(1）企業集団の状況 

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は栗田工業株式会社（当社）、子会社39社及び関

連会社14社により構成されております。 

事業としては、水処理に関する製品、技術、メンテナンス・サービスを幅広く提供しており

ますが、事業区分としては、水処理に関する薬品類の製造販売及びメンテナンス・サービスの

提供を行う水処理薬品事業と、水処理に関する装置・施設類の製造販売及びメンテナンス・サ

ービスの提供を行う水処理装置事業の２つに区分できます。 

当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業における位置付けは次のとおりであ

ります。 

なお、事業区分は事業の種類別セグメント情報と同一であります。 

［水処理薬品事業］ 

―ボイラ水系処理剤、冷却水系処理剤、空調関係水処理剤、排水処理剤、土木建築関連処理

剤、石油化学・紙パルプ等の製造プロセス処理剤、ダイオキシン処理剤・除去システム等

の水処理に関する薬品類及び付帯機器の製造販売並びにメンテナンス・サービスの提供 

― 会社総数３３社 

国内では、当社が薬品類を製造しており、薬品類及び付帯機器の販売並びにメンテナン

ス・サービスの提供は、主に当社が行うほか、一部はクリタ・ビルテック㈱、クリタ・ケ

ミカル東京㈱、クリタ・ケミカル関西㈱等20社が行っております。そのほか水質等の分析

会社（国内１社）、海外の製造販売会社としてクリタ（シンガポール）Pte.Ltd.等10社及

び販売会社１社があります。 

［水処理装置事業］ 

―超純水製造装置、用水処理装置、排水処理装置、規格型水処理装置、土壌浄化システム、

下水道終末処理施設、海水淡水化施設、レジャープール等の水処理に関する装置・施設類

の製造販売及び化学洗浄工事・精密洗浄並びに水処理施設の運転・維持管理等のメンテナ

ンス・サービスの提供 

― 会社総数２３社 

装置・施設類の製造販売及びメンテナンス・サービスの提供は、主に当社が行っておりま

すが、装置の製造販売の一部はクリタ（シンガポール）Pte.Ltd.等４社（国内２社、海外

２社）が行っております。機器・装置類の化学洗浄工事・精密洗浄は栗田エンジニアリン

グ㈱等７社（国内７社）で行っており、他に主に当社が販売した水処理施設の運転・維持

管理等のメンテナンス・サービスに携っている㈱クリタス等６社（国内２社、海外４

社）、土壌浄化に関わる会社（国内２社）、装置の販売会社（海外２社）、装置・施設類

の設計会社（国内１社）があります。 

なお、重要な子会社は次のとおりであります。 

 （注） 議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。 

 以上述べた事項を事業系統図に示すと次のとおりであります。 

添 付 資 料 

名    称 住所 資本金 主要な事業内容 
議決権の 
所有割合 

    百万円   ％ 

(株) ク   リ   タ   ス 東京都豊島区 220 
水処理施設の運転・維

持管理 
100 

栗田エンジニアリング（株） 大阪市中央区 160 化学洗浄工事 100 

クリテックサービス（株） 大阪市中央区 50 精密洗浄 
100 

(30) 
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ｸﾘﾀ･ﾋﾞﾙﾃｯｸ㈱ 

（水処理薬品） 

ｸﾘﾀ･ｹﾐｶﾙ東京㈱ 

（水処理薬品） 

ｸﾘﾀ･ｹﾐｶﾙ関西㈱ 

（水処理薬品） 

ｸﾘﾀ･ｹﾐｶﾙ西日本㈱ 

（水処理薬品） 

ｸﾘﾀ･ﾋﾞｰｴﾑｴｽ㈱ 

（水処理薬品） 

ｸﾘﾀ･ｹﾐｶﾙ神奈川㈱ 

（水処理薬品） 

ｸﾘﾀ･ｹﾐｶﾙ兵庫㈱ 

（水処理薬品） 

ｸﾘﾀ･ｹﾐｶﾙ山陽㈱ 

（水処理薬品） 

ｸﾘﾀ･ｹﾐｶﾙ大分㈱ 

（水処理薬品） 

ｸﾘﾀ･ｹﾐｶﾙ北海道㈱ 

（水処理薬品） 

ｸﾘﾀ･ｹﾐｶﾙ東海㈱ 

（水処理薬品） 

※３ その他会社９社 

（水処理薬品） 

薬 品 販 売 会 社 

（注）無印 連結子会社 

※１ 非連結子会社で持分法非適用会社 

※２ 関連会社で持分法適用会社 

※３ 関連会社で持分法非適用会社 

水質等の分析会社 

ランドソリューション㈱ 
（水処理装置） 

※２ その他会社１社 
（水処理装置） 

水処理施設の運転･維持管理会社 

土 壌 浄 化 会 社 

装置･施設類の設計会社 

㈱クリタス 
（水処理装置） 

クリタ分析センター㈱ 
（水処理薬品） 

原材料の供給(一部)

精
密
洗
浄
業
務
の
提
供

原材料の供給(一部)

海 外
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薬品・装置製造販売会社 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｸﾘﾀ･ﾄﾞ･ﾌﾞﾗｼﾞﾙ Ltda. 
（水処理薬品） 

ｸﾘﾀ･ﾖｰﾛｯﾊﾟ G.m.b.H. 
（水処理薬品） 

ｸﾘﾀ（ﾀｲﾜﾝ）Co.,Ltd. 
（水処理薬品） 

ｸﾘﾀ-GK ｹﾐｶﾙ Co.,Ltd. 
（水処理薬品） 

栗田工業(大連)有限公司 
（水処理薬品） 

P.T.ｸﾘﾀ･ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 
（水処理薬品） 

※２ その他会社３社 
（水処理薬品） 

ｸﾘﾀ･ｳｫｰﾀｰ
（ﾏﾚｰｼｱ）Sdn.Bhd. 

（水処理薬品､水処理装置）

ｸﾘﾀ(ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ)Pte.Ltd. 
（水処理薬品､水処理装置）

栗田工業(蘇州)水処理有限公司
（水処理装置） 

製品の供給(一部) 

製品の供給 

工事・役務の提供 

ｸﾘﾃｯｸ･ﾖｰﾛｯﾊﾟ G. m.b.H. 
（水処理装置） 

ｸﾘﾀ（ｱﾒﾘｶ）Inc. 
（水処理装置） 

ｸﾘﾃｯｸ･ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ Pte.Ltd. 
（水処理装置） 

栗田超純水設備(上海)有限公司
（水処理装置） 

 

製
品
の
供
給

製品の供給（一部）

装 置 販 売 会 社 

水処理施設の運転･維持管理会社
水質分析業務の提供 
(一部) 

クリタック㈱
（水処理装置） 

装置製造販売会社 

栗田エンジニアリング㈱ 
（水処理装置） 

アオイ工業㈱
（水処理装置） 

日本ファイン㈱ 
（水処理装置） 

サン化工㈱ 
（水処理装置） 

三善工業㈱ 
（水処理装置） 

※２ その他会社１社 
（水処理装置） 

化学洗浄工事・精密洗浄会社 

化学洗浄工事の提供
(一部) 

装置工事の提供(一部)

韓水ﾃｸﾆｶﾙｻｰﾋﾞｽ㈱ 
（水処理装置） 

装置製造販売会社 

クリテックサービス㈱ 
（水処理装置） 

クリタ明希㈱
（水処理装置） 

維持管理業務等の
提供(一部) 

※１ その他会社１社 
（水処理装置） 

※１ その他会社１社 
（水処理装置） 

製品の供給(一部) 

製品の供給(一部) 

製品の供給（一部）
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(2）経営方針 

１）会社経営の基本方針 

 当社グループは、「水を究め、自然と人間が調和した豊かな環境を創造する」を企業理念と

し、企業ビジョン「水と環境の先進的マネジメント企業」の実現を目指して事業活動を展開して

おります。 

 本年度より「成長と革新」を基本テーマとする３か年の新中期経営計画「Ｇ－８」

（Growth 2008）をスタートさせ、主力事業の強化と成長事業への積極的な投資により、グループ

の成長・拡大を目指してまいります。 

２）会社の利益配分に関する基本方針 

 当社は、株主の皆様への安定配当の継続を基本方針としております。 

 利益配分につきましては、業績の推移および内部留保の充実と活用を勘案のうえ、配当の増額

に努めてまいります。 

３）投資単位の引下げに関する考え方および方針等 

 当社では、株式の流動性を高め、流通を促進し、特に個人株主層の投資の拡大を図るために、

平成14年７月１日より１単元の株式数を1,000株から100株に変更しております。 

４）中長期的な会社の経営戦略 

 当社グループは、新中期経営計画「Ｇ－８」における新たな成長戦略として以下の３つを定

め、グループ一丸となって展開しております。 

①サービス事業へのシフトの加速 

 当社グループは、事業の方向性を「商品の単品売り」から「付加価値の高いサービス事業」に

シフトすると定め、収益力の強化にスピードを上げて取組んでおります。また、超純水供給事業

などのクリタ独自のビジネスモデルに対する積極的な投資を継続し、事業の拡大に努めておりま

す。 

②グローバルビジネスの拡大 

 発展著しい中国を中心としたアジアでの事業拡大を加速するとともに、欧州、北米等の市場に

おいても、国内で実績を積んだソリューション事業などの新しいビジネスモデルを積極的に展開

し、事業領域とシェアの拡大に取組んでおります。 

③経営・事業基盤の強化 

 当社グループは、企業としての存続と持続的な成長を実現するため、コンプライアンス活動の

強化・実践にグループ一丸となって取組んでおります。また、事業の基盤である社員行動を、確

固たる理論・データ・科学的判断に裏打ちされたものとすることによって、提供する商品・技

術・サービスの安全性の向上、品質の向上および価値の革新に日々取組んでおります。 

５）親会社等に関する事項 

 当社は、親会社等はありません。 
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(3）経営成績および財政状況 

１）当中間期の概況 

 当社グループをとりまく市場環境は、電子産業分野においては液晶・プラズマテレビなどの好

調な需要を背景に国内および台湾・韓国での設備投資が堅調に推移いたしました。また、一般水

処理分野では、鉄鋼、石油、化学などの素材産業を中心に操業度、設備投資とも堅調に推移して

おります。 

 このような状況のもとで、当社グループ全体の受注高は101,555百万円(前年同期比12.3%増)、

売上高は86,381百万円(前年同期比19.1%増)となりました。利益につきましては、営業利益は

10,608百万円(前年同期比120.7%増)、経常利益は10,916百万円(前年同期比99.7%増)、当期中間

純利益は6,145百万円(前年同期比115.2%増)となりました。 

 当中間期末の株主配当金につきましては、当社は安定配当の継続を基本方針としております

が、通期の業績を勘案し株主の皆様のご支援にお応えするため、１株につき２円増配の13円とさ

せていただきます。 

 
２）セグメント別の状況 

①水処理薬品事業 

 当事業において当社グループは、環境負荷低減・生産性向上など顧客の課題を解決する提案営

業の推進、水処理管理一括請負契約の促進、主力商品の拡販などに注力し、受注確保に努めまし

た。また、収益面においては、収益性の高い商品への転換、原材料価格高騰への対応、製造・物

流コストの削減などに取組み、収益の確保に努めてまいりました。 

 受注高につきましては、前年同期に比べ、主力商品ではボイラ薬品、冷却水薬品および排水処

理薬品はほぼ横ばいとなりました。その他の商品では石油精製・石油化学産業向けプロセス薬品

がほぼ横ばいとなり、水処理管理の一括請負契約がやや増加し、紙・パルプ産業向けプロセス薬

品は増加となりました。 

 これらの結果、当社グループの水処理薬品事業全体の受注高は28,359百万円(前年同期比4.2%

増)、売上高は27,694百万円(前年同期比4.4%増)、営業利益は4,655百万円(前年同期比16.1%増)と

なりました。 

 
業績の推移（百万円）
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②水処理装置事業 

 当事業において当社グループは、超純水供給事業を始めとするクリタ独自のビジネスモデルの

展開強化、中国・台湾・韓国を中心としたアジア市場への営業強化などを推進し受注の確保に注

力いたしました。また、品質向上、生産性向上による原価率の低減に継続して取組み、収益の確

保に努めました。 

 受注高につきましては、前年同期に比べ、主力商品である電子産業分野向けの超純水製造装置

（超純水供給事業を含む）は、国内・海外で大幅に増加し、同装置のメンテナンス・サービスも

増加となりました。また、半導体・液晶製造装置の精密洗浄事業も大幅に増加いたしました。そ

の他の分野向け水処理装置では、素材産業向け、医薬品向けの水処理装置が大幅な減少となりま

したが、同分野向けのメンテナンス・サービスは横ばいとなりました。一方、土壌浄化事業は土

地取引の堅調な需要を受け、大幅な増加となりました。 

 これらの結果、当社グループの水処理装置事業全体の受注高は73,196百万円(前年同期比15.8%

増)、売上高は58,686百万円(前年同期比27.6%増)、営業利益は5,951百万円(前年同期比643.9%増)

となりました。 

 
３）当中間期に決定又は発生した重要な事実の概要 

 当社は、汚泥再生処理（し尿処理）施設建設工事に関する独占禁止法違反容疑で捜索を受けた

ことなどに伴い、平成18年５月に同工事に関する事業から撤退いたしました。また、当社は同容

疑によって平成18年６月に起訴されました。 

 なお、既存施設の維持管理・運転管理・メンテナンスに関しましては、これまでどおり当社の

子会社である株式会社クリタスが実施してまいります。 

 また、電子産業分野向け精密洗浄事業の需要増加に対応するため、同事業を行う当社の子会社

クリテックサービス株式会社の旧赤穂事業所（兵庫県）を移転・拡張し、平成18年７月から播磨

事業所（同）として稼動しております。 

 水処理薬品事業の受注高・売上高・営業利益の推移（百万円）

28,35927,213
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４）通期の業績見通し 

①生産、販売、損益等の状況を含む業績全般に関する見通し 

 当社グループにおける市場環境は、工場の操業度、設備投資ともに概ね堅調に推移すると思わ

れますが、米国・中国経済の動向、今後の原油価格および為替の動向などによっては企業収益に

与える影響が懸念されます。 

 このような状況のもとで、当社グループは新中期経営計画「Ｇ－８」を達成するために、超純

水供給事業を始めとするサービス事業へのシフトの加速、グローバルビジネスの拡大などによ

り、事業の拡大および収益の確保に努めてまいります。 

 平成19年３月期の連結業績見通しは、売上高190,000百万円、経常利益21,000百万円、当期純利

益11,500百万円を見込んでおります。 

②セグメント別の見通し 

ａ．水処理薬品事業 

 当事業においては、受注に大きな影響を及ぼす顧客工場の操業度は引続き堅調に推移する

と予想されますが、顧客のコスト削減強化および原材料価格の上昇に伴う当事業におけるコ

スト上昇など、収益への影響が懸念されます。このような状況のもとで、当社グループは重

点市場への取組みを強化するとともに、顧客密着体制の強化により、顧客の課題を解決する

提案営業を推進し、受注の確保に注力してまいります。 

 また、水処理薬品の製造・物流コストの低減にも継続して取組み、収益の確保に努めてま

いります。 

ｂ．水処理装置事業 

 当事業では、電子産業分野において設備投資案件の規模縮小による当事業への影響が懸念

されますが、製造業全般では水処理装置関連の設備投資は概ね堅調に推移すると思われま

す。このような状況のもとで、当社グループは超純水供給事業を始めとするクリタ独自のビ

ジネスモデルの展開強化、精密洗浄事業など顧客の要求にきめ細かく対応し課題を解決する

事業の拡大、中国・台湾・韓国を中心としたアジア市場及び重点顧客への集中営業などに取

組み、受注の確保に注力してまいります。 

 また、品質向上・コスト削減・納期短縮などに継続して取組み、収益の確保に努めてまい

ります。 

③利益配分に関する事項 

 当期末の株主配当金につきましては、当社は安定配当の継続を基本としておりますが、年間業

績の推移と今後の事業展開を勘案し、中間配当金と同様に１株につき２円増配の13円を予定して

おります。その結果、当期の年間配当金は１株につき26円とする予定であります。 

５）当中間期の財政状況 

 当中間期における連結キャッシュ・フローの状況につきましては、現金及び現金同等物の当中

間期末残高は32,184百万円となり、前期末に比べ2,313百万円（7.7%）増加いたしました。 

  当中間期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。 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

 営業活動で得られた資金は14,148百万円（前年同期比5,906百万円増）となりました。 

 これは主に、税金等調整前中間純利益10,847百万円、売上債権の減少9,431百万円、減価償却費

3,083百万円などで資金が増加したことに対し、たな卸資産の増加7,283百万円、法人税等の支払

4,201百万円などで資金が減少したことによるものです。 
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②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10,385百万円（前年同期比2,660百万円増）となりました。 

 これは主に、有形固定資産（事業用固定資産等）の取得による10,061百万円の支出があったこ

とによるものです。 

③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1,637百万円（前年同期比416百万円増）となりました。 

  これは主に、配当金の支払1,419百万円によるものです。 

６）キャッシュ・フロー指標のトレンド 

（注）自己資本比率・・・・・・・・・・・・（純資産－少数株主持分）／総資産 

 時価ベース自己資本比率・・・・・・・株式時価総額／総資産 

 債務償還年数・・・・・・・・・・・・有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

 インタレスト・ガバレッジ・レシオ・・営業キャッシュ・フロー／利払い 

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。  

１．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しており

ます。 

２．有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている負債を対象

としております。 

３．営業キャッシュ・フローおよび利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活

動によるキャッシュ・フローおよび利息の支払額を使用しております。 

７）事業等のリスク 

 当社グループの事業上のリスクとして経営成績に与える重要な要因は、経済動向、顧客の水処

理関連設備投資の動向、工場操業度、原材料などの価格動向、同業他社との競合状況などが挙げ

られます。 

①経営成績の変動要因について 

 各事業における当社グループの経営成績の変動要因は以下のとおりであります。 

ａ．水処理薬品事業 

 主な需要先である鉄鋼産業、石油精製・石油化学産業、紙・パルプ産業等の工場操業度に

より需要が変動し、経営成績に影響を与えます。また、原油価格の変動によって原材料の価

格が変動し、経営成績に影響を与えます。 

ｂ．水処理装置事業 

 主な需要先である電子産業関連の設備投資動向により需要が変動し、当社の経営成績に影

響を与えます。 

 
平成16年 

９月中間期

平成17年 

３月期 

平成17年 

９月中間期

平成18年 

３月期 

平成18年 

９月中間期 

 自己資本比率（％） 72.2 70.9 72.1 68.3 68.7 

 時価ベース自己資本比率（％） 105.8 112.7 137.8 152.3 135.7 

 債務償還年数（年） 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

 インタレスト・ガバレッジ・ 

 レシオ（倍） 
573.3 230.5 412.1 322.2 832.2 
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②為替変動リスクについて 

 当社グループの海外事業に関しては、全体の売上に占める割合が小さく、為替変動による業績

への影響は小さいと考えております。 

[参考情報] 

直近３期間の業績は下表のとおりであります。                (単位：百万円)

（注）記載金額は 百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 
第1 中間 第３ 期末 第1 中間 第３ 期末 第1 中間 期末予想

   水処理薬品 12,988 26,246 38,101 52,120 13,446 27,213 40,358 53,903 14,470 28,359 55,700

対通期比（％） 24.9 50.4 73.1 100.0 24.5 49.7 73.6 100.0 26.0 50.9 100.0

   水処理装置 25,442 58,404 83,494 119,213 29,222 63,194 92,936 130,007 36,410 73,196 131,300

対通期比（％） 21.3 49.0 70.0 100.0 22.2 48.0 70.6 100.0 27.7 55.7 100.0

   合　  　計 38,430 84,651 121,595 171,334 42,668 90,407 133,294 183,910 50,881 101,555 187,000

対通期比（％） 22.4 49.4 71.0 100.0 22.9 48.5 71.5 100.0 27.2 54.3 100.0

   水処理薬品 11,319 24,760 36,603 50,637 11,963 26,521 39,788 54,549 13,093 27,694 55,600

対通期比（％） 22.4 48.9 72.3 100.0 22.0 48.7 73.0 100.0 23.5 49.8 100.0

   水処理装置 14,958 46,409 64,636 110,259 15,959 45,978 63,886 119,133 20,268 58,686 134,400

対通期比（％） 13.6 42.1 58.6 100.0 13.2 38.2 53.0 100.0 15.1 43.7 100.0

   合  　　計 26,277 71,170 101,240 160,896 27,922 72,499 103,675 173,683 33,362 86,381 190,000

対通期比（％） 16.3 44.2 62.9 100.0 16.0 41.4 59.2 100.0 17.6 45.5 100.0

657 6,438 7,860 15,951 852 4,807 6,033 17,311 2,925 10,608 20,500

4.1 40.4 49.3 100.0 4.7 26.7 33.5 100.0 14.3 51.7 100.0

810 6,759 8,212 16,725 1,152 5,466 7,031 18,425 3,137 10,916 21,000

4.8 40.4 49.1 100.0 6.1 28.8 37.0 100.0 14.9 52.0 100.0

471 3,834 4,555 9,383 624 2,855 3,855 10,519 1,733 6,145 11,500

5.0 40.9 48.5 100.0 5.8 26.4 35.7 100.0 15.1 53.4 100.0

自　平成16年4月 1日 自　平成17年4月 1日 自　平成18年4月 1日

至　平成17年3月31日 至　平成18年3月31日 至　平成19年3月31日

連
結
受
注
高

連
結
売
上
高

　　連結営業利益

　　　 対通期比（％）

　　連結経常利益

　　　 対通期比（％）

　　連結当期純利益

　　　 対通期比（％）
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(4）中間連結財務諸表等 

中間連結貸借対照表 
(単位：百万円)

区分 当中間期 
（18.9期） 

前年中間期 
（17.9期） 

前期 
（18.3期） 

比較増減 

前年中間期 前期 

［資産の部］           

流動資産 127,527 110,790 125,231 16,737 2,296

現金・預金 32,488 30,356 30,107 2,132 2,381

受取手形 10,009 9,135 10,115 874 △106

売掛金 58,084 51,795 66,957 6,289 △8,873

有価証券 7,831 3,502 6,162 4,329 1,669

たな卸資産 15,363 11,795 8,070 3,568 7,293

繰延税金資産 2,222 2,107 2,170 115 52

その他 1,659 2,221 1,773 △562 △114

貸倒引当金 △132 △124 △125 △8 △7

固定資産 89,608 81,506 87,542 8,102 2,066

（有形固定資産） (59,437) (46,459) (53,991) (12,978) (5,446)

建物・構築物 19,394 16,988 19,040 2,406 354

機械装置・運搬具 20,078 10,399 16,633 9,679 3,445

土地 14,050 14,076 13,745 △26 305

建設仮勘定 3,439 2,401 2,115 1,038 1,324

その他 2,474 2,594 2,457 △120 17

（無形固定資産） (2,806) (3,034) (2,863) (△228) (△57)

ソフトウェア 1,875 2,057 1,908 △182 △33

その他 931 976 955 △45 △24

（投資その他の資産） (27,364) (32,011) (30,687) (△4,647) (△3,323)

投資有価証券 19,411 24,257 23,179 △4,846 △3,768

関係会社株式 2,389 2,330 2,582 59 △193

繰延税金資産 1,506 1,269 886 237 620

再評価に係る繰延税金資産 － 176 － △176 －

その他 4,354 4,109 4,151 245 203

貸倒引当金 △297 △131 △111 △166 △186

資産合計 217,136 192,297 212,774 24,839 4,362
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(単位：百万円)

区分 当中間期 
（18.9期） 

前年中間期 
（17.9期） 

前期 
（18.3期） 

比較増減 

前年中間期 前期 

［負債の部］           

流動負債 55,354 42,522 54,877 12,832 477

支払手形 2,219 2,276 1,638 △57 581

買掛金 29,316 22,701 28,773 6,615 543

短期借入金 296 80 320 216 △24

未払金・未払費用 9,669 7,242 13,493 2,427 △3,824

未払法人税等 4,620 2,409 4,376 2,211 244

前受金 4,305 3,180 2,055 1,125 2,250

賞与引当金 2,689 2,676 2,362 13 327

製品保証等引当金 828 901 739 △73 89

その他 1,407 1,053 1,118 354 289

固定負債 11,357 9,897 11,233 1,460 124

長期借入金 195 214 180 △19 15

再評価に係る繰延税金負債 1,526 － 1,526 1,526 －

退職給付引当金 8,327 8,464 8,261 △137 66

役員退職引当金 570 389 488 181 82

その他 738 829 777 △91 △39

負債合計 66,712 52,420 66,111 14,292 601
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(単位：百万円)

区分 当中間期 
（18.9期） 

前年中間期 
（17.9期） 

前期 
（18.3期） 

比較増減 

前年中間期 前期 

［少数株主持分］           

少数株主持分 － 1,197 1,295 － －

［資本の部］           

資本金 － 13,450 13,450 － －

資本剰余金 － 11,409 11,426 － －

利益剰余金 － 116,199 122,350 － －

土地再評価差額金 － 379 △740 － －

その他有価証券評価差額金 － 2,688 3,873 － －

為替換算調整勘定 － △613 △200 － －

自己株式 － △4,835 △4,793 － －

資本合計 － 138,678 145,366 － －

負債・少数株主持分・資本合
計 － 192,297 212,774 － －

［純資産の部］          

株主資本 147,153 － － － －

資本金 13,450 － － － －

資本剰余金 11,426 － － － －

利益剰余金 127,073 － － － －

自己株式 △4,797 － － － －

評価・換算差額等 1,914 － － － －

その他有価証券評価差額金 2,749 － － － －

土地再評価差額金 △740 － － － －

為替換算調整勘定 △94 － － － －

少数株主持分 1,356 － － － －

            

純資産合計  150,424 － － － －

負債・純資産合計 217,136 － － － －
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中間連結損益計算書 
  (単位：百万円)

区分 

当中間期 前年中間期 比較増減 前期 

（18.4～18.9） （17.4～17.9） 前年中間期 （17.4～18.3） 

金額 百分比 金額 百分比 金額 金額 百分比 

    ％   ％     ％ 

売上高 86,381 100.0 72,499 100.0 13,882 173,683 100.0

売上原価 58,415 67.6 50,464 69.6 7,951 122,630 70.6

売上総利益 27,965 32.4 22,035 30.4 5,930 51,052 29.4

販売費・一般管理費 17,357 20.1 17,227 23.8 130 33,741 19.4

営業利益 10,608 12.3 4,807 6.6 5,801 17,311 10.0

営業外収益 460 0.5 746 1.0 △286 1,334 0.7

 (受取利息・配当金) (326)   (260)   (66) (452)  

 (その他) (133)   (485)   (△352) (882)  

営業外費用 151 0.2 86 0.1 65 220 0.1

 (支払利息) (21)   (18)   (3) (41)  

 (その他) (129)   (68)   (61) (179)  

経常利益 10,916 12.6 5,466 7.5 5,450 18,425 10.6

特別利益 － － － － － 1,205 0.7

（投資有価証券売却 
  益）  (－)   (－)     (－) (1,205)  

特別損失 69 － 211 0.3 △142 1,430 0.8

（固定資産売却損）  (－)   (147)   (△147) (150)  

 (固定資産除却損) (69)   (64)   (5) (279)  

 (減損損失)    (－)    (－)     (－) (846)  

 (その他)    (－)    (－)     (－) (155)  

税金等調整前中間（当
期）純利益 10,847 12.6 5,254 7.2 5,593 18,200 10.5

法人税・住民税・事業
税 4,536 5.3 2,309 3.2 2,227 7,496 4.3

少数株主利益 164 0.2 90 0.1 74 184 0.1

中間（当期）純利益 6,145 7.1 2,855 3.9 3,290 10,519 6.1
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中間連結株主資本等変動計算書 
当中間期 

 （18.4～18.9） 

  (単位：百万円)

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

前期末残高 13,450 11,426 122,350 △4,793 142,434

当中間期中の変動額          

 剰余金の配当 △1,415   △1,415

 従業員奨励 
 福利基金への拠出 

△7   △7

 中間純利益 6,145   6,145

 自己株式の取得 △3 △3

 株主資本以外の項目の 

 当中間期中の変動額（純額） 
  

当中間期中の変動額合計 － － 4,723 △3 4,719

当中間期末残高 13,450 11,426 127,073 △4,797 147,153

 

評価・換算差額等 

少数株主 
持分 

純資産 
合計 

その他有
価証券評
価差額金 

土地再評
価差額金 

為替換算
調整勘定 

評価・換
算差額等

合計 

前期末残高 3,873 △740 △200 2,932 1,295 146,662

当中間期中の変動額            

 剰余金の配当     △1,415

 従業員奨励 
 福利基金への拠出 

    △7

 中間純利益     6,145

 自己株式の取得     △3

 株主資本以外の項目の 

 当中間期中の変動額（純額） 
△1,123 － 105 △1,017 60 △956

当中間期中の変動額合計 △1,123 － 105 △1,017 60 3,762

当中間期末残高 2,749 △740 △94 1,914 1,356 150,424
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中間連結剰余金計算書 
  (単位：百万円)

区分 

当中間期 前年中間期 前期 比較増減 

（18.4～18.9） （17.4～17.9） （17.4～18.3） 前年中間期 

金額 金額 金額 金額 

［資本剰余金の部］         

資本剰余金期首残高 － 11,409 11,409 － 

資本剰余金増加高 － － 17 － 

（自己株式処分差益）  (－)   (－) (17)  (－) 

資本剰余金中間期末（期
末）残高 － 11,409 11,426 － 

［利益剰余金の部］         

利益剰余金期首残高 － 115,318 11,318 － 

利益剰余金増加高 － 2,855 10,519 － 

（中間（当期）純利益）  (－) (2,855) (10,519) (－) 

利益剰余金減少高 － 1,974 3,486 － 

（配当金）  (－) (1,157) (2,572)   (－) 

（役員賞与）  (－) (157) (164)   (－) 

 (連結会社増加による利
益剰余金減少高）  (－) (14) (14)   (－) 

 (土地再評価差額金取崩
額）  (－) (637) (724)   (－) 

（従業員奨励福利基金）  (－) (7) (11)   (－) 

利益剰余金中間期末（期
末）残高 － 116,199 122,350 － 
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中間連結キャッシュ・フロー計算書 
  (単位：百万円)

区分 
当中間期 

（18.4～18.9）
前年中間期 

（17.4～17.9） 
前期 

（17.4～18.3） 

金額 金額 金額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー：       

税金等調整前中間（当期）純利益 10,847 5,254 18,200 

減価償却費 3,083 2,268 4,906 

減損損失  － － 846 

連結調整勘定償却額 － △31 △24 

持分法による投資損益 57 △116 △266 

賞与引当金の増加額 295 551 238 

退職給付引当金の増減額 46 △239 △447 

貸倒引当金の増減額 187 △36 △56 

その他の引当金の増減額 169 △443 △510 

受取利息及び受取配当金 △326 △260 △452 

その他営業外収益 △97 △230 △328 

支払利息 21 18 41 

その他営業外費用・特別損失 77 40 311 

投資有価証券売却損益 － － △1,205 

有形固定資産売却・除却損益 72 199 411 

売上債権の増減額 9,431 10,603 △5,259 

たな卸資産の増減額 △7,283 △3,660 156 

その他流動資産の減少額 129 351 175 

仕入債務の増減額 △317 △3,972 2,314 

前受金の増加額 2,246 2,227 1,077 

その他流動負債の増減額 △435 △923 362 

役員賞与の支払額 － △95 △180 

その他 △242 28 △212 

小計 17,963 11,535 20,096 

利息及び配当金の受取額 365 331 589 

その他の営業外収入額 88 186 374 

利息の支払額 △17 △20 △43 

その他の営業外支出額 △50 △67 △179 

法人税等の支払額 △4,201 △3,723 △6,981 

営業活動によるキャッシュ・フロー 14,148 8,242 13,856 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー：       

定期預金等の預入による支出 △63 △389 △305 

定期預金等の払戻による収入 34 308 314 

有価証券の取得による支出 △6,096 △5,058 △10,807 

有価証券の償還・売却による収入 6,324 4,249 10,239 

有形固定資産の取得による支出 △10,061 △4,258 △10,962 

有形固定資産の売却による収入 32 57 817 

投資有価証券の取得による支出 △133 △2,939 △3,914 

投資有価証券の売却等による収入 － 471 2,785 

その他の支出 △501 △527 △986 

その他の収入 79 359 500 

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,385 △7,725 △12,318 
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区分 
当中間期 

（18.4～18.9）
前年中間期 

（17.4～17.9） 
前期 

（17.4～18.3） 

金額 金額 金額 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー：       

短期借入金の収支 △127 － 220 

長期借入金の返済による支出 △64 △42 △84 

自己株式の取得による支出 △3 △4 △11 

配当金の支払額 △1,419 △1,157 △2,572 

少数株主への配当金の支払額 △21 △55 △106 

少数株主からの払込による収入 － 38 38 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,637 △1,221 △2,516 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 54 74 173 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 2,180 △629 △804 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 29,871 30,365 30,365 

Ⅶ 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首
残高 132 310 310 

Ⅷ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 32,184 30,046 29,871 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

１．連結の範囲に関する事項 

（１）連結子会社数       ３６社 

主要な会社名       ㈱クリタス、栗田エンジニアリング㈱、クリテックサービス㈱

なお、重要性が増加したため、２社{クリタ・ケミカル東海㈱及び持分法より変更した三善

工業㈱}を、当中間期から連結の範囲に含めております。 

（２）主要な非連結子会社名   栗田総合サービス㈱ 

非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、中間純利益（持分相当

額）及び利益剰余金（持分相当額）等は、いずれも中間連結財務諸表に重要な影響を及ぼし

ていないため、連結の範囲から除外しております。 

２．持分法の適用に関する事項 

（１）持分法適用非連結子会社数 １社 

持分法適用関連会社数   ５社 

主要な持分法適用会社名  栗田総合サービス㈱   

なお、持分法より連結法への変更により、１社が減少しております。           

（２）持分法適用除外の非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社名 ㈱ランドマネジメント 

持分法適用除外の非連結子会社及び関連会社は、それぞれ中間純利益（持分相当額）及び利

益剰余金（持分相当額）等からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に及ぼす

影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外して

おります。 

３．連結子会社の中間決算日等に関する事項 

連結子会社のうちクリタ（シンガポール）Pte.Ltd.等の在外連結子会社14社の中間決算日は、平

成18年６月30日であります。中間連結財務諸表の作成に当たっては、同決算日現在の財務諸表を

使用しております。 

４．会計処理基準に関する事項 

（１）重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの    中間期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） 

時価のないもの       移動平均法による原価法 

②たな卸資産          主として移動平均法による原価法 

（ただし、仕掛品は主として個別法による原価法） 

（２）重要な減価償却資産の減価償却方法 

①有形固定資産      当社及び国内連結子会社は定率法｛ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに当社が客先に設

置している超純水等の供給用設備については定額法｝、在外連結

子会社は定額法 

（３）重要な引当金の計上基準 

①賞与引当金         支給見込額基準により計上 

②退職給付引当金     当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当

中間期末において発生していると認められる額を計上、なお、数

理計算上の差異は１～２年による按分額を発生年度から費用処理
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（４）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、中間期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益

として処理、なお、在外子会社等の資産及び負債は、当該子会社等の中間決算日の直物為

替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額

は少数株主持分及び純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上 

（５）重要なリース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引

については、主として通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理 

（６）消費税等の会計処理方法 

税抜方式 

５．中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であ

り、かつ、原則として価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３か月以内に満

期又は償還期限の到来する短期投資からなっております。 

会計方針の変更 

当中間期より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成

17年12月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計

基準適用指針第８号 平成17年12月９日）を適用しております。なお、従来の資本の部の合計に相

当する金額は149,068百万円であります。 

注記事項 

＜中間連結貸借対照表関係＞ 

＜中間連結損益計算書関係＞ 

中間期における税金費用については、簡便法による税効果会計を適用しているため、法人税等調整

額は「法人税・住民税・事業税」に含めて表示しております。 

＜中間連結株主資本等変動計算書関係＞ 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項       (単位：株）

（注）当中間期の自己株式数の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。  

  （当中間期） （前年中間期） （前期） 

１．有形固定資産の減価償却累計額 35,610百万円 31,420百万円 33,165百万円 

２．債務保証 5百万円 14百万円 10百万円 

３．当中間期末日（平成18年９月30日・金融機関休業日） 満期の受取手形1,013百万円、支払手形

  558百万円は同日決済されたものとして処理しております。 

  前期末株式数 当中間期増加株式数 当中間期減少株式数 当中間期末株式数

発行済株式        

普通株式 132,800,256 － － 132,800,256 

合計 132,800,256 － － 132,800,256 

自己株式        

普通株式 4,127,639 1,758 － 4,129,397 

合計 4,127,639 1,758 － 4,129,397 
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２．配当に関する事項 

 （１）配当金支払額 

 （２）基準日が当中間期に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間期末後となるもの 

  

＜中間連結キャッシュ・フロー計算書関係＞ 

現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

＜リース取引関係＞ 

   EDINETにより開示を行うため、その記載を省略しております。 

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり
配当額 基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 

定時株主総会 
普通株式 1,415百万円 11円00銭 平成18年３月31日 平成18年６月30日

決議 株式の種類 配当金の 
総額 配当の原資 １株当たり

配当額 基準日 効力発生日 

平成18年10月31日 

取締役会 
普通株式 1,672百万円 利益剰余金 13円00銭 平成18年９月30日 平成18年12月６日

  (平成18年９月30日現在) (平成17年９月30日現在) (平成18年３月31日現在) 

 現金・預金勘定   32,488百万円   30,356百万円   30,107百万円 

 預入期間が３か月を超える 

 定期預金等 
  △304     △309     △236

 現金及び現金同等物   32,184     30,046     29,871
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＜有価証券関係＞ 

当中間期（平成１８年９月３０日現在）         

１．その他有価証券で時価のあるもの                        （単位：百万円）

２．時価のない主な有価証券の内容                        （単位：百万円）

前年中間期（平成１７年９月３０日現在）        

１．その他有価証券で時価のあるもの                       （単位：百万円）

２．時価のない主な有価証券の内容                        （単位：百万円）

  取得原価 
中間連結貸借対照表 
計上額 

差額 

（１）株式 8,907 13,550 4,642 

（２）債券       

 国債・地方債 4,000 3,997 △3 

 社債 4,648 4,619 △28 

 その他 2,999 2,994 △4 

（３）その他 － － － 

合計 20,555 25,161 4,606 

  中間連結貸借対照表計上額 摘要 

その他有価証券     

非上場株式 2,082   

  取得原価 
中間連結貸借対照表 
計上額 

差額 

（１）株式 8,046 12,566 4,520 

（２）債券       

 国債・地方債 4,000 3,998 △2 

 社債 5,126 5,111 △14 

 その他 2,999 2,999 △0 

（３）その他 － － － 

合計 20,172 24,676 4,503 

  中間連結貸借対照表計上額 摘要 

その他有価証券     

非上場株式 3,083   
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前期（平成１８年３月３１日現在）           

１．その他有価証券で時価のあるもの                                        （単位：百万円）

２．時価のない主な有価証券の内容                        （単位：百万円）

＜デリバティブ取引関係＞ 

  EDINETにより開示を行うため、その記載を省略しております。 

＜ストック・オプション等関係＞ 

 該当事項はありません。 

  取得原価 連結貸借対照表計上額 差額 

（１）株式 8,886 15,449 6,562 

（２）債券       

 国債・地方債 4,000 3,993 △7 

 社債 4,879 4,816 △62 

 その他 2,999 2,999 0 

（３）その他 － － － 

合計 20,766 27,259 6,492 

  連結貸借対照表計上額 摘要 

その他有価証券     

非上場株式 2,082   
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＜セグメント情報＞ 

１．事業の種類別セグメント情報 

当中間期（平成１８年４月１日～平成１８年９月３０日）            (単位：百万円)

前年中間期（平成１７年４月１日～平成１７年９月３０日）           (単位：百万円)

  
水処理薬品 

事業 

水処理装置 

事業 
計 消去又は全社 連結 

Ⅰ 売上高及び営業利益           

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高 27,694 58,686 86,381 － 86,381

(2）セグメント間内部売上高 122 29 151 (151)  －

計 27,816 58,715 86,531 (151)  86,381

営業費用 23,160 52,764 75,925 (152)  75,773

営業利益 4,655 5,951 10,606 1  10,608

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出           

資産 37,395 126,513 163,909 53,227 217,136

減価償却費 792 2,278 3,070 － 3,070

資本的支出 570 7,906 8,476 － 8,476

  
水処理薬品
事業 

水処理装置
事業 

計 消去又は全社 連結 

Ⅰ 売上高及び営業利益           

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高 26,521 45,978 72,499 － 72,499

(2）セグメント間内部売上高 170 215 386 (386) －

計 26,692 46,194 72,886 (386) 72,499

営業費用 22,683 45,393 68,077 (384) 67,692

営業利益 4,008 800 4,809 ( 1) 4,807

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出           

資産 46,684 103,711 150,395 41,901 192,297

減価償却費 682 1,585 2,268 － 2,268

資本的支出 1,231 4,362 5,593 － 5,593
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前期（平成１７年４月１日～平成１８年３月３１日）              (単位：百万円)

（注）１．事業区分の方法 

当社グループの主な事業内容は、水処理に関する薬品類の製造販売と水処理に関する装置・

施設類の製造販売であります。従って、事業区分は製品の系列を考慮し、水処理薬品事業と

水処理装置事業の２つに区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

３．当中間期、前年中間期及び前期における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦

不能営業費用はありません。 

４．当中間期、前年中間期及び前期における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産

の金額は、53,342百万円、41,911百万円及び42,362百万円であり、その主なものは、預金、

運用有価証券及び長期投資資金（預金、有価証券及び投資有価証券）であります。 

２．所在地別セグメント情報 

 当中間期、前年中間期及び前期における本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高

の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める割合がいずれも９０％超であるため、そ

の記載を省略しております。 

  
水処理薬品 

事業 

水処理装置 

事業 
計 消去又は全社 連結 

Ⅰ 売上高及び営業利益           

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高 54,549 119,133 173,683 － 173,683

(2）セグメント間内部売上高 322 573 895 (895) －

計 54,872 119,706 174,578 (895) 173,683

営業費用 46,910 110,357 157,268 (895) 156,372

営業利益 7,961 9,349 17,310 0 17,311

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出           

資産 46,191 124,280 170,471 42,302 212,774

減価償却費 1,608 3,298 4,906 － 4,906

資本的支出 2,018 14,519 16,537 － 16,537

事業区分 主要製品 

水処理薬品事業 

ボイラ水系処理剤、冷却水系処理剤、空調関係水処理剤、 

排水処理剤、土木建築関連処理剤、石油化学・紙パルプ等の

製造プロセス処理剤、ダイオキシン処理剤・除去システム、

メンテナンス・サービス 

水処理装置事業 

超純水製造装置、用水処理装置、排水処理装置、規格型水処

理装置、化学洗浄工事、精密洗浄、土壌浄化システム、下水

道終末処理施設、海水淡水化施設、レジャープール、水処理

施設の運転・維持管理等のメンテナンス・サービス 
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３．海外売上高 

当中間期（平成１８年４月１日～平成１８年９月３０日）                (単位：百万円)

  

前年中間期（平成１７年４月１日～平成１７年９月３０日）          (単位：百万円)

  

前期（平成１７年４月１日～平成１８年３月３１日）                (単位：百万円)

(注)１．国又は地域は、地理的近接度によって区分しております。 

  ２．各区分に属する主な国又は地域は以下のとおりであります。 

アジア   ： 韓国、中国、台湾、シンガポール、インドネシア、タイ 

北アメリカ ： アメリカ 

ヨーロッパ ： ドイツ 

その他の地域： ブラジル 

  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。

  アジア 北アメリカ ヨーロッパ その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高 9,761 1,438 609 939 12,749 

Ⅱ 連結売上高  －  －  －  － 86,381 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(%) 11.3 1.7 0.7 1.1 14.8 

  アジア 北アメリカ ヨーロッパ その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高 5,704 1,004 613 729 8,051 

Ⅱ 連結売上高  －  －  －  － 72,499 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(%) 7.9 1.4 0.8 1.0 11.1 

  アジア 北アメリカ ヨーロッパ その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高 16,602 2,340 1,121 1,724 21,788 

Ⅱ 連結売上高  －  －  －  － 173,683 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(%) 9.6 1.3 0.6 1.0 12.5 

- 25 -



(5）売上、受注及び生産実績の状況 

１．売 上 高                                 (単位：百万円)

２．受注高及び受注残高                           (単位：百万円)

３．生産実績                                (単位：百万円)

（注）金額は販売価格によっております。 

事業区分 

当中間期 
（18.4～18.9） 

前年中間期 
（17.4～17.9） 

前期 
（17.4～18.3） 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 

水処理薬品事業 27,694 32.1% 26,521 36.6% 54,549 31.4%

水処理装置事業 58,686 67.9 45,978 63.4 119,133 68.6 

合  計 86,381 100.0 72,499 100.0 173,683 100.0 

事業区分 

当中間期 
（18.4～18.9） 

前年中間期 
（17.4～17.9） 

前期 
（17.4～18.3） 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 

受 
注 
高 

水処理薬品事業 28,359 27.9% 27,213 30.1% 53,903 29.3%

水処理装置事業 73,196 72.1 63,194 69.9 130,007 70.7 

合  計 101,555 100.0 90,407 100.0 183,910 100.0 

受 
注 
残 
高 

水処理薬品事業 4,272 5.7 4,944 7.3 3,607 6.0 

水処理装置事業 70,850 94.3 62,683 92.7 56,340 94.0 

合  計 75,122 100.0 67,628 100.0 59,947 100.0 

事業区分 

当中間期 
（18.4～18.9） 

前年中間期 
（17.4～17.9） 

前期 
（17.4～18.3） 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 

水処理薬品事業 28,059 29.3% 26,000 34.5% 54,604 31.8%

水処理装置事業 67,634 70.7 49,410 65.5 117,137 68.2 

合  計 95,693 100.0 75,411 100.0 171,741 100.0 
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