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(百万円未満切捨て)

１．平成26年３月期第１四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年６月30日）

（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１四半期 36,558 △9.2 2,568 △40.9 2,870 △37.5 1,803 △48.6
25年３月期第１四半期 40,273 5.3 4,345 △8.7 4,592 △9.1 3,510 17.3

(注) 包括利益 26年3月期第1四半期 4,403百万円（28.4％） 25年3月期第1四半期 3,428百万円（2.9％）

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１四半期 15 14 ─
25年３月期第１四半期 27 72 ─

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

26年３月期第１四半期 261,830 211,012 80.1
25年３月期 263,580 209,118 78.9

(参考) 自己資本 26年3月期第1四半期 209,748百万円 25年3月期 207,871百万円

２．配当の状況

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 ─ 21 00 ─ 21 00 42 00

26年３月期 ─

26年３月期(予想) 22 00 ─ 22 00 44 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、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期(累計) 90,500 0.3 10,000 △7.9 10,200 △10.0 6,100 25.4 51 19
通期 191,000 6.0 23,500 12.0 24,000 8.9 14,000 22.0 117 48



 
  

（４）発行済株式数（普通株式） 

 
  

・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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

  

※ 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、実際の業績等は様々な要因により異なる可能性がありま

す。なお、連結業績予想に関する事項は添付資料４ページをご覧ください。 

  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

 （連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

（注）詳細は、添付資料５ページの「サマリー情報（注記事項）に関する事項」をご覧ください。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

 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１Ｑ 132,800,256株 25年３月期 132,800,256株

② 期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 13,635,662株 25年３月期 13,635,467株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 119,164,666株 25年３月期１Ｑ 126,659,231株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示



  

 

 

 

 

○添付資料の目次

１. 当四半期決算に関する定性的情報 …………………………………………………… 2

（１） 経営成績に関する説明 ……………………………………………………………… 2

（２） 財政状態に関する説明 ……………………………………………………………… 4 

（３） 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………… 4

２. サマリー情報（注記事項）に関する事項 …………………………………………… 5

（１） 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …………………………… 5

（２） 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………… 5

３. 四半期連結財務諸表 …………………………………………………………………… 6

（１） 四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………… 6

（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 ………………………… 8

（３） 四半期連結財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………10

       （継続企業の前提に関する注記） …………………………………………………10

       （株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） …………………………10

       （セグメント情報） …………………………………………………………………10

４. 補足情報 …………………………………………………………………………………11

栗田工業（株）　（6370）　平成26年3月期　第1四半期決算短信

- 1 -



  １）当第１四半期の概況（平成25年４月１日～平成25年６月30日） 

 当社グループをとりまく市場環境は、国内では、円安により製造業、中でも輸出型企業の採算性
は改善したものの、全般的には生産数量に大きな伸びは見られず、工場操業度の上昇には至ってお

りません。また、生産設備の過剰感も継続しており、設備投資は依然として低調な状況が続いてお
ります。 
 海外では、堅調な米国経済に支えられ、世界景気は緩やかに回復してきているものの、欧州や中

国をはじめとする新興国経済の先行きの不透明感は、依然高い状況にあります。 
 このような厳しい外部環境のなか、当社グループは、成長する地域、産業分野に競争力の高い商
品・サービスを投入し、海外事業の拡大と国内事業基盤の強化に取り組みましたが、第１四半期
は、当社グループにとって厳しいスタートとなりました。 

 以上の結果、当社グループ全体の受注高は42,111百万円（前年同期比5.4%減）、売上高は36,558
百万円（前年同期比9.2%減）となりました。利益につきましては、営業利益2,568百万円（前年同
期比40.9%減）、経常利益2,870百万円（前年同期比37.5%減）、四半期純利益は1,803百万円（前年

同期比48.6%減）となりました。 
  

 

    

  ２）セグメント別の概況 

①水処理薬品事業 

 国内では、ほぼすべての産業分野で、ボイラ薬品、冷却水薬品などの主力薬品の受注高・売上高
が減少しました。海外では、中国、東南アジアで冷却水薬品、逆浸透膜処理薬品、紙・パルプ向け
プロセス薬品が増加し、受注高・売上高ともに増加しました。水処理薬品事業全体としては、受注

高・売上高ともに、微増となりました。 
 この結果、当社グループの水処理薬品事業全体の受注高は14,564百万円（前年同期比0.7%増）、
売上高は13,681百万円（前年同期比1.6%増）、営業利益は1,855百万円（前年同期比7.8%減）とな
りました。 

  

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
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②水処理装置事業 
 国内では、東日本大震災の復旧需要の一巡により、電力向けの水処理装置の受注高・売上高とも

に減少しました。電子産業分野でも、工場操業度の上昇、設備投資回復の動きは見られず、水処理
装置、メンテナンス・サービスともに受注高・売上高は減少しました。超純水供給事業は前年度に
おける契約満了及び契約条件の変更により、受注高・売上高ともに減少しました。 

 海外では、重点市場と位置付ける東アジア、東南アジアにおいて、中小型案件やメンテナンス・
サービスの需要取り込みに注力しましたが、電子産業向け大型案件の設備投資遅れ等の影響によ
り、受注高・売上高は減少しました。 
 この結果、当社グループの水処理装置事業全体の受注高は27,546百万円（前年同期比8.3%減）、

売上高は22,876百万円（前年同期比14.7%減）、営業利益は715百万円（前年同期比69.2%減）とな
りました。 
  

 

  

栗田工業（株）　（6370）　平成26年3月期　第1四半期決算短信

- 3 -



  

 当第１四半期末における流動資産は、145,877百万円となり、前連結会計年度末に比べ997百万円減
少しました。これは主に有価証券が10,000百万円、仕掛品が2,005百万円、受取手形が1,936百万円そ
れぞれ増加した一方で、売掛金が11,253百万円、現金及び預金が4,295百万円それぞれ減少したこと

によるものであります。売掛金の減少は、回収が順調であったことと、前連結会計年度の第４四半期
と比べ当第１四半期の売上水準が低下したことによるもので、現金及び預金の減少と有価証券の増加
は、主に有価証券扱いとなる譲渡性預金での運用増加によるものであります。仕掛品の増加は水処理

装置事業の工事進捗によるもので、受取手形の増加は、売掛金の回収のうち手形によるものが増加し
たためであります。 
 固定資産は、115,952百万円となり、前連結会計年度末に比べ753百万円減少しました。これは主に
有形固定資産が2,442百万円減少したものの、投資その他の資産が1,706百万円増加したことによるも

のであります。有形固定資産の減少は、超純水供給事業用設備等の減価償却費の計上額が設備投資額
を上回ったことによるもので、投資その他の資産の増加は、保有する株式の時価上昇により投資有価
証券の含み益が増加したことによるものであります。 

 流動負債は、31,807百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,608百万円減少しました。これは主
に買掛金が2,173百万円、未払法人税等が1,344百万円それぞれ減少したことによるものであります。
 固定負債は、19,010百万円となり、前連結会計年度末に比べ36百万円の微減となりました。 

 純資産合計は211,012百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,894百万円増加しました。これは主
に利益剰余金が698百万円減少したものの、その他の包括利益累計額が2,575百万円増加したことによ
るものであります。利益剰余金の減少は、前連結会計年度の期末配当金2,502百万円が当第１四半期
純利益1,803百万円を上回ったことによるもので、その他の包括利益累計額の増加は、投資有価証券

の含み益増加に伴いその他有価証券評価差額金が1,718百万円、円安外国通貨高に伴い為替換算調整
勘定が857百万円それぞれ増加したことによるものであります。  

  

 平成26年３月期の連結業績につきましては、平成25年４月30日発表の「平成25年３月期 決算短
信」に記載しました平成26年３月期の第２四半期累計期間及び通期の連結業績予想のとおり推移する

ものと考えております。 
 四半期業績の推移は５ページに記載のとおりであります。 

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動はありません。 

なお、当第１四半期連結会計期間から、新たに設立した１社及び重要性が増加した１社を持分法

の適用範囲に含めております。 

  

税金費用の計算 

当連結会計年度の税金等調整前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積

り、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

  

四半期業績の推移 

（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。 

  

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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

○参考情報
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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１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 43,039 38,744

受取手形 6,108 8,044

売掛金 55,279 44,026

有価証券 34,000 44,000

製品 1,445 1,557

仕掛品 2,238 4,243

原材料及び貯蔵品 1,191 1,517

その他 3,676 3,832

貸倒引当金 △104 △87

流動資産合計 146,874 145,877

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 23,693 22,896

機械及び装置（純額） 36,173 37,109

その他（純額） 26,954 24,372

有形固定資産合計 86,820 84,378

無形固定資産 1,619 1,603

投資その他の資産   

その他 28,506 30,343

貸倒引当金 △241 △372

投資その他の資産合計 28,265 29,971

固定資産合計 116,705 115,952

資産合計 263,580 261,830

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,451 1,425

買掛金 16,522 14,349

未払法人税等 2,509 1,165

引当金 3,550 2,562

その他 11,382 12,304

流動負債合計 35,415 31,807

固定負債   

退職給付引当金 10,835 10,996

その他の引当金 165 91

その他 8,045 7,922

固定負債合計 19,046 19,010

負債合計 54,462 50,817
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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１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 13,450 13,450

資本剰余金 11,426 11,426

利益剰余金 202,807 202,109

自己株式 △21,859 △21,859

株主資本合計 205,826 205,127

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 4,079 5,797

土地再評価差額金 △564 △564

為替換算調整勘定 △1,469 △612

その他の包括利益累計額合計 2,045 4,620

少数株主持分 1,246 1,264

純資産合計 209,118 211,012

負債純資産合計 263,580 261,830
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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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 40,273 36,558

売上原価 26,578 24,021

売上総利益 13,695 12,536

販売費及び一般管理費 9,349 9,968

営業利益 4,345 2,568

営業外収益   

受取利息 43 47

受取配当金 182 164

持分法による投資利益 75 23

その他 40 95

営業外収益合計 342 332

営業外費用   

支払利息 22 14

投資有価証券評価損 53 －

その他 19 15

営業外費用合計 95 30

経常利益 4,592 2,870

特別利益   

固定資産売却益 1,040 －

閉鎖型適格退職年金制度終了益 137 －

特別利益合計 1,177 －

税金等調整前四半期純利益 5,770 2,870

法人税等 2,200 1,094

少数株主損益調整前四半期純利益 3,570 1,775

少数株主利益又は少数株主損失（△） 59 △27

四半期純利益 3,510 1,803
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 四半期連結包括利益計算書 
 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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 3,570 1,775

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △816 1,712

為替換算調整勘定 632 873

持分法適用会社に対する持分相当額 42 40

その他の包括利益合計 △142 2,627

四半期包括利益 3,428 4,403

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 3,322 4,379

少数株主に係る四半期包括利益 105 24
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当第１四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年6月30日） 

該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年６月30日） 

該当事項はありません。 

  

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）
 

  

（単位：百万円）
 

（注）１．調整額のうち、売上高はセグメント間取引消去額であり、セグメント利益は、セグメント間取引消去に

伴うものであります。 

２．セグメント利益欄は、営業利益の数値であります。 

  

（３）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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報）

前第１四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年６月30日）

報告セグメント
調整額 

(注)１

四半期連結
損益計算書 
計上額

(注)２
水処理薬品

事業
水処理装置

事業
計

売上高

 外部顧客への売上高 13,465 26,807 40,273 ― 40,273

 セグメント間の内部売上高 
 又は振替高

55 51 107 △107 ―

計 13,521 26,859 40,381 △107 40,273

セグメント利益 2,013 2,318 4,332 13 4,345

当第１四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年６月30日）

報告セグメント

調整額 

(注)１

四半期連結
損益計算書 
計上額

(注)２
水処理薬品

事業
水処理装置

事業
計

売上高

 外部顧客への売上高 13,681 22,876 36,558 ― 36,558

 セグメント間の内部売上高 
 又は振替高

44 47 92 △92 ―

計 13,726 22,923 36,650 △92 36,558

セグメント利益 1,855 715 2,571 △2 2,568
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（１）受注高 

     

（２）売上高 

   

（３）設備投資額（有形固定資産） 

   

（４）減価償却費（有形固定資産） 

４．補足情報

セグメントの名称

前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間
（自平成24年４月１日
至平成24年６月30日）

（自平成25年４月１日 
至平成25年６月30日）

金額 構成比 金額 構成比

  水処理薬品事業（百万円） 14,462 32.5% 14,564 34.6%

  水処理装置事業（百万円） 30,053 67.5 27,546 65.4

合計（百万円） 44,516 100.0 42,111 100.0

セグメントの名称

前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間
（自平成24年４月１日
至平成24年６月30日）

（自平成25年４月１日 
至平成25年６月30日）

金額 構成比 金額 構成比

  水処理薬品事業（百万円） 13,465 33.4% 13,681 37.4%

  水処理装置事業（百万円） 26,807 66.6 22,876 62.6

合計（百万円） 40,273 100.0 36,558 100.0

セグメントの名称

前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間
（自平成24年４月１日
至平成24年６月30日）

（自平成25年４月１日 
至平成25年６月30日）

金額 構成比 金額 構成比

  水処理薬品事業（百万円） 199 18.8% 211 23.5%

  水処理装置事業（百万円） 862 81.2 689 76.5

合計（百万円） 1,061 100.0 901 100.0

セグメントの名称

前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間
（自平成24年４月１日
至平成24年６月30日）

（自平成25年４月１日 
至平成25年６月30日）

金額 構成比 金額 構成比

  水処理薬品事業（百万円） 254 6.9% 265 7.6%

  水処理装置事業（百万円） 3,438 93.1 3,253 92.4

合計（百万円） 3,693 100.0 3,519 100.0
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