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会社概要（2011年3月31日現在）

商号 栗田工業株式会社 
 （Kurita Water Industries Ltd.）
本社所在地 東京都新宿区西新宿三丁目4番7号
設立年月日 1949年7月13日
資本金 134億5,075万円
従業員数 1,523名（連結4,490名）
ホームページアドレス http://www.kurita.co.jp/
お問合わせ先 経営企画室 企画部 広報課 
 TEL.03-3347-3250

株主メモ
事業年度 毎年4月1日～翌年3月31日
定時株主総会 6月
利益配当金受領株主確定日 3月31日
中間配当金受領株主確定日 9月30日 
（中間配当を行う場合）
基準日  3月31日

公告掲載新聞 日本経済新聞
株主名簿管理人および 中央三井信託銀行株式会社 
特別口座管理機関 東京都港区芝三丁目33番1号
　（電話照会先）  フリーダイヤル　0120-78-2031 

（受付時間：平日9：00～17：00）
　（郵便物送付先）  〒168-0063 

東京都杉並区和泉二丁目8番4号 
中央三井信託銀行株式会社 
証券代行部（証券代行事務センター）

同取次窓口  中央三井信託銀行株式会社全国各支店 
日本証券代行株式会社本店および全国各支店

諸手続きお問合わせ先（住所変更、単元未満株式の買取請求、未払配当金の照会等）
・  証券会社の口座に記録された株式の場合
 株主様の口座のある証券会社にお申出ください。
  ただし、未払配当金の照会については、中央三井信託銀行株式会社（株主名簿
管理人）にお申出ください。

・  特別口座に記録された株式の場合
  中央三井信託銀行株式会社（株主名簿管理人および特別口座管理機関）にお申
出ください。

(  )そのほか臨時に必要があるときに
は、あらかじめ公告いたします。

この冊子は、適切に管理された森林由来のFSC™認証紙に、植物油インキを使用して印刷しています。

　排水処理における汚泥削減は、CO2排出量削
減、廃棄物量削減の観点から、社会全体にとって
重要な課題となっています。これに対する解決策
は、今回ご紹介した薬品による処理のほか、生物
処理工程における汚泥発生量の抑制や、汚泥発生
後の脱水工程での廃棄物量削減など、様々なアプ
ローチがあります。
　クリタの強みは、これらすべての工程における
水処理薬品と水処理装置の技術とノウハウを保有
していることです。この総合力が、排水処理全般
をあらゆる角度から見直し、お客様ごとに最も効果
的な課題解決を可能にしています。
　クリタは、水の先進的マネジメントを追求し、環
境負荷低減と生産性向上を求めるお客様にとって
最適なソリューションを提供することを通じて、持
続可能な社会の実現に貢献していきたいと考えて
います。

排水処理から生じる廃棄物
　工場で発生する排水には微細な粒子状の物質、りんや窒
素をはじめとしてイオンの状態で溶け込んでいる物質など
が含まれています。排水中の物質（汚れ）を取り除き、下水
道、海域や河川に放流できるようにするのが排水処理です。
　排水処理では微細な粒子と結合して沈殿しやすくする
無機凝結剤という薬品が使われています。粒子をより大
きなかたまりとして沈みやすくして、水から分離しやすく
するためです。しかし、この無機凝結剤は粒子状の物質
と一緒に沈殿してしまうため、薬品自体が汚泥という廃棄

物になるという問題があります。汚泥発生量の増加は処
分コストを上昇させるだけでなく、焼却時におけるCO2排
出量の増加や、さらには、廃棄物処分場の受け入れ能力
の限界という問題もあります。環境負荷低減や生産性向
上を目指すお客様にとっては、この汚泥の削減が重要な
課題となっています。
　このような課題に対しクリタは、無機凝結剤に代わる新
たな薬品を適用することにより、無機凝結剤の使用量を
削減し、廃棄物量を減らす提案を行っています。

有機凝結剤「ゼータエース」の特長と効果
　有機凝結剤「ゼータエース」は微細な粒子を大きくする
効果が高く、また、薬品自体は汚泥にはなりません。
　すなわち、より少ない無機凝結剤の添加でも同等の処
理効果を得られるようになり、汚泥発生量を低減すること
が可能になります。
　具体的な効果として、ゼータエースの添加前と添加後
の比較では、無機凝結剤の量を削減でき、お客様にとって
のトータルコストも薬品使用量と廃棄物処分費を抑えるこ
とにより、約20%削減できます。
　さらにクリタは、最適な薬品添加を実現するために、セ
ンサーや制御装置などを組み合わせた提案を実施し、お

クリタが提供するトータル・ソリューション

廃棄物量と処理コストを削減する
水処理薬品によるソリューション

特集　環境負荷低減に貢献するクリタの技術

2012年3月期 第1四半期 2011.4.1 ～ 2011.6.30

クリタ株主通信

栗田工業株式会社
【 証券コード： 6370 】

排水処理工程のイメージ

客様のメリットや水処理の効果を分かりやすく提示しなが
ら活動しています。
　このような提案が高い評価をいただき、ゼータエース
は製紙・化学・食品など幅広い業種で採用され、お客様の
環境負荷低減に貢献しています。
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お客様にとってのトータルコスト削減

薬品使用量と廃棄物処分費
の削減により、トータルコス
トは約20%削減されます

■ 廃棄物処分費
■ ゼータエース
■  無機凝結剤・ 
高分子凝集剤

凝集剤による処理効果例



2012年3月期 第1四半期決算のご報告

2012年3月期 第1四半期の業績について
　当社グループをとりまく市場環境は、国内においては東日
本大震災の影響が残る厳しい状況下でのスタートとなりました
が、復旧・復興に向けた動きも本格化し始め、回復が期待され
る状況となっています。また海外においては、先進国の景気
の先行きに不透明感がある一方、新興国の経済成長が続いて
います。
　このような状況下、当社グループは、お客様の震災復旧へ
の支援に注力するとともに、収益基盤の拡大に向け、提案営
業の推進やグループ間の連携強化に努めました。
　当第1四半期における連結業績は、受注高が前年同期比5.7%
増の46,953百万円となり、売上高が同2.4%減の38,248百万
円となりました。利益につきましては、減収の影響により営業
利益が前年同期比9.6%減の4,760百万円、当第1四半期純
利益は同9.8%減の2,993百万円となりました。

当期の取り組みについて
　当社グループは、3カ年の中期経営計画「MP-11（Make 
Progress 2011）」の最終年度に当たる当期において、「サー
ビス事業の拡大・進化」と「グローバル事業の拡大」に継続し
て取り組んでいます。お客様の生産性向上や環境負荷低減と
いった課題に対して、最適なソリューションを提供できるよう
サービス品質の向上に努めるとともに、2011年6月にはブラ
ジルにおいて水処理薬品のグループ会社の新工場を稼働させ
るなど、成長する地域や市場における事業拡大に注力してい
ます。
　株主・投資家の皆様には、日頃のご高配に心からお礼を申し
あげるとともに、今後も一層のご支援をよろしくお願いいたし
ます。

2011年8月

社長ごあいさつ

株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り、

厚くお礼申しあげます。

2012年3月期 第1四半期（2011年4月1日～2011年6月30日）

の事業概況についてご報告申しあげます。

代表取締役社長
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※グラフの金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています
※営業利益合計は、「消去又は全社」を調整の上表示しています

セグメント別業績ハイライト

売上高構成比率

特集は裏面に掲載しています

詳細は当社ホームページでご確認ください
URL　http://www.kurita.jp/

※Yahoo!® JapanやGoogle™などの検索サイトからアクセスすることができます

検索

セグメント別業績の推移水処理薬品事業
　当事業においては、お客様の東日本大震災
からの復旧支援に注力するとともに、国内外
でグループ間の連携を強化し、生産性向上、
環境負荷低減など顧客の課題を解決する提案
営業を推進しました。受注高・売上高につい
ては、国内では石油化学コンビナートや自動
車産業向けを中心に、震災によるお客様工場の操業停止や操業
度低下の影響を受け減少しました。海外では新興国の景気拡大を
背景に伸長しました。
　この結果、前年同期に比べ受注高は0.7%増、売上高は1.2%

減、営業利益は6.0%減となりました。

水処理装置事業
　当事業においては、お客様の震災復旧への支援に注力するとと
もに、提案営業の推進とアジアでの営業強化により受注の拡大に
努めました。国内では、震災復旧関連需要やお客様の生産回復に
より、電子産業分野、一般産業分野ともにメンテナンス・サービス
の受注高が増加したほか、一般産業向け水処理装置の受注高も増
加しました。売上高については、超純水製造装置などが減収となっ
たことにより減少となりました。

　この結果、前年同期に比べ受注高
は8.2%増、売上高は3.1%減、営業
利益は12.0%減となりました。

※グラフの金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています

要約貸借対照表
（百万円）

社長ごあいさつ

株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り、

厚くお礼申しあげます。
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連結業績ハイライト
受注高

46,953百万円
売上高

38,248百万円

営業利益

4,760百万円
設備投資額（有形固定資産）

1,152百万円
四半期（当期）純利益

2,993百万円
減価償却費（有形固定資産）

3,742百万円
（百万円）

 通期
 第1四半期 （百万円）

 通期
 第1四半期

（百万円）
 通期
 第1四半期

（百万円）
 通期
 第1四半期 （百万円）

 通期
 第1四半期

（百万円）
 通期
 第1四半期

181,951

44,410

’11/3

195,000（計画）

’12/3

46,953

27,131

5,267

’11/3

29,000（計画）

’12/3

4,760

5,469

715

’11/3

6,400（計画）

’12/3

1,152

181,234

39,201

’11/3

192,000（計画）

’12/3

38,248

17,138

3,318

’11/3

17,400（計画）

’12/3

2,993

15,375

3,799

’11/3

15,600（計画）

’12/3

3,742

代表取締役社長

水処理薬品事業
35.2％

売上高
38,248百万円

水処理装置事業
64.8％

流動資産 117,579 （△273）

固定資産 132,741 （△2,705）

総資産　250,321（△2,977）
※（ ）内は2011年3月末と比較した増減を表示しています

売上高
（百万円）

営業利益
（百万円）

受注高
（百万円）

14,550

’10/6 ’11/6

29,859

14,658

32,295
46,953

44,410

2,334

’10/6 ’11/6

2,932

2,195

4,760
5,267

2,579

13,604

’10/6 ’11/6

25,596

13,445

24,802
38,24839,201

■ 水処理装置事業
■ 水処理薬品事業

■ 水処理装置事業
■ 水処理薬品事業

■ 水処理装置事業
■ 水処理薬品事業

流動負債 31,069 （△3,702）

固定負債 18,987 （△188）

純資産 200,264 （+   913）



2012年3月期 第1四半期決算のご報告

2012年3月期 第1四半期の業績について
　当社グループをとりまく市場環境は、国内においては東日
本大震災の影響が残る厳しい状況下でのスタートとなりました
が、復旧・復興に向けた動きも本格化し始め、回復が期待され
る状況となっています。また海外においては、先進国の景気
の先行きに不透明感がある一方、新興国の経済成長が続いて
います。
　このような状況下、当社グループは、お客様の震災復旧へ
の支援に注力するとともに、収益基盤の拡大に向け、提案営
業の推進やグループ間の連携強化に努めました。
　当第1四半期における連結業績は、受注高が前年同期比5.7%
増の46,953百万円となり、売上高が同2.4%減の38,248百万
円となりました。利益につきましては、減収の影響により営業
利益が前年同期比9.6%減の4,760百万円、当第1四半期純
利益は同9.8%減の2,993百万円となりました。

当期の取り組みについて
　当社グループは、3カ年の中期経営計画「MP-11（Make 
Progress 2011）」の最終年度に当たる当期において、「サー
ビス事業の拡大・進化」と「グローバル事業の拡大」に継続し
て取り組んでいます。お客様の生産性向上や環境負荷低減と
いった課題に対して、最適なソリューションを提供できるよう
サービス品質の向上に努めるとともに、2011年6月にはブラ
ジルにおいて水処理薬品のグループ会社の新工場を稼働させ
るなど、成長する地域や市場における事業拡大に注力してい
ます。
　株主・投資家の皆様には、日頃のご高配に心からお礼を申し
あげるとともに、今後も一層のご支援をよろしくお願いいたし
ます。

2011年8月

※グラフの金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています
※営業利益合計は、「消去又は全社」を調整の上表示しています

セグメント別業績ハイライト

売上高構成比率

特集は裏面に掲載しています

詳細は当社ホームページでご確認ください
URL　http://www.kurita.jp/

※Yahoo!® JapanやGoogle™などの検索サイトからアクセスすることができます

検索

セグメント別業績の推移水処理薬品事業
　当事業においては、お客様の東日本大震災
からの復旧支援に注力するとともに、国内外
でグループ間の連携を強化し、生産性向上、
環境負荷低減など顧客の課題を解決する提案
営業を推進しました。受注高・売上高につい
ては、国内では石油化学コンビナートや自動
車産業向けを中心に、震災によるお客様工場の操業停止や操業
度低下の影響を受け減少しました。海外では新興国の景気拡大を
背景に伸長しました。
　この結果、前年同期に比べ受注高は0.7%増、売上高は1.2%

減、営業利益は6.0%減となりました。

水処理装置事業
　当事業においては、お客様の震災復旧への支援に注力するとと
もに、提案営業の推進とアジアでの営業強化により受注の拡大に
努めました。国内では、震災復旧関連需要やお客様の生産回復に
より、電子産業分野、一般産業分野ともにメンテナンス・サービス
の受注高が増加したほか、一般産業向け水処理装置の受注高も増
加しました。売上高については、超純水製造装置などが減収となっ
たことにより減少となりました。

　この結果、前年同期に比べ受注高
は8.2%増、売上高は3.1%減、営業
利益は12.0%減となりました。

※グラフの金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています
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会社概要（2011年3月31日現在）

商号 栗田工業株式会社 
 （Kurita Water Industries Ltd.）
本社所在地 東京都新宿区西新宿三丁目4番7号
設立年月日 1949年7月13日
資本金 134億5,075万円
従業員数 1,523名（連結4,490名）
ホームページアドレス http://www.kurita.co.jp/
お問合わせ先 経営企画室 企画部 広報課 
 TEL.03-3347-3250

株主メモ
事業年度 毎年4月1日～翌年3月31日
定時株主総会 6月
利益配当金受領株主確定日 3月31日
中間配当金受領株主確定日 9月30日 
（中間配当を行う場合）
基準日  3月31日

公告掲載新聞 日本経済新聞
株主名簿管理人および 中央三井信託銀行株式会社 
特別口座管理機関 東京都港区芝三丁目33番1号
　（電話照会先）  フリーダイヤル　0120-78-2031 

（受付時間：平日9：00～17：00）
　（郵便物送付先）  〒168-0063 

東京都杉並区和泉二丁目8番4号 
中央三井信託銀行株式会社 
証券代行部（証券代行事務センター）

同取次窓口  中央三井信託銀行株式会社全国各支店 
日本証券代行株式会社本店および全国各支店

諸手続きお問合わせ先（住所変更、単元未満株式の買取請求、未払配当金の照会等）
・  証券会社の口座に記録された株式の場合
 株主様の口座のある証券会社にお申出ください。
  ただし、未払配当金の照会については、中央三井信託銀行株式会社（株主名簿
管理人）にお申出ください。

・  特別口座に記録された株式の場合
  中央三井信託銀行株式会社（株主名簿管理人および特別口座管理機関）にお申
出ください。

(  )そのほか臨時に必要があるときに
は、あらかじめ公告いたします。

この冊子は、適切に管理された森林由来のFSC™認証紙に、植物油インキを使用して印刷しています。

　排水処理における汚泥削減は、CO2排出量削
減、廃棄物量削減の観点から、社会全体にとって
重要な課題となっています。これに対する解決策
は、今回ご紹介した薬品による処理のほか、生物
処理工程における汚泥発生量の抑制や、汚泥発生
後の脱水工程での廃棄物量削減など、様々なアプ
ローチがあります。
　クリタの強みは、これらすべての工程における
水処理薬品と水処理装置の技術とノウハウを保有
していることです。この総合力が、排水処理全般
をあらゆる角度から見直し、お客様ごとに最も効果
的な課題解決を可能にしています。
　クリタは、水の先進的マネジメントを追求し、環
境負荷低減と生産性向上を求めるお客様にとって
最適なソリューションを提供することを通じて、持
続可能な社会の実現に貢献していきたいと考えて
います。

排水処理から生じる廃棄物
　工場で発生する排水には微細な粒子状の物質、りんや窒
素をはじめとしてイオンの状態で溶け込んでいる物質など
が含まれています。排水中の物質（汚れ）を取り除き、下水
道、海域や河川に放流できるようにするのが排水処理です。
　排水処理では微細な粒子と結合して沈殿しやすくする
無機凝結剤という薬品が使われています。粒子をより大
きなかたまりとして沈みやすくして、水から分離しやすく
するためです。しかし、この無機凝結剤は粒子状の物質
と一緒に沈殿してしまうため、薬品自体が汚泥という廃棄

物になるという問題があります。汚泥発生量の増加は処
分コストを上昇させるだけでなく、焼却時におけるCO2排
出量の増加や、さらには、廃棄物処分場の受け入れ能力
の限界という問題もあります。環境負荷低減や生産性向
上を目指すお客様にとっては、この汚泥の削減が重要な
課題となっています。
　このような課題に対しクリタは、無機凝結剤に代わる新
たな薬品を適用することにより、無機凝結剤の使用量を
削減し、廃棄物量を減らす提案を行っています。

有機凝結剤「ゼータエース」の特長と効果
　有機凝結剤「ゼータエース」は微細な粒子を大きくする
効果が高く、また、薬品自体は汚泥にはなりません。
　すなわち、より少ない無機凝結剤の添加でも同等の処
理効果を得られるようになり、汚泥発生量を低減すること
が可能になります。
　具体的な効果として、ゼータエースの添加前と添加後
の比較では、無機凝結剤の量を削減でき、お客様にとって
のトータルコストも薬品使用量と廃棄物処分費を抑えるこ
とにより、約20%削減できます。
　さらにクリタは、最適な薬品添加を実現するために、セ
ンサーや制御装置などを組み合わせた提案を実施し、お

クリタが提供するトータル・ソリューション

廃棄物量と処理コストを削減する
水処理薬品によるソリューション

特集　環境負荷低減に貢献するクリタの技術

2012年3月期 第1四半期 2011.4.1 ～ 2011.6.30

クリタ株主通信

栗田工業株式会社
【 証券コード： 6370 】

排水処理工程のイメージ

客様のメリットや水処理の効果を分かりやすく提示しなが
ら活動しています。
　このような提案が高い評価をいただき、ゼータエース
は製紙・化学・食品など幅広い業種で採用され、お客様の
環境負荷低減に貢献しています。

環境改善課題

CO2排出量
削減 省エネルギー

環境負荷 
物質削減

廃棄物量 
削減

省資源

100

(％)

80

60

40

20

従来 ゼータエースを
使用した場合

お客様にとってのトータルコスト削減

薬品使用量と廃棄物処分費
の削減により、トータルコス
トは約20%削減されます

■ 廃棄物処分費
■ ゼータエース
■  無機凝結剤・ 
高分子凝集剤

凝集剤による処理効果例
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