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■ 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 1,604名（連結：3,725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
E-mail：ir@kurita.co.jp

N 会社概要（2005年9月30日現在）

■ 決算期 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　

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。

■ 公告掲載新聞 日本経済新聞
当社は、決算公告に代えて、貸借対照表お
よび損益計算書を左記ホームページに掲載
しています。

■ 名義書換代理人 中央三井信託銀行株式会社
東京都港区芝三丁目33番1号

■ 同事務取扱所 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）
〒168-0063
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
TEL. 0120-78-2031（フリーダイヤル）
（受付時間：平日9:00～17:00）

■ 同取次所 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、名義書換請求、単元未満株式買
取請求、配当金振込指定等に必要な各種手
続用紙のご請求は、中央三井信託銀行の左
記フリーダイヤル、またはホームページで
24時間受付けています。
なお、保管振替制度を利用されている方は、
お取引証券会社を通じてお申出ください。

N 株主メモ

【フリーダイヤル】
0120-87-2031
（自動音声案内）

【ホームページアドレス】
http://www.chuomitsui.
co.jp/person/p_06.html

（単位：百万円）

当第3四半期 前第3四半期 前期
(2005.4.1～ (2004.4.1～ (2004.4.1～
(2005.12.31)  2004.12.31)  2005.3.31)

受注高 133,294 121,595 171,334
　水処理薬品事業 40,358 38,101 52,120
　水処理装置事業 92,936 83,494 119,213

売上高 103,675 101,240 160,896
　水処理薬品事業 39,788 36,603 50,637
　水処理装置事業 63,886 64,636 110,259

N 受注高および売上高（連結ベース）
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2006年3月期第3四半期連結業績のご報告

N 営業の概況

水処理薬品事業

• 国内では主力のボイラ薬品、冷却水薬品は、受注高、売上
高ともに前年同期に比べ横ばい、排水処理薬品は前年同期
に比べ増加。

• ゴミ焼却施設向け薬品の受注高、売上高は前年同期に比べ
減少。

• 紙・パルプ産業向けプロセス薬品、水処理管理の一括請負契
約は、受注高、売上高ともに前年同期に比べ増加。

　以上の結果、水処理薬品事業全体の受注高は、前年同期
比5.9%増の40,358百万円、売上高は、同8.7%増の
39,788百万円となりました。

水処理装置事業

• 電子産業分野では、受注高は国内、海外ともに増加し、売
上高も海外の減少を国内の伸びが上回り、前年同期に比べ
増加。

• 一般産業分野では、素材産業向け水処理装置や土壌浄化事業
の伸長により、受注高、売上高ともに前年同期に比べ増加。

• 官公需分野では、汚泥再生処理センター関連市場、下水道
関連市場が低調で、受注高、売上高ともに前年同期に比べ
減少。

　以上の結果、水処理装置事業全体の受注高は、前年同
期比11.3%増の92,936百万円、売上高は、同1.2%
減の63,886百万円となりました。

　当社グループを取り巻く市場環境は、民需市場につい

ては、電子産業分野において台湾・韓国などで設備投資

に企業間で格差が見られるものの、国内の設備投資は堅

調に推移しました。その他の水処理分野については、素

材産業を中心に、操業度が上向くとともに設備投資も堅

調に推移しています。官公需市場については、公共事業

の予算縮小に伴い厳しい状況が続いています。

http://kurita.web-ir.jp/

（単位：百万円）

当第3四半期 前第3四半期 前期
(2005.12.31現在) (2004.12.31現在) (2005.3.31現在)

（資産の部）
流動資産 112,309 112,781 116,400

固定資産 86,466 68,965 76,028

資産合計 198,775 181,746 192,428

（負債の部）
流動負債 48,022 38,071 44,465

固定負債 10,134 11,035 10,485

負債合計 58,156 49,107 54,951

（少数株主持分）
少数株主持分 1,245 1,115 1,110

（資本の部）
資本金 13,450 13,450 13,450
資本剰余金 11,426 11,409 11,409
利益剰余金 115,784 110,496 115,318
その他有価証券評価差額金等　 3,994 1,695 1,809
為替換算調整勘定 △ 492 △ 701 △ 790
自己株式 △ 4,789 △ 4,827 △ 4,830

資本合計 139,374 131,523 136,366

負債・少数株主持分・資本合計 198,775 181,746 192,428

N 連結貸借対照表（要約）
（単位：百万円）

当第3四半期 前第3四半期 前期
(2005.4.1～ (2004.4.1～ (2004.4.1～
(2005.12.31)  2004.12.31)  2005.3.31)

売上高 103,675 101,240 160,896

売上原価 72,197 68,695 112,077

売上総利益 31,477 32,544 48,819

販売費・一般管理費 25,443 24,684 32,867

営業利益 6,033 7,860 15,951

営業外収益 1,167 679 1,068

営業外費用 169 326 295

経常利益 7,031 8,212 16,725

特別利益 — — 128

特別損失 247 — 477

税金等調整前四半期（当期）純利益 6,783 8,212 16,376

法人税・住民税・事業税 2,810 3,542 6,838

少数株主利益 117 114 154

四半期（当期）純利益 3,855 4,555 9,383

N 連結損益計算書（要約）
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 新規事業、 
新商品・新技術の開発 

ごあいさつ

　株主の皆様におかれましては、ますますご清栄のこと

とお慶び申しあげます。

　中期経営計画「PA-5」の最終年度にあたる、2006年3

月期の第3四半期（2005年4月1日～2005年12月31

日）の事業概況についてご報告申しあげます。

　当第3四半期における連結業績は、受注高については、

水処理装置事業における官公需向けの落ち込みを同事業の

民需向けと水処理薬品事業の伸長でカバーし、前年同期比

9.6%増の133,294百万円、売上高は、水処理装置事業

が官公需向けの落ち込みから減少したものの水処理薬品事

業が伸長し、同2.4%増の103,675百万円となりました。

一方、利益面では、原価率が同1.8ポイント悪化したこと

により、営業利益が同23.2%減の6,033百万円、四半期

純利益も同15.4%減の3,855百万円となりました。

　クリタグループでは、今後も事業拡大と収益性の向上に

向けてさまざまな施策に取り組んでまいります。

　株主の皆様におかれましては、引続き一層のご支援を賜

りますようお願い申しあげます。

2006年2月

　

代表取締役社長

トピックス 事業・商品案内

水処理薬品事業

オフィスビルや工場におけ
るボイラや冷却塔など、さ
まざまな施設に必要な水処
理薬品を、用途に合わせ豊
富に取り揃えています。

水処理装置事業

社会や暮らしの中で用いら
れる水をつくり、また、使
われた水を適切に処理し、
産業の発展と環境保全に貢
献しています。

用水処理装置

● 超純水製造システム
● 医薬用水製造装置
● 飲料用水製造装置

排水処理装置

● 排水処理施設
● 排水回収システム

環境衛生施設

● 下水処理施設
● し尿処理施設

メンテナンス・サービス

土壌浄化

精密洗浄

化学洗浄

　しかし、水性塗料は水に溶けやすいことから、ブー

ス内の循環水中に残りやすく、自動車の塗装不良の原

因になったり、排水設備により大きな負荷がかかるほ

か、廃棄物量が増えるといった問題が顕在化し、これ

らの問題を解決する処理方法が求められていました。

さまざまな問題を解決する「クリスタック®」

　「クリスタック®」は、塗料粒子と反応して粒子表面

に軽く強固で疎水性に優れた皮膜をつくることによ

り、循環水の中に含まれる余分な塗料が分離する速度

を速め、安定した分離効果を発揮します。特に、塗料

に含まれる発泡性物質の処理に優れているので、塗装

不良を大幅に抑制することができます。

　また、従来の水処理薬品を使用した場合に比べ、循

環水中の懸濁物濃度を1/5～1/10に低下できること

から、排水処理設備の負荷を低減し、廃棄物となる汚

泥を大幅に削減できる効果もあります。

　

　当社では、今後もこのような新商品開発に注力する

ことにより、お客様の生産性向上と環境負荷低減に貢

献していきます。

1 水性塗料に対応した水処理薬品
「クリスタック®」の開発

当社は、自動車工場の塗装ブースで使用される水性

塗料に対応した水処理薬品「クリスタック®」を開発し、

当期から本格的に販売を開始しています。

「クリスタック®」とは

　自動車に塗料を噴霧する塗装ブースでは、塗装不良

を防ぐため、下図のようにブース下層部に水を循環さ

せることによって、ブース内に残った余剰塗料を捕集

しています。「クリスタック®」は、この「循環水」のなか

に含まれる塗料を水から分離して除去する水処理薬品

です。

　

開発の背景

　従来、自動車工場の塗装ブースでは、油性の溶剤系

塗料が使用されていましたが、環境負荷低減の観点か

ら近年では、有害な揮発性有機化合物（VOC）を含まな

い水性塗料に切り替わりつつあります。

　しかし、その燃料となるメタノールは、常温では液

体であるため、液漏れにより機器に障害を引き起こす

可能性がある上、引火性が高いことから取扱いに注意

が必要で、安全上の問題から航空機への持込みが制限

されるなど、実用化には多くの課題がありました。

「固体状メタノール」の可能性

　「固体状メタノール」は、液漏れしないため高い携帯

性を実現します。また、メタノールの揮発を抑制でき

るため、危険物・劇物の指定や航空機への持込み制限

を回避できます。さらに、ビーズやペレット、シート

などさまざまな形での製品化が可能なため、多方面で

の用途が見込まれます。

　今後当社は、家電メーカーと共同で、「固体状メタ

ノール」を燃料とした携帯電話搭載型DMFCの実用化

に取り組むとともに、2007年をめどに「固体状メタ

ノール」の販売を目指しています。

2 燃料電池に適用可能な「固体状
メタノール」を世界で初めて開発

当社は、新規事業のひとつとして、燃料電池関連ビジ

ネスの事業化に取り組んでいます。2005年10月に

は、ダイレクト・メタノール形燃料電池（以下DMFC：

Direct Methanol Fuel Cell）の燃料となるメタノール

に包接化合技術※を適用することによって、「固体状メ

タノール」を世界で初めて開発しました。

「固体状メタノール」とは

　今回開発した「固体状メタノール」は、当社が長年に

わたり水処理薬品の分野で培ってきた包接化合技術に

よって、メタノールを固体状にしたものです。

　

開発の背景

　DMFCは、一般的に知られている水素を燃料とする

燃料電池とは異なり、メタノールを燃料として発電す

るシステムで、水素を貯蔵する高圧水素タンクや水素

を製造するための改質器などが不要となるため、小

型・軽量化が可能な燃料電池として注目されていま

す。特に、家電メーカーから

は､ 携帯電話やノートパソ

コンなどのモバイル機器の電

源に適用できるものとして期

待が寄せられています。

水膜板*

凝集後の余剰塗料を回収 
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【包接化合技術】　
包接化合物をつくる技術。包接化合物とは、下図のよう
に、ある分子（ホスト）の中に、他の分子（ゲスト）が一定の
組成比で組み込まれ、特定の結晶構造を形成している化合
物です。化学物質の組み合わせによって、危険物の安定化
や物質の効力を長期間持続させるなどの効果があります。
芳香剤や消臭剤など、家庭用品にも適用されています。
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写真はイメージです。

〈固体状メタノールの適用例〉
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塗料に対応した水処理薬品「クリスタック®」を開発し、

当期から本格的に販売を開始しています。

「クリスタック®」とは

　自動車に塗料を噴霧する塗装ブースでは、塗装不良

を防ぐため、下図のようにブース下層部に水を循環さ

せることによって、ブース内に残った余剰塗料を捕集

しています。「クリスタック®」は、この「循環水」のなか

に含まれる塗料を水から分離して除去する水処理薬品

です。

　

開発の背景

　従来、自動車工場の塗装ブースでは、油性の溶剤系

塗料が使用されていましたが、環境負荷低減の観点か

ら近年では、有害な揮発性有機化合物（VOC）を含まな

い水性塗料に切り替わりつつあります。

　しかし、その燃料となるメタノールは、常温では液

体であるため、液漏れにより機器に障害を引き起こす

可能性がある上、引火性が高いことから取扱いに注意

が必要で、安全上の問題から航空機への持込みが制限

されるなど、実用化には多くの課題がありました。

「固体状メタノール」の可能性

　「固体状メタノール」は、液漏れしないため高い携帯

性を実現します。また、メタノールの揮発を抑制でき

るため、危険物・劇物の指定や航空機への持込み制限

を回避できます。さらに、ビーズやペレット、シート

などさまざまな形での製品化が可能なため、多方面で

の用途が見込まれます。

　今後当社は、家電メーカーと共同で、「固体状メタ

ノール」を燃料とした携帯電話搭載型DMFCの実用化

に取り組むとともに、2007年をめどに「固体状メタ

ノール」の販売を目指しています。

2 燃料電池に適用可能な「固体状
メタノール」を世界で初めて開発

当社は、新規事業のひとつとして、燃料電池関連ビジ

ネスの事業化に取り組んでいます。2005年10月に

は、ダイレクト・メタノール形燃料電池（以下DMFC：

Direct Methanol Fuel Cell）の燃料となるメタノール

に包接化合技術※を適用することによって、「固体状メ

タノール」を世界で初めて開発しました。

「固体状メタノール」とは

　今回開発した「固体状メタノール」は、当社が長年に

わたり水処理薬品の分野で培ってきた包接化合技術に

よって、メタノールを固体状にしたものです。

　

開発の背景

　DMFCは、一般的に知られている水素を燃料とする

燃料電池とは異なり、メタノールを燃料として発電す

るシステムで、水素を貯蔵する高圧水素タンクや水素

を製造するための改質器などが不要となるため、小

型・軽量化が可能な燃料電池として注目されていま

す。特に、家電メーカーから

は､ 携帯電話やノートパソ

コンなどのモバイル機器の電

源に適用できるものとして期

待が寄せられています。
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組成比で組み込まれ、特定の結晶構造を形成している化合
物です。化学物質の組み合わせによって、危険物の安定化
や物質の効力を長期間持続させるなどの効果があります。
芳香剤や消臭剤など、家庭用品にも適用されています。
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 新規事業、 
新商品・新技術の開発 

ごあいさつ

　株主の皆様におかれましては、ますますご清栄のこと

とお慶び申しあげます。

　中期経営計画「PA-5」の最終年度にあたる、2006年3

月期の第3四半期（2005年4月1日～2005年12月31

日）の事業概況についてご報告申しあげます。

　当第3四半期における連結業績は、受注高については、

水処理装置事業における官公需向けの落ち込みを同事業の

民需向けと水処理薬品事業の伸長でカバーし、前年同期比

9.6%増の133,294百万円、売上高は、水処理装置事業

が官公需向けの落ち込みから減少したものの水処理薬品事

業が伸長し、同2.4%増の103,675百万円となりました。

一方、利益面では、原価率が同1.8ポイント悪化したこと

により、営業利益が同23.2%減の6,033百万円、四半期

純利益も同15.4%減の3,855百万円となりました。

　クリタグループでは、今後も事業拡大と収益性の向上に

向けてさまざまな施策に取り組んでまいります。

　株主の皆様におかれましては、引続き一層のご支援を賜

りますようお願い申しあげます。

2006年2月
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社会や暮らしの中で用いら
れる水をつくり、また、使
われた水を適切に処理し、
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献しています。

用水処理装置

● 超純水製造システム
● 医薬用水製造装置
● 飲料用水製造装置

排水処理装置

● 排水処理施設
● 排水回収システム

環境衛生施設

● 下水処理施設
● し尿処理施設

メンテナンス・サービス

土壌浄化

精密洗浄

化学洗浄
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ス内の循環水中に残りやすく、自動車の塗装不良の原

因になったり、排水設備により大きな負荷がかかるほ

か、廃棄物量が増えるといった問題が顕在化し、これ

らの問題を解決する処理方法が求められていました。

さまざまな問題を解決する「クリスタック®」
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不良を大幅に抑制することができます。

　また、従来の水処理薬品を使用した場合に比べ、循

環水中の懸濁物濃度を1/5～1/10に低下できること

から、排水処理設備の負荷を低減し、廃棄物となる汚

泥を大幅に削減できる効果もあります。
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クリスタック 浮上 
濃縮機 

【包接化合技術】　
包接化合物をつくる技術。包接化合物とは、下図のよう
に、ある分子（ホスト）の中に、他の分子（ゲスト）が一定の
組成比で組み込まれ、特定の結晶構造を形成している化合
物です。化学物質の組み合わせによって、危険物の安定化
や物質の効力を長期間持続させるなどの効果があります。
芳香剤や消臭剤など、家庭用品にも適用されています。

不安定 

溶け 
　にくい 

安定化 

溶け 
 やすい 

ゲスト分子 ホスト分子 包接化合物 

写真はイメージです。

〈固体状メタノールの適用例〉

ボイラ薬品

冷却水薬品

排水処理薬品

プロセス薬品

ゴミ焼却施設向け薬品

土木薬品



Trademark of American Soybean Association

クリタ株主通信 
（2005年4月1日～2005年12月31日） 

ごあいさつ 
トピックス 
事業・商品案内 
2006年3月期第3四半期連結業績のご報告 

春号 
2006年3月期 
第3四半期 
事業報告書 

■ 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 1,604名（連結：3,725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
E-mail：ir@kurita.co.jp

N 会社概要（2005年9月30日現在）

■ 決算期 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　

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。

■ 公告掲載新聞 日本経済新聞
当社は、決算公告に代えて、貸借対照表お
よび損益計算書を左記ホームページに掲載
しています。

■ 名義書換代理人 中央三井信託銀行株式会社
東京都港区芝三丁目33番1号

■ 同事務取扱所 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）
〒168-0063
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
TEL. 0120-78-2031（フリーダイヤル）
（受付時間：平日9:00～17:00）

■ 同取次所 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、名義書換請求、単元未満株式買
取請求、配当金振込指定等に必要な各種手
続用紙のご請求は、中央三井信託銀行の左
記フリーダイヤル、またはホームページで
24時間受付けています。
なお、保管振替制度を利用されている方は、
お取引証券会社を通じてお申出ください。

N 株主メモ

【フリーダイヤル】
0120-87-2031
（自動音声案内）

【ホームページアドレス】
http://www.chuomitsui.
co.jp/person/p_06.html

（単位：百万円）

当第3四半期 前第3四半期 前期
(2005.4.1～ (2004.4.1～ (2004.4.1～
(2005.12.31)  2004.12.31)  2005.3.31)

受注高 133,294 121,595 171,334
　水処理薬品事業 40,358 38,101 52,120
　水処理装置事業 92,936 83,494 119,213

売上高 103,675 101,240 160,896
　水処理薬品事業 39,788 36,603 50,637
　水処理装置事業 63,886 64,636 110,259

N 受注高および売上高（連結ベース）
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2006年3月期第3四半期連結業績のご報告

N 営業の概況

水処理薬品事業

• 国内では主力のボイラ薬品、冷却水薬品は、受注高、売上
高ともに前年同期に比べ横ばい、排水処理薬品は前年同期
に比べ増加。

• ゴミ焼却施設向け薬品の受注高、売上高は前年同期に比べ
減少。

• 紙・パルプ産業向けプロセス薬品、水処理管理の一括請負契
約は、受注高、売上高ともに前年同期に比べ増加。

　以上の結果、水処理薬品事業全体の受注高は、前年同期
比5.9%増の40,358百万円、売上高は、同8.7%増の
39,788百万円となりました。

水処理装置事業

• 電子産業分野では、受注高は国内、海外ともに増加し、売
上高も海外の減少を国内の伸びが上回り、前年同期に比べ
増加。

• 一般産業分野では、素材産業向け水処理装置や土壌浄化事業
の伸長により、受注高、売上高ともに前年同期に比べ増加。

• 官公需分野では、汚泥再生処理センター関連市場、下水道
関連市場が低調で、受注高、売上高ともに前年同期に比べ
減少。

　以上の結果、水処理装置事業全体の受注高は、前年同
期比11.3%増の92,936百万円、売上高は、同1.2%
減の63,886百万円となりました。

　当社グループを取り巻く市場環境は、民需市場につい

ては、電子産業分野において台湾・韓国などで設備投資

に企業間で格差が見られるものの、国内の設備投資は堅

調に推移しました。その他の水処理分野については、素

材産業を中心に、操業度が上向くとともに設備投資も堅

調に推移しています。官公需市場については、公共事業

の予算縮小に伴い厳しい状況が続いています。

http://kurita.web-ir.jp/

（単位：百万円）

当第3四半期 前第3四半期 前期
(2005.12.31現在) (2004.12.31現在) (2005.3.31現在)

（資産の部）
流動資産 112,309 112,781 116,400

固定資産 86,466 68,965 76,028

資産合計 198,775 181,746 192,428

（負債の部）
流動負債 48,022 38,071 44,465

固定負債 10,134 11,035 10,485

負債合計 58,156 49,107 54,951

（少数株主持分）
少数株主持分 1,245 1,115 1,110

（資本の部）
資本金 13,450 13,450 13,450
資本剰余金 11,426 11,409 11,409
利益剰余金 115,784 110,496 115,318
その他有価証券評価差額金等　 3,994 1,695 1,809
為替換算調整勘定 △ 492 △ 701 △ 790
自己株式 △ 4,789 △ 4,827 △ 4,830

資本合計 139,374 131,523 136,366

負債・少数株主持分・資本合計 198,775 181,746 192,428

N 連結貸借対照表（要約）
（単位：百万円）

当第3四半期 前第3四半期 前期
(2005.4.1～ (2004.4.1～ (2004.4.1～
(2005.12.31)  2004.12.31)  2005.3.31)

売上高 103,675 101,240 160,896

売上原価 72,197 68,695 112,077

売上総利益 31,477 32,544 48,819

販売費・一般管理費 25,443 24,684 32,867

営業利益 6,033 7,860 15,951

営業外収益 1,167 679 1,068

営業外費用 169 326 295

経常利益 7,031 8,212 16,725

特別利益 — — 128

特別損失 247 — 477

税金等調整前四半期（当期）純利益 6,783 8,212 16,376

法人税・住民税・事業税 2,810 3,542 6,838

少数株主利益 117 114 154

四半期（当期）純利益 3,855 4,555 9,383

N 連結損益計算書（要約）
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春号 
2006年3月期 
第3四半期 
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■ 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 1,604名（連結：3,725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
E-mail：ir@kurita.co.jp

N 会社概要（2005年9月30日現在）

■ 決算期 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　

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。

■ 公告掲載新聞 日本経済新聞
当社は、決算公告に代えて、貸借対照表お
よび損益計算書を左記ホームページに掲載
しています。

■ 名義書換代理人 中央三井信託銀行株式会社
東京都港区芝三丁目33番1号

■ 同事務取扱所 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）
〒168-0063
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
TEL. 0120-78-2031（フリーダイヤル）
（受付時間：平日9:00～17:00）

■ 同取次所 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、名義書換請求、単元未満株式買
取請求、配当金振込指定等に必要な各種手
続用紙のご請求は、中央三井信託銀行の左
記フリーダイヤル、またはホームページで
24時間受付けています。
なお、保管振替制度を利用されている方は、
お取引証券会社を通じてお申出ください。

N 株主メモ

【フリーダイヤル】
0120-87-2031
（自動音声案内）

【ホームページアドレス】
http://www.chuomitsui.
co.jp/person/p_06.html

（単位：百万円）

当第3四半期 前第3四半期 前期
(2005.4.1～ (2004.4.1～ (2004.4.1～
(2005.12.31)  2004.12.31)  2005.3.31)

受注高 133,294 121,595 171,334
　水処理薬品事業 40,358 38,101 52,120
　水処理装置事業 92,936 83,494 119,213

売上高 103,675 101,240 160,896
　水処理薬品事業 39,788 36,603 50,637
　水処理装置事業 63,886 64,636 110,259

N 受注高および売上高（連結ベース）
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2006年3月期第3四半期連結業績のご報告

N 営業の概況

水処理薬品事業

• 国内では主力のボイラ薬品、冷却水薬品は、受注高、売上
高ともに前年同期に比べ横ばい、排水処理薬品は前年同期
に比べ増加。

• ゴミ焼却施設向け薬品の受注高、売上高は前年同期に比べ
減少。

• 紙・パルプ産業向けプロセス薬品、水処理管理の一括請負契
約は、受注高、売上高ともに前年同期に比べ増加。

　以上の結果、水処理薬品事業全体の受注高は、前年同期
比5.9%増の40,358百万円、売上高は、同8.7%増の
39,788百万円となりました。

水処理装置事業

• 電子産業分野では、受注高は国内、海外ともに増加し、売
上高も海外の減少を国内の伸びが上回り、前年同期に比べ
増加。

• 一般産業分野では、素材産業向け水処理装置や土壌浄化事業
の伸長により、受注高、売上高ともに前年同期に比べ増加。

• 官公需分野では、汚泥再生処理センター関連市場、下水道
関連市場が低調で、受注高、売上高ともに前年同期に比べ
減少。

　以上の結果、水処理装置事業全体の受注高は、前年同
期比11.3%増の92,936百万円、売上高は、同1.2%
減の63,886百万円となりました。

　当社グループを取り巻く市場環境は、民需市場につい

ては、電子産業分野において台湾・韓国などで設備投資

に企業間で格差が見られるものの、国内の設備投資は堅

調に推移しました。その他の水処理分野については、素

材産業を中心に、操業度が上向くとともに設備投資も堅

調に推移しています。官公需市場については、公共事業

の予算縮小に伴い厳しい状況が続いています。

http://kurita.web-ir.jp/

（単位：百万円）

当第3四半期 前第3四半期 前期
(2005.12.31現在) (2004.12.31現在) (2005.3.31現在)

（資産の部）
流動資産 112,309 112,781 116,400

固定資産 86,466 68,965 76,028

資産合計 198,775 181,746 192,428

（負債の部）
流動負債 48,022 38,071 44,465

固定負債 10,134 11,035 10,485

負債合計 58,156 49,107 54,951

（少数株主持分）
少数株主持分 1,245 1,115 1,110

（資本の部）
資本金 13,450 13,450 13,450
資本剰余金 11,426 11,409 11,409
利益剰余金 115,784 110,496 115,318
その他有価証券評価差額金等　 3,994 1,695 1,809
為替換算調整勘定 △ 492 △ 701 △ 790
自己株式 △ 4,789 △ 4,827 △ 4,830

資本合計 139,374 131,523 136,366

負債・少数株主持分・資本合計 198,775 181,746 192,428

N 連結貸借対照表（要約）
（単位：百万円）

当第3四半期 前第3四半期 前期
(2005.4.1～ (2004.4.1～ (2004.4.1～
(2005.12.31)  2004.12.31)  2005.3.31)

売上高 103,675 101,240 160,896

売上原価 72,197 68,695 112,077

売上総利益 31,477 32,544 48,819

販売費・一般管理費 25,443 24,684 32,867

営業利益 6,033 7,860 15,951

営業外収益 1,167 679 1,068

営業外費用 169 326 295

経常利益 7,031 8,212 16,725

特別利益 — — 128

特別損失 247 — 477

税金等調整前四半期（当期）純利益 6,783 8,212 16,376

法人税・住民税・事業税 2,810 3,542 6,838

少数株主利益 117 114 154

四半期（当期）純利益 3,855 4,555 9,383

N 連結損益計算書（要約）
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2006年3月期 
第3四半期 
事業報告書 

■ 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 1,604名（連結：3,725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
E-mail：ir@kurita.co.jp

N 会社概要（2005年9月30日現在）

■ 決算期 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　

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。

■ 公告掲載新聞 日本経済新聞
当社は、決算公告に代えて、貸借対照表お
よび損益計算書を左記ホームページに掲載
しています。

■ 名義書換代理人 中央三井信託銀行株式会社
東京都港区芝三丁目33番1号

■ 同事務取扱所 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）
〒168-0063
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
TEL. 0120-78-2031（フリーダイヤル）
（受付時間：平日9:00～17:00）

■ 同取次所 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、名義書換請求、単元未満株式買
取請求、配当金振込指定等に必要な各種手
続用紙のご請求は、中央三井信託銀行の左
記フリーダイヤル、またはホームページで
24時間受付けています。
なお、保管振替制度を利用されている方は、
お取引証券会社を通じてお申出ください。

N 株主メモ

【フリーダイヤル】
0120-87-2031
（自動音声案内）

【ホームページアドレス】
http://www.chuomitsui.
co.jp/person/p_06.html

（単位：百万円）

当第3四半期 前第3四半期 前期
(2005.4.1～ (2004.4.1～ (2004.4.1～
(2005.12.31)  2004.12.31)  2005.3.31)

受注高 133,294 121,595 171,334
　水処理薬品事業 40,358 38,101 52,120
　水処理装置事業 92,936 83,494 119,213

売上高 103,675 101,240 160,896
　水処理薬品事業 39,788 36,603 50,637
　水処理装置事業 63,886 64,636 110,259

N 受注高および売上高（連結ベース）
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2006年3月期第3四半期連結業績のご報告

N 営業の概況

水処理薬品事業

• 国内では主力のボイラ薬品、冷却水薬品は、受注高、売上
高ともに前年同期に比べ横ばい、排水処理薬品は前年同期
に比べ増加。

• ゴミ焼却施設向け薬品の受注高、売上高は前年同期に比べ
減少。

• 紙・パルプ産業向けプロセス薬品、水処理管理の一括請負契
約は、受注高、売上高ともに前年同期に比べ増加。

　以上の結果、水処理薬品事業全体の受注高は、前年同期
比5.9%増の40,358百万円、売上高は、同8.7%増の
39,788百万円となりました。

水処理装置事業

• 電子産業分野では、受注高は国内、海外ともに増加し、売
上高も海外の減少を国内の伸びが上回り、前年同期に比べ
増加。

• 一般産業分野では、素材産業向け水処理装置や土壌浄化事業
の伸長により、受注高、売上高ともに前年同期に比べ増加。

• 官公需分野では、汚泥再生処理センター関連市場、下水道
関連市場が低調で、受注高、売上高ともに前年同期に比べ
減少。

　以上の結果、水処理装置事業全体の受注高は、前年同
期比11.3%増の92,936百万円、売上高は、同1.2%
減の63,886百万円となりました。

　当社グループを取り巻く市場環境は、民需市場につい

ては、電子産業分野において台湾・韓国などで設備投資

に企業間で格差が見られるものの、国内の設備投資は堅

調に推移しました。その他の水処理分野については、素

材産業を中心に、操業度が上向くとともに設備投資も堅

調に推移しています。官公需市場については、公共事業

の予算縮小に伴い厳しい状況が続いています。

http://kurita.web-ir.jp/

（単位：百万円）

当第3四半期 前第3四半期 前期
(2005.12.31現在) (2004.12.31現在) (2005.3.31現在)

（資産の部）
流動資産 112,309 112,781 116,400

固定資産 86,466 68,965 76,028

資産合計 198,775 181,746 192,428

（負債の部）
流動負債 48,022 38,071 44,465

固定負債 10,134 11,035 10,485

負債合計 58,156 49,107 54,951

（少数株主持分）
少数株主持分 1,245 1,115 1,110

（資本の部）
資本金 13,450 13,450 13,450
資本剰余金 11,426 11,409 11,409
利益剰余金 115,784 110,496 115,318
その他有価証券評価差額金等　 3,994 1,695 1,809
為替換算調整勘定 △ 492 △ 701 △ 790
自己株式 △ 4,789 △ 4,827 △ 4,830

資本合計 139,374 131,523 136,366

負債・少数株主持分・資本合計 198,775 181,746 192,428

N 連結貸借対照表（要約）
（単位：百万円）

当第3四半期 前第3四半期 前期
(2005.4.1～ (2004.4.1～ (2004.4.1～
(2005.12.31)  2004.12.31)  2005.3.31)

売上高 103,675 101,240 160,896

売上原価 72,197 68,695 112,077

売上総利益 31,477 32,544 48,819

販売費・一般管理費 25,443 24,684 32,867

営業利益 6,033 7,860 15,951

営業外収益 1,167 679 1,068

営業外費用 169 326 295

経常利益 7,031 8,212 16,725

特別利益 — — 128

特別損失 247 — 477

税金等調整前四半期（当期）純利益 6,783 8,212 16,376

法人税・住民税・事業税 2,810 3,542 6,838

少数株主利益 117 114 154

四半期（当期）純利益 3,855 4,555 9,383

N 連結損益計算書（要約）
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Trademark of American Soybean Association

クリタ株主通信 
（2005年4月1日～2005年12月31日） 

ごあいさつ 
トピックス 
事業・商品案内 
2006年3月期第3四半期連結業績のご報告 

春号 
2006年3月期 
第3四半期 
事業報告書 

■ 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 1,604名（連結：3,725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
E-mail：ir@kurita.co.jp

N 会社概要（2005年9月30日現在）

■ 決算期 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　

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。

■ 公告掲載新聞 日本経済新聞
当社は、決算公告に代えて、貸借対照表お
よび損益計算書を左記ホームページに掲載
しています。

■ 名義書換代理人 中央三井信託銀行株式会社
東京都港区芝三丁目33番1号

■ 同事務取扱所 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）
〒168-0063
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
TEL. 0120-78-2031（フリーダイヤル）
（受付時間：平日9:00～17:00）

■ 同取次所 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、名義書換請求、単元未満株式買
取請求、配当金振込指定等に必要な各種手
続用紙のご請求は、中央三井信託銀行の左
記フリーダイヤル、またはホームページで
24時間受付けています。
なお、保管振替制度を利用されている方は、
お取引証券会社を通じてお申出ください。

N 株主メモ

【フリーダイヤル】
0120-87-2031
（自動音声案内）

【ホームページアドレス】
http://www.chuomitsui.
co.jp/person/p_06.html

（単位：百万円）

当第3四半期 前第3四半期 前期
(2005.4.1～ (2004.4.1～ (2004.4.1～
(2005.12.31)  2004.12.31)  2005.3.31)

受注高 133,294 121,595 171,334
　水処理薬品事業 40,358 38,101 52,120
　水処理装置事業 92,936 83,494 119,213

売上高 103,675 101,240 160,896
　水処理薬品事業 39,788 36,603 50,637
　水処理装置事業 63,886 64,636 110,259
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N 営業の概況

水処理薬品事業

• 国内では主力のボイラ薬品、冷却水薬品は、受注高、売上
高ともに前年同期に比べ横ばい、排水処理薬品は前年同期
に比べ増加。

• ゴミ焼却施設向け薬品の受注高、売上高は前年同期に比べ
減少。

• 紙・パルプ産業向けプロセス薬品、水処理管理の一括請負契
約は、受注高、売上高ともに前年同期に比べ増加。

　以上の結果、水処理薬品事業全体の受注高は、前年同期
比5.9%増の40,358百万円、売上高は、同8.7%増の
39,788百万円となりました。

水処理装置事業

• 電子産業分野では、受注高は国内、海外ともに増加し、売
上高も海外の減少を国内の伸びが上回り、前年同期に比べ
増加。

• 一般産業分野では、素材産業向け水処理装置や土壌浄化事業
の伸長により、受注高、売上高ともに前年同期に比べ増加。

• 官公需分野では、汚泥再生処理センター関連市場、下水道
関連市場が低調で、受注高、売上高ともに前年同期に比べ
減少。

　以上の結果、水処理装置事業全体の受注高は、前年同
期比11.3%増の92,936百万円、売上高は、同1.2%
減の63,886百万円となりました。

　当社グループを取り巻く市場環境は、民需市場につい

ては、電子産業分野において台湾・韓国などで設備投資

に企業間で格差が見られるものの、国内の設備投資は堅

調に推移しました。その他の水処理分野については、素

材産業を中心に、操業度が上向くとともに設備投資も堅

調に推移しています。官公需市場については、公共事業

の予算縮小に伴い厳しい状況が続いています。

http://kurita.web-ir.jp/

（単位：百万円）

当第3四半期 前第3四半期 前期
(2005.12.31現在) (2004.12.31現在) (2005.3.31現在)

（資産の部）
流動資産 112,309 112,781 116,400

固定資産 86,466 68,965 76,028

資産合計 198,775 181,746 192,428

（負債の部）
流動負債 48,022 38,071 44,465

固定負債 10,134 11,035 10,485

負債合計 58,156 49,107 54,951

（少数株主持分）
少数株主持分 1,245 1,115 1,110

（資本の部）
資本金 13,450 13,450 13,450
資本剰余金 11,426 11,409 11,409
利益剰余金 115,784 110,496 115,318
その他有価証券評価差額金等　 3,994 1,695 1,809
為替換算調整勘定 △ 492 △ 701 △ 790
自己株式 △ 4,789 △ 4,827 △ 4,830

資本合計 139,374 131,523 136,366

負債・少数株主持分・資本合計 198,775 181,746 192,428

N 連結貸借対照表（要約）
（単位：百万円）
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(2005.4.1～ (2004.4.1～ (2004.4.1～
(2005.12.31)  2004.12.31)  2005.3.31)

売上高 103,675 101,240 160,896

売上原価 72,197 68,695 112,077

売上総利益 31,477 32,544 48,819

販売費・一般管理費 25,443 24,684 32,867

営業利益 6,033 7,860 15,951

営業外収益 1,167 679 1,068

営業外費用 169 326 295

経常利益 7,031 8,212 16,725

特別利益 — — 128

特別損失 247 — 477

税金等調整前四半期（当期）純利益 6,783 8,212 16,376

法人税・住民税・事業税 2,810 3,542 6,838

少数株主利益 117 114 154

四半期（当期）純利益 3,855 4,555 9,383
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2006年3月期第3四半期連結業績のご報告 
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2006年3月期 
第3四半期 
事業報告書 

■ 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 1,604名（連結：3,725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
E-mail：ir@kurita.co.jp

N 会社概要（2005年9月30日現在）

■ 決算期 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　

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。

■ 公告掲載新聞 日本経済新聞
当社は、決算公告に代えて、貸借対照表お
よび損益計算書を左記ホームページに掲載
しています。

■ 名義書換代理人 中央三井信託銀行株式会社
東京都港区芝三丁目33番1号

■ 同事務取扱所 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）
〒168-0063
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
TEL. 0120-78-2031（フリーダイヤル）
（受付時間：平日9:00～17:00）

■ 同取次所 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、名義書換請求、単元未満株式買
取請求、配当金振込指定等に必要な各種手
続用紙のご請求は、中央三井信託銀行の左
記フリーダイヤル、またはホームページで
24時間受付けています。
なお、保管振替制度を利用されている方は、
お取引証券会社を通じてお申出ください。

N 株主メモ

【フリーダイヤル】
0120-87-2031
（自動音声案内）
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　水処理薬品事業 40,358 38,101 52,120
　水処理装置事業 92,936 83,494 119,213

売上高 103,675 101,240 160,896
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水処理薬品事業

• 国内では主力のボイラ薬品、冷却水薬品は、受注高、売上
高ともに前年同期に比べ横ばい、排水処理薬品は前年同期
に比べ増加。

• ゴミ焼却施設向け薬品の受注高、売上高は前年同期に比べ
減少。

• 紙・パルプ産業向けプロセス薬品、水処理管理の一括請負契
約は、受注高、売上高ともに前年同期に比べ増加。

　以上の結果、水処理薬品事業全体の受注高は、前年同期
比5.9%増の40,358百万円、売上高は、同8.7%増の
39,788百万円となりました。

水処理装置事業

• 電子産業分野では、受注高は国内、海外ともに増加し、売
上高も海外の減少を国内の伸びが上回り、前年同期に比べ
増加。

• 一般産業分野では、素材産業向け水処理装置や土壌浄化事業
の伸長により、受注高、売上高ともに前年同期に比べ増加。

• 官公需分野では、汚泥再生処理センター関連市場、下水道
関連市場が低調で、受注高、売上高ともに前年同期に比べ
減少。

　以上の結果、水処理装置事業全体の受注高は、前年同
期比11.3%増の92,936百万円、売上高は、同1.2%
減の63,886百万円となりました。

　当社グループを取り巻く市場環境は、民需市場につい

ては、電子産業分野において台湾・韓国などで設備投資

に企業間で格差が見られるものの、国内の設備投資は堅

調に推移しました。その他の水処理分野については、素

材産業を中心に、操業度が上向くとともに設備投資も堅

調に推移しています。官公需市場については、公共事業

の予算縮小に伴い厳しい状況が続いています。

http://kurita.web-ir.jp/

（単位：百万円）

当第3四半期 前第3四半期 前期
(2005.12.31現在) (2004.12.31現在) (2005.3.31現在)

（資産の部）
流動資産 112,309 112,781 116,400

固定資産 86,466 68,965 76,028

資産合計 198,775 181,746 192,428

（負債の部）
流動負債 48,022 38,071 44,465

固定負債 10,134 11,035 10,485

負債合計 58,156 49,107 54,951

（少数株主持分）
少数株主持分 1,245 1,115 1,110

（資本の部）
資本金 13,450 13,450 13,450
資本剰余金 11,426 11,409 11,409
利益剰余金 115,784 110,496 115,318
その他有価証券評価差額金等　 3,994 1,695 1,809
為替換算調整勘定 △ 492 △ 701 △ 790
自己株式 △ 4,789 △ 4,827 △ 4,830

資本合計 139,374 131,523 136,366

負債・少数株主持分・資本合計 198,775 181,746 192,428

N 連結貸借対照表（要約）
（単位：百万円）

当第3四半期 前第3四半期 前期
(2005.4.1～ (2004.4.1～ (2004.4.1～
(2005.12.31)  2004.12.31)  2005.3.31)

売上高 103,675 101,240 160,896

売上原価 72,197 68,695 112,077

売上総利益 31,477 32,544 48,819

販売費・一般管理費 25,443 24,684 32,867

営業利益 6,033 7,860 15,951

営業外収益 1,167 679 1,068

営業外費用 169 326 295

経常利益 7,031 8,212 16,725

特別利益 — — 128

特別損失 247 — 477

税金等調整前四半期（当期）純利益 6,783 8,212 16,376

法人税・住民税・事業税 2,810 3,542 6,838

少数株主利益 117 114 154

四半期（当期）純利益 3,855 4,555 9,383

N 連結損益計算書（要約）

'03/12 '04/12 '05/12

営業利益 

0

32

16

48

64

80
（億円） 

'03/12 '04/12 '05/12

四半期純利益 

0

10

20

30

40

50
（億円） 

45

78

32

45

60 38




