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本資料に掲載されている見通しは、現在入手可能な情報からの判断に基づいていますが、様々な要因により変化することがあり、 

実際の業績を確約するものではありません。 

 



連結業績推移 
(単位：百万円） 

増減率 増減率 増減率 増減率 増減率 増減率 

受注高 90,407 +5,756 +6.8% 183,910 +12,576 +7.3% 101,555 +11,148 +12.3% 187,000 192,529 +8,619 +4.7% 105,000 +3,445 +3.4% 211,000 +18,471 +9.6% 

薬　品 27,213 +967 +3.7% 53,903 +1,783 +3.4% 28,359 +1,146 +4.2% 56,100 56,560 +2,657 +4.9% 29,300 +941 +3.3% 59,100 +2,540 +4.5% 

装　置 63,194 +4,790 +8.2% 130,007 +10,794 +9.1% 73,196 +10,002 +15.8% 130,900 135,969 +5,962 +4.6% 75,700 +2,504 +3.4% 151,900 +15,931 +11.7% 

売上高 72,499 +1,329 +1.9% 173,683 +12,787 +7.9% 86,381 +13,882 +19.1% 190,000 197,146 +23,463 +13.5% 95,000 +8,619 +10.0% 207,000 +9,854 +5.0% 

薬　品 26,521 +1,761 +7.1% 54,549 +3,912 +7.7% 27,694 +1,173 +4.4% 56,000 56,667 +2,118 +3.9% 29,000 +1,306 +4.7% 59,200 +2,533 +4.5% 

装　置 45,978 -431 -0.9% 119,133 +8,874 +8.0% 58,686 +12,708 +27.6% 134,000 140,479 +21,346 +17.9% 66,000 +7,314 +12.5% 147,800 +7,321 +5.2%

　（原価率） (69.6%) (+2.1) (70.6%) (+0.9) (67.6%) (-2.0) (70.5%) (69.9%) (-0.7) (68.5%) (+0.9) (69.1%) (-0.8) 

売上総利益 22,035 -1,095 -4.7% 51,052 +2,233 +4.6% 27,965 +5,930 +26.9% 56,000 59,326 +8,274 +16.2% 29,900 +1,935 +6.9% 64,000 +4,674 +7.9% 

販管費 17,227 +535 +3.2% 33,741 +874 +2.7% 17,357 +130 +0.8% 35,500 35,050 +1,309 +3.9% 18,400 +1,043 +6.0% 36,500 +1,450 +4.1%

　（販管費率） (23.8%) (+0.3) (19.4%) (-1.0) (20.1%) (-3.7) (18.7%) (17.8%) (-1.6) (19.4%) (-0.7) (17.6%) (-0.2) 

営業利益 4,807 -1,631 -25.3% 17,311 +1,360 +8.5% 10,608 +5,801 +120.7% 20,500 24,276 +6,965 +40.2% 11,500 +892 +8.4% 27,500 +3,224 +13.3%

　（営業利益率） (6.6%) (-2.4) (10.0%) (+0.1) (12.3%) (+5.7) (10.8%) (12.3%) (+2.3) (12.1%) (-0.2) (13.3%) (+1.0) 

営業外収支 660 +339 +105.6% 1,114 +341 +44.1% 308 -352 -53.3% 500 950 -164 -14.7% 100 -208 -67.5% 500 -450 -47.4% 

経常利益 5,466 -1,293 -19.1% 18,425 +1,700 +10.2% 10,916 +5,450 +99.7% 21,000 25,226 +6,801 +36.9% 11,600 +684 +6.3% 28,000 +2,774 +11.0%

　（経常利益率） (7.5%) (-2.0) (10.6%) (+0.2) (12.6%) (+5.1) (11.1%) (12.8%) (+2.2) (12.2%) (-0.4) (13.5%) (+0.7) 

特別損益 -211 -211 -225 +124 -69 +142 -850 -634 -409 -250 -181 -750 -116 

2,855 -979 -25.5% 10,519 +1,136 +12.1% 6,145 +3,290 +115.2% 11,500 14,207 +3,688 +35.1% 6,500 +355 +5.8% 15,700 +1,493 +10.5%

　（当期純利益率） (3.9%) (-1.5) (6.1%) (+0.3) (7.1%) (+3.2) (6.1%) (7.2%) (+1.1) (6.8%) (-0.3) (7.6%) (+0.4) 

22.20 -7.62 -25.6% 81.76 +10.00 +13.9% 47.76 +25.56 +115.1% 89.38 110.42 +28.66 +35.1% 50.52 +2.76 +5.8% 122.02 +11.60 +10.5% 
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前年同期比 前年同期比 前年同期比 
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上期計画 
通期計 
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セグメント別受注高・売上高・営業利益推移 

（単位：億円） 

増減率 増減率 増減率 増減率 増減率 増減率 

受注高 904 +58 +6.8% 1,839 +126 +7.3% 1,016 +111 +12.3% 1,870 1,925 +86 +4.7% 1,050 +34 +3.4% 2,110 +185 +9.6% 

薬　品 272 +10 +3.7% 539 +18 +3.4% 284 +11 +4.2% 561 566 +27 +4.9% 293 +9 +3.3% 591 +25 +4.5% 

装　置 632 +48 +8.2% 1,300 +108 +9.1% 732 +100 +15.8% 1,309 1,360 +60 +4.6% 757 +25 +3.4% 1,519 +159 +11.7% 

電子産業向け 299 +18 +6.4% 678 +114 +20.3% 411 +112 +37.3% 743 779 +101 +14.9% 393 -18 -4.3% 865 +86 +11.0% 

一般産業向け 333 +30 +9.9% 622 -7 -1.0% 321 -12 -3.5% 566 581 -41 -6.6% 364 +43 +13.3% 654 +73 +12.7% 

売上高 725 +13 +1.9% 1,737 +128 +7.9% 864 +139 +19.1% 1,900 1,971 +235 +13.5% 950 +86 +10.0% 2,070 +99 +5.0% 

薬　品 265 +18 +7.1% 545 +39 +7.7% 277 +12 +4.4% 560 567 +21 +3.9% 290 +13 +4.7% 592 +25 +4.5% 

装　置 460 -4 -0.9% 1,191 +89 +8.0% 587 +127 +27.6% 1,340 1,405 +213 +17.9% 660 +73 +12.5% 1,478 +73 +5.2% 

電子産業向け 233 -1 -0.4% 621 +72 +13.2% 339 +106 +45.4% 732 770 +149 +24.0% 408 +69 +20.3% 874 +104 +13.5% 

一般産業向け 227 -3 -1.5% 570 +17 +3.0% 248 +21 +9.4% 608 635 +64 +11.3% 252 +4 +1.7% 604 -31 -4.8% 

営業利益 48 -16 -25.3% 173 +14 +8.5% 106 +58 +120.6% 205 243 +70 +40.2% 115 +9 +8.4% 275 +32 +13.3%

　(利益率) (6.6%) (-2.4) (10.0%) (+0.1) (12.3%) (+5.7) (10.8%) (12.3%) (+2.3) (12.1%) (-0.2) (13.3%) (+1.0) 

薬　品 40 +1 +1.4% 80 +5 +7.1% 47 +6 +16.1% 87 88 +8 +10.6% 50 +3 +7.4% 97 +9 +10.1%

　(利益率) (15.1%) (-0.9) (14.6%) (-0.1) (16.8%) (+1.7) (15.6%) (15.5%) (+0.9) (17.2%) (+0.4) (16.4%) (+0.9) 

装　置 8 -17 -67.8% 94 +8 +9.8% 60 +52 +644.1% 118 155 +61 +65.5% 65 +5 +9.2% 178 +23 +15.0%

　(利益率) (1.7%) (-3.7) (7.8%) (+0.1) (10.1%) (+8.4) (8.8%) (11.0%) (+3.2) (9.8%) (-0.3) (12.0%) (+1.0) 

電子産業向け 20 -5 -18.5% 83 +23 +38.5% 58 +38 +191.9% 107 131 +48 +58.4% 63 +5 +8.5% 145 +14 +10.3%

　(利益率) (8.5%) (-1.9) (13.4%) (+2.5) (17.1%) (+8.6) (14.6%) (17.1%) (+3.7) (15.4%) (-1.7) (16.6%) (-0.5) 

一般産業向け -12 -12 - 10 -15 -58.4% 1 +13 - 11 23 +13 +121.4% 2 +1 +37.9% 33 +10 +42.1%

　(利益率) (-) (-) (1.8%) (-2.8) (0.6%) (-) (1.8%) (3.7%) (+1.9) (0.8%) (0.2%) (5.5%) (+1.8) 
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２



電子産業向け受注高・売上高の内訳 

(単位：億円) 

増減率 増減率 増減率 増減率 増減率 増減率 

国　内 224 +7 +3% 489 +70 +17% 313 +89 +40% 558 586 +97 +20% 276 -37 -12% 620 +34 +6% 

受 装  置 97 0 0% 214 +33 +18% 155 +58 +60% 263 273 +59 +28% 119 -36 -23% 292 +19 +7% 

メンテナンス 80 +2 +3% 171 +17 +11% 94 +14 +18% 175 182 +11 +6% 88 -6 -6% 184 +2 +1% 

注 精密洗浄 47 +5 +12% 104 +20 +24% 64 +17 +36% 120 131 +27 +26% 69 +5 +8% 144 +13 +10% 

海　外 75 +11 +17% 189 +44 +30% 98 +23 +31% 185 193 +4 +2% 117 +19 +19% 245 +52 +27% 

高 装　置 66 +17 +35% 163 +59 +57% 85 +19 +29% 160 168 +5 +3% 99 +14 +16% 209 +41 +24% 

メンテナンス他 9 -6 -40% 26 -15 -37% 13 +4 +44% 25 25 -1 -4% 18 +5 +38% 36 +11 +44% 

299 +18 +6% 678 +114 +20% 411 +112 +37% 743 779 +101 +15% 393 -18 -4% 865 +86 +11% 

国　内 182 +25 +16% 472 +87 +23% 250 +68 +37% 543 563 +91 +19% 317 +67 +27% 661 +98 +17% 

売 装  置 59 +18 +44% 208 +61 +41% 100 +41 +69% 253 251 +43 +21% 160 +60 +60% 335 +84 +33% 

メンテナンス 76 +2 +3% 160 +6 +4% 86 +10 +13% 170 181 +21 +13% 88 +2 +2% 182 +1 +1% 

上 精密洗浄 47 +5 +12% 104 +20 +24% 64 +17 +36% 120 131 +27 +26% 69 +5 +8% 144 +13 +10% 

海　外 51 -26 -34% 149 -15 -9% 89 +38 +75% 189 207 +58 +39% 91 +2 +2% 213 +6 +3% 

高 装　置 40 -20 -33% 124 -2 -2% 76 +36 +90% 162 179 +55 +44% 75 -1 -1% 174 -5 -3% 

メンテナンス他 11 -6 -35% 25 -13 -34% 13 +2 +18% 27 28 +3 +12% 16 +3 +23% 39 +11 +39% 

233 -1 -0% 621 +72 +13% 339 +106 +45% 732 770 +149 +24% 408 +69 +20% 874 +104 +14% 

25 +8 +47% 57 +18 +46% 45 +20 +80% 97 98 +41 +72% 75 +30 +67% 160 +62 +63% 

＊超純水供給事業の金額は、国内・海外の“装置”の内数で、受注高・売上高同額です。 
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要約連結貸借対照表 販売費・一般管理費の内訳 
(単位：億円) （単位：億円） 

2006/3期 2007/3期 比較増減 2006/3期 2007/3期 比較 

現金・預金 301 378 +77 給与・賞与引当金繰入・退職給付費用 146.7 153.3 +6.6 

受取手形・売掛金 771 771 0 旅費交通費 25.2 25.3 +0.1 

機械装置 166 216 +50 研究開発費 42.1 44.2 +2.1 

建設仮勘定 21 98 +77 その他 123.4 127.7 +4.3 

投資有価証券 232 200 -32 337.4 350.5 +13.1 

繰延税金資産 31 43 +12 

その他 606 645 +39 

資産合計 2,128 2,351 +224 研究開発費の内訳 
支払手形・買掛金 304 348 +43 （単位：億円） 

退職給付引当金 83 84 +1 2006/3期 2007/3期 2008/3期計画 

その他 274 337 +63 20 14 15 

負債合計 661 769 +108 22 30 32 

純資産合計 1,467 1,582 +115 42 44 47 

負債・純資産合計 2,128 2,351 +224 

注：2006年3月の純資産は新会計基準に従い組み替えて表示しています。 

営業外収支・特別損益の内訳 
（単位：億円） 

設備投資額・減価償却費推移 2006/3期 2007/3期 比較 

（単位：億円） 受取利息・配当金 4.5 5.7 +1.1 

2006/3期 2007/3期 2008/3期計画 持分法による投資利益 2.7 1.7 -1.0 

設備投資額（有形） 161 190 230 その他 6.1 5.0 -1.1 

減価償却費（有形） 41 56 80 13.3 12.4 -0.9 

支払利息 0.4 0.5 +0.1 

その他 1.8 2.4 +0.6 

従業員数 2.2 2.9 +0.7 

（人） 投資有価証券売却益 12.1 - -12.1 

2006/3期 2007/3期 比較増減 12.1 - -12.1 

連　　結 3,668 3,992 +324 固定資産売却損 1.5 - -1.5 

単　　体 1,566 1,519 -47 固定資産除却損 2.8 1.5 -1.3 

減損損失 8.5 - -8.5 

その他 1.5 4.9 +3.3 

14.3 6.3 -8.0 

計 

薬品部門 

装置部門 

費用計 

利益計 

損失計 
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業
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計 

収益計 
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連・単業績比較表 
（単位：億円） 

連単倍率 連単倍率 連単倍率 
（倍） （倍） （倍） 

売上高 1,736.8 1,234.0 1.4 1,971.5 1,347.6 1.5 2,070.0 1,390.0 1.5 

営業利益 173.1 99.6 1.7 242.8 152.5 1.6 275.0 174.0 1.6

　（営業利益率） (10.0%) (8.1%) (12.3%) (11.3%) (13.3%) (12.5%) 

経常利益 184.3 129.1 1.4 252.3 185.2 1.4 280.0 205.0 1.4

　（経常利益率） (10.6%) (10.5%) (12.8%) (13.7%) (13.5%) (14.7%) 

当期純利益 105.2 80.0 1.3 142.1 110.0 1.3 157.0 121.0 1.3

　（当期純利益率） (6.1%) (6.5%) (7.2%) (8.2%) (7.6%) (8.7%) 

連結対象会社数 34社 36社 37社 

主要連結子会社業績推移 土壌浄化事業実績・計画 
（単位：億円） （単位：億円） 

2008/3期 2008/3期 
計画 計画 

受注高 151 149 153 受注高 106 157 180 

売上高 144 153 156 売上高 96 124 145 

受注高 45 52 53 

売上高 48 49 53 

受注高 104 131 144 

売上高 104 131 144 

2006/3期 2007/3期 

連結 栗田工業 

2008/3期計画 

連結 栗田工業 

2007/3期 

連結 栗田工業 

2006/3期 2007/3期 

（株）クリタス 

クリテックサービス(株) 

栗田エンジニアリング(株) 

2006/3期 

５



単体概要 

業績・財政状態 （単位：百万円） 部門別推移 （単位：億円） 

2006/3期 2007/3期 2008/3期計画 2006/3期 2007/3期 2008/3期計画 

売上高 123,403 134,759 139,000 受注高 1,322 1,274 1,400 

営業利益 9,956 15,246 17,400 薬品 426 426 441

　（営業利益率） (8.1%) (11.3%) (12.5%) 水処理装置 815 847 959 

経常利益 12,910 18,515 20,500 環境施設 80

　（経常利益率） (10.5%) (13.7%) (14.7%) 売上高 1,234 1,348 1,390 

当期純利益 7,995 10,996 12,100 薬品 433 427 441

　（当期純利益率） (6.5%) (8.2%) (8.7%) 水処理装置 711 920 949 

期中平均株式数（千株） 128,654 128,671 128,668 環境施設 90 

１株当たり当期純利益（円） 62.15 85.46 94.04 注）環境施設の金額は2007/3期より水処理装置に含めて表示しています。 

１株当たり配当金（円） 22.00 28.00 32.00 

配当性向（％） 35.4 32.8 34.0 

総資産額 184,290 200,531 

純資産額 128,529 136,231 

自己資本比率 69.7% 67.9% 

１株当たり純資産 998.89 1058.78 

設備投資額・減価償却・研究開発費 （単位：億円） 

2006/3期 2007/3期 2008/3期計画 

設備投資額（有形） 148 176 208 

減価償却費（有形） 31 45 64 

研究開発費 41 42 45 

６




