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連結業績推移
(単位：百万円）

増減率 増減率 増減率 増減率

受注高 108,795 +7,240 +7.1% 208,689 +16,160 +8.4% 107,300 106,755 -2,040 -1.9% 218,000 218,000 +9,311 +4.5%

薬　品 29,725 +1,366 +4.8% 59,029 +2,469 +4.4% 30,400 31,198 +1,473 +5.0% 60,800 62,000 +2,971 +5.0%

装　置 79,070 +5,874 +8.0% 149,659 +13,690 +10.1% 76,900 75,557 -3,513 -4.4% 157,200 156,000 +6,341 +4.2%

売上高 94,112 +7,731 +8.9% 204,875 +7,729 +3.9% 92,800 95,671 +1,559 +1.7% 213,000 213,000 +8,125 +4.0%

薬　品 28,875 +1,181 +4.3% 58,646 +1,979 +3.5% 30,000 30,682 +1,807 +6.3% 60,700 62,000 +3,354 +5.7%

装　置 65,236 +6,550 +11.2% 146,228 +5,749 +4.1% 62,800 64,989 -247 -0.4% 152,300 151,000 +4,772 +3.3%

　（原価率） (66.4%) (-1.2) (67.6%) (-2.3) (66.2%) (66.9%) (+0.5) (67.6%) (67.6%) (0.0)

売上総利益 31,652 +3,687 +13.2% 66,325 +6,999 +11.8% 31,350 31,652 0 0.0% 69,100 69,100 +2,775 +4.2%

販売費・一般管理費 18,156 +799 +4.6% 35,857 +807 +2.3% 18,500 18,448 +291 +1.6% 37,100 37,100 +1,243 +3.5%

　（販管費率） (19.3%) (-0.8) (17.5%) (-0.3) (19.9%) (19.3%) (0.0) (17.4%) (17.4%) (-0.1)

営業利益 13,496 +2,888 +27.2% 30,468 +6,192 +25.5% 12,850 13,203 -292 -2.2% 32,000 32,000 +1,532 +5.0%

　（営業利益率） (14.3%) (+2.0) (14.9%) (+2.6) (13.8%) (13.8%) (-0.5) (15.0%) (15.0%) (+0.1)

営業外収支 567 +259 775 -174 200 452 -115 300 300 -475

経常利益 14,063 +3,147 +28.8% 31,243 +6,018 +23.9% 13,050 13,655 -407 -2.9% 32,300 32,300 +1,057 +3.4%

　（経常利益率） (14.9%) (+2.3) (15.2%) (+2.4) (14.1%) (14.3%) (-0.6) (15.2%) (15.2%) (0.0)

特別損益 -63 +6 36 +670 -500 -317 -254 -500 -500 -536

7,522 +1,377 +22.4% 18,297 +4,090 +28.8% 7,200 7,478 -44 -0.6% 18,500 18,500 +203 +1.1%

　（当期純利益率） (8.0%) (+0.9) (8.9%) (+1.7) (7.8%) (7.8%) (-0.2) (8.7%) (8.7%) (-0.2)

58.46 +10.70 +22.4% 142.21 +31.79 +28.8% 55.96 58.12 -0.34 -0.6% 143.79 143.79 +1.58 +1.1%

通期実績

2008/3期

上期実績

2009/3期

上期計画
通期計画
（当初）

通期計画
（今回）

前年同期比 前年同期比前年同期比

1株当たり当期純利益(円)

当期純利益

前年同期比上期実績

１



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

受注高 1,088 +72 +7.1% 2,087 +162 +8.4% 1,073 1,068 -20 -1.9% 2,180 2,180 +93 +4.5%

薬　品 297 +14 +4.8% 590 +25 +4.4% 304 312 +15 +5.0% 608 620 +30 +5.0%

装　置 791 +59 +8.0% 1,497 +137 +10.1% 769 756 -35 -4.4% 1,572 1,560 +63 +4.2%

電子産業向け 445 +34 +8.4% 881 +102 +13.1% 440 397 -48 -10.9% 950 904 +23 +2.6%

一般産業向け 346 +24 +7.6% 615 +35 +6.0% 329 359 +13 +3.8% 622 656 +41 +6.6%

売上高 941 +77 +8.9% 2,049 +77 +3.9% 928 957 +16 +1.7% 2,130 2,130 +81 +4.0%

薬　品 289 +12 +4.3% 586 +20 +3.5% 300 307 +18 +6.3% 607 620 +34 +5.7%

装　置 652 +65 +11.2% 1,462 +57 +4.1% 628 650 -2 -0.4% 1,523 1,510 +48 +3.3%

電子産業向け 402 +62 +18.4% 912 +141 +18.4% 371 376 -26 -6.5% 924 895 -16 -1.8%

一般産業向け 251 +3 +1.2% 551 -84 -13.2% 257 274 +23 +9.4% 599 615 +64 +11.6%

営業利益 135 +29 +27.2% 305 +62 +25.5% 129 132 -3 -2.2% 320 320 +15 +5.0%

　(利益率) (14.3%) (+2.0) (14.9%) (+2.6) (13.8%) (13.8%) (-0.5) (15.0%) (15.0%) (+0.1)

薬　品 50 +3 +7.4% 95 +7 +8.2% 53 50 +0 +0.9% 101 96 +1 +0.8%

　(利益率) (17.3%) (+0.5) (16.2%) (+0.7) (17.6%) (16.4%) (-0.9) (16.6%) (15.5%) (-0.7)

装　置 85 +25 +42.8% 209 +55 +35.4% 76 82 -3 -4.0% 219 224 +15 +7.0%

　(利益率) (13.0%) (+2.9) (14.3%) (+3.3) (12.0%) (12.6%) (-0.5) (14.4%) (14.8%) (+0.5)

電子産業向け 72 +13 +23.2% 169 +38 +28.7% 64 65 -6 -8.7% 175 174 +5 +2.9%

　(利益率) (17.8%) (+0.7) (18.6%) (+1.5) (17.2%) (17.4%) (-0.4) (19.0%) (19.4%) (+0.8)

一般産業向け 13 +12 +826.2% 40 +17 +73.1% 12 16 +3 +21.0% 44 50 +10 +24.2%

　(利益率) (5.4%) (+4.8) (7.3%) (+3.6) (4.6%) (5.9%) (+0.5) (7.4%) (8.1%) (+0.8)

2009/3期

上期計画 上期実績
通期計画
（当初）

通期計画
（今回）

前年同期比 前年同期比前年同期比通期実績前年同期比上期実績

2008/3期

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

  国　内 348 +34 +11% 692 +106 +18% 334 332 -15 -4% 722 717 +25 +4%

受 装  置 188 +33 +21% 350 +77 +28% 169 174 -15 -8% 380 388 +38 +11%

メンテナンス 89 -5 -5% 199 +17 +10% 92 84 -6 -7% 192 178 -21 -10%

注 精密洗浄 70 +6 +9% 143 +12 +9% 74 75 +5 +7% 150 151 +7 +5%

  海　外 97 -1 -1% 189 -4 -2% 106 64 -33 -34% 228 188 -2 -1%

高 装　置 77 -8 -10% 153 -15 -9% 84 49 -28 -36% 196 150 -4 -2%

メンテナンス 21 +8 +59% 36 +11 +42% 22 15 -5 -26% 32 38 +2 +5%

445 +34 +8% 881 +102 +13% 440 397 -48 -11% 950 904 +23 +3%

  国　内 321 +71 +28% 711 +148 +26% 311 311 -10 -3% 727 708 -3 -0%

売 装  置 164 +64 +63% 382 +130 +52% 150 152 -12 -8% 391 381 -1 -0%

メンテナンス 87 +0 +0% 186 +4 +2% 88 85 -2 -2% 186 177 -9 -5%

上 精密洗浄 70 +7 +11% 144 +13 +10% 74 75 +4 +6% 150 150 +6 +4%

  海　外 81 -8 -9% 200 -6 -3% 59 64 -16 -20% 197 187 -13 -7%

高 装　置 65 -10 -13% 167 -12 -7% 30 52 -13 -20% 150 149 -18 -11%

メンテナンス 15 +2 +13% 33 +5 +19% 30 12 -3 -22% 47 38 +4 +13%

402 +63 +18% 912 +141 +18% 371 376 -26 -6% 924 895 -16 -2%

74 +29 +64% 168 +70 +72% 100 102 +28 +37% 240 240 +72 +43%

注：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。

2009/3期

上期計画 上期実績
通期計画
（当初）

通期計画
（今回）

前年同期比 前年同期比

2008/3期

前年同期比上期実績 通期実績前年同期比

超純水供給事業

計

計

３



販売費・一般管理費の内訳 （単位：億円） 設備投資額・減価償却費推移 （単位：億円）

2009/3期 前年同期

上期 通期 上期 比較増減

給与・賞与引当金繰入・退職給付費用 79.2 155.2 79.7 +0.5

旅費交通費 13.0 26.4 13.3 +0.3 設備投資額（有形） 159 233 316 510 550

研究開発費 22.2 45.5 24.0 +1.8 減価償却費（有形） 38 85 49 115 117

その他 67.2 131.5 67.5 +0.3

181.6 358.6 184.5 +2.9

従業員数 （単位：人）

研究開発費の内訳 （単位：億円） 2007/9末 2008/3末

連　　結 4,101 4,249 4,470 +369 +221

上期 通期 上期 通期計画

6 14 7 14

16 31 17 34 主要連結子会社業績推移 （単位：億円）

22 46 24 48

営業外収支・特別損益の内訳 （単位：億円） 受注高 109 163 115 165

2009/3期 前年同期 売上高 68 161 72 170

上期 通期 上期 比較増減 受注高 33 58 35 64

受取利息・配当金 3.4 6.5 3.1 -0.3 売上高 31 55 30 60

持分法による投資利益 0.7 1.2 0.9 +0.2 受注高 70 143 75 151

その他 2.8 4.2 1.7 -1.1 売上高 70 144 75 150

収益計 6.9 11.9 5.7 -1.2

支払利息 0.2 0.5 0.2 -0.0

その他 1.1 3.7 1.0 -0.1

費用計 1.3 4.2 1.2 -0.1

固定資産売却益 - 2.0 - -

その他 - 1.0 - -

利益計 - 3.0 - -

固定資産除却損 0.6 1.6 - -0.6

投資有価証券評価損 - - 3.2 +3.2

その他 - 1.1 - -

損失計 0.6 2.7 3.2 +2.6

営
業
外
収
支

2007/9末

2008/3期

2008/3期 2009/3期

薬　品　部　門

装　置　部　門

計

上期実績 通期計画

比較増減

上期実績

2009/3期2008/3期

2008/9末2008/3末

クリテックサービス(株)

（株）クリタス

通期実績上期実績

2009/3期

上期実績
通期計画
（当初）

特
別
損
益

栗田エンジニアリング(株)

2008/3期

計

2008/3期

通期計画
（今回）

通期実績

４




