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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 98,436 +8,490 +9.4% 197,256 +15,305 +8.4% 101,000 94,070 -4,366 -4.4% 201,000 198,000 +744 +0.4%

薬　品 29,018 -138 -0.5% 56,748 +34 +0.1% 30,000 28,694 -324 -1.1% 59,300 57,200 +452 +0.8%

装　置 69,418 +8,629 +14.2% 140,507 +15,270 +12.2% 71,000 65,376 -4,042 -5.8% 141,700 140,800 +293 +0.2%

売上高 89,515 +1,803 +2.1% 193,792 +12,558 +6.9% 95,000 90,236 +721 +0.8% 200,000 196,000 +2,208 +1.1%

薬　品 28,617 -46 -0.2% 56,443 -292 -0.5% 29,900 28,674 +57 +0.2% 59,300 57,100 +657 +1.2%

装　置 60,898 +1,850 +3.1% 137,348 +12,849 +10.3% 65,100 61,562 +664 +1.1% 140,700 138,900 +1,552 +1.1%

　（原価率） (65.0%) (+0.6) (66.0%) (+0.6) (65.9%) (66.8%) (+1.8) (66.3%) (67.6%) (+1.6)

売上総利益 31,288 +63 +0.2% 65,886 +3,226 +5.1% 32,400 29,942 -1,346 -4.3% 67,500 63,500 -2,386 -3.6%

販売費及び一般管理費 18,270 +458 +2.6% 36,503 +975 +2.7% 18,900 19,088 +818 +4.5% 38,000 38,500 +1,997 +5.5%

　（販管費率） (20.4%) (+0.1) (18.8%) (-0.8) (19.9%) (21.2%) (+0.8) (19.0%) (19.6%) (+0.8)

営業利益 13,017 -395 -2.9% 29,382 +2,251 +8.3% 13,500 10,854 -2,163 -16.6% 29,500 25,000 -4,382 -14.9%

　（営業利益率） (14.5%) (-0.8) (15.2%) (+0.2) (14.2%) (12.0%) (-2.5) (14.8%) (12.8%) (-2.4)

営業外収支 367 -123 987 -40 200 482 +115 500 700 -287

経常利益 13,384 -518 -3.7% 30,369 +2,211 +7.9% 13,700 11,335 -2,049 -15.3% 30,000 25,700 -4,669 -15.4%

　（経常利益率） (15.0%) (-0.8) (15.7%) (+0.2) (14.4%) (12.6%) (-2.4) (15.0%) (13.1%) (-2.6)

特別損益 -35 -35 -692 -378 -1,500 -2,595 -2,560 -1,500 -3,000 -2,308

7,881 -321 -3.9% 16,548 -590 -3.4% 7,500 4,865 -3,016 -38.3% 17,500 13,600 -2,948 -17.8%

　（当期純利益率） (8.8%) (-0.6) (8.5%) (-1.0) (7.9%) (5.4%) (-3.4) (8.8%) (6.9%) (-1.6)

62.23 -1.53 -2.4% 130.65 -3.37 -2.5% 59.21 38.41 -23.82 -38.3% 138.17 107.37 -23.28 -17.8%

2012/3期

上期実績 通期実績前年同期比 前年同期比

1株当たり当期（四半期）
純利益(円)

当期(四半期)純利益

2013/3期

上期計画 上期実績
通期計画
(期初)

通期計画
(今回)

前年同期比 前年同期比

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 984 +85 +9.4% 1,973 +153 +8.4% 1,010 941 -44 -4.4% 2,010 1,980 +7 +0.4%

薬　品 290 -1 -0.5% 567 +0 +0.1% 300 287 -3 -1.1% 593 572 +5 +0.8%

装　置 694 +86 +14.2% 1,405 +153 +12.2% 710 654 -40 -5.8% 1,417 1,408 +3 +0.2%

電子産業向け 387 +25 +6.9% 843 +59 +7.6% 398 367 -20 -5.3% 852 844 +1 +0.1%

一般産業向け 307 +61 +25.0% 562 +93 +19.9% 312 287 -20 -6.5% 565 564 +2 +0.3%

売上高 895 +18 +2.1% 1,938 +126 +6.9% 950 902 +7 +0.8% 2,000 1,960 +22 +1.1%

薬　品 286 -0 -0.2% 564 -3 -0.5% 299 287 +1 +0.2% 593 571 +7 +1.2%

装　置 609 +19 +3.1% 1,373 +128 +10.3% 651 616 +7 +1.1% 1,407 1,389 +16 +1.1%

電子産業向け 377 -4 -0.9% 796 +28 +3.6% 400 362 -15 -3.9% 841 820 +24 +3.0%

一般産業向け 232 +22 +10.5% 577 +101 +21.1% 251 253 +21 +9.1% 566 569 -8 -1.5%

営業利益 130 -4 -2.9% 294 +23 +8.3% 135 109 -22 -16.6% 295 250 -44 -14.9%

　(利益率) (14.5%) (-0.8) (15.2%) (+0.2) (14.2%) (12.0%) (-2.5) (14.8%) (12.8%) (-2.4)

薬　品 50 -5 -9.9% 93 -8 -8.2% 54 47 -3 -6.2% 104 90 -3 -2.9%

　(利益率) (17.4%) (-1.9) (16.4%) (-1.4) (18.1%) (16.3%) (-1.1) (17.5%) (15.8%) (-0.6)

装　置 80 +2 +1.9% 201 +31 +18.2% 81 62 -19 -23.2% 191 160 -41 -20.5%

　(利益率) (13.2%) (-0.1) (14.7%) (+1.0) (12.4%) (10.0%) (-3.2) (13.6%) (11.5%) (-3.2)

電子産業向け 69 -8 -10.9% 152 -0 -0.1% 69 53 -16 -22.6% 150 130 -21 -14.1%

　(利益率) (18.3%) (-2.0) (19.1%) (-0.7) (17.3%) (14.7%) (-3.6) (17.8%) (15.9%) (-3.2)

一般産業向け 11 +10 +715.3% 49 +31 +169.4% 12 8 -3 -26.8% 41 30 -20 -40.2%

　(利益率) (4.9%) (+4.2) (8.6%) (+4.7) (4.8%) (3.3%) (-1.6) (7.2%) (5.2%) (-3.4)

前年同期比

2012/3期

上期実績 通期実績前年同期比

2013/3期

上期計画 上期実績
通期計画
（期初）

通期計画
（今回）

前年同期比 前年同期比

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 299 +17 +5.8% 598 -18 -2.9% 290 268 -32 -10.7% 604 580 -18 -3.0%

受 装  置 192 +15 +8.2% 368 -20 -5.3% 182 186 -6 -3.4% 367 380 +13 +3.4%

メンテナンス 61 +4 +7.2% 138 +6 +4.6% 62 39 -22 -36.1% 143 111 -27 -19.4%

注 精密洗浄 46 -2 -4.5% 93 -4 -3.9% 46 42 -3 -7.3% 95 89 -4 -4.1%

  海　外 88 +8 +10.6% 245 +77 +46.2% 109 99 +12 +13.1% 248 264 +19 +7.8%

高 装　置 73 +6 +8.4% 214 +75 +53.7% 83 81 +8 +11.0% 205 229 +15 +6.8%

メンテナンス 14 +3 +23.1% 31 +3 +9.2% 25 18 +3 +24.0% 43 35 +5 +15.0%

387 +25 +6.9% 843 +59 +7.6% 398 367 -20 -5.3% 852 844 +1 +0.1%

  国　内 311 -2 -0.7% 627 +12 +1.9% 291 277 -34 -11.0% 596 583 -44 -7.0%

売 装  置 194 -10 -4.9% 393 +5 +1.2% 177 185 -9 -4.5% 355 374 -19 -4.9%

メンテナンス 72 +10 +15.8% 141 +11 +8.2% 68 50 -22 -30.9% 146 121 -21 -14.6%

上 精密洗浄 46 -2 -4.1% 93 -4 -3.9% 46 43 -3 -6.9% 95 89 -4 -4.3%

  海　外 66 -1 -2.1% 169 +16 +10.5% 109 85 +20 +29.7% 245 237 +68 +40.2%

高 装　置 51 -4 -7.9% 136 +10 +8.0% 88 70 +19 +37.3% 203 203 +67 +49.3%

メンテナンス 15 +3 +24.1% 33 +6 +22.5% 21 16 +1 +3.8% 41 34 +1 +2.6%

377 -4 -0.9% 796 +28 +3.6% 400 362 -15 -3.9% 841 820 +24 +3.0%

173 -4 -2.5% 348 -3 -0.9% 160 168 -5 -3.0% 318 325 -24 -6.8%

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。

前年同期比

2012/3期

上期実績 通期実績前年同期比

超純水供給事業

計

計

2013/3期

上期計画 上期実績
通期計画
（期初）

通期計画
（今回）

前年同期比 前年同期比

３



研究開発費の内訳 （単位：億円）

上期実績 通期実績 上期実績 通期計画

7 13 7 14

14 29 15 32

21 42 22 46

設備投資額・減価償却費推移 （単位：億円）

設備投資額（有形） 27 77 29 50 75

減価償却費（有形） 76 154 74 154 154

従業員数 （単位：人）

2011/9末 2012/3末

連　　結 4,655 4,555 4,742 +87 +187

主要連結子会社業績推移 （単位：億円）

受注高 108 159 109 157

売上高 63 148 66 160

受注高 32 58 28 58

売上高 34 65 25 58

受注高 46 93 42 89

売上高 46 93 43 89

注：数値は連結消去前のものです。

（株）クリタス

栗田エンジニアリング(株)

クリテックサービス(株)

2012/3期 2013/3期

上期実績 通期実績 上期実績 通期計画

2011/9末 2012/3末 2012/9末
比較増減

2012/3期 2013/3期

薬　品　事　業

装　置　事　業

計

2012/3期 2013/3期

上期実績 通期実績 上期実績
通期計画
（期初）

通期計画
（今回）

４


