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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 94,070 -4,366 -4.4% 186,741 -10,515 -5.3% 96,500 89,739 -4,331 -4.6% 197,000 181,000 -5,741 -3.1%

薬　品 28,694 -324 -1.1% 56,040 -708 -1.2% 30,400 29,327 +633 +2.2% 60,800 58,500 +2,460 +4.4%

装　置 65,376 -4,042 -5.8% 130,700 -9,807 -7.0% 66,100 60,411 -4,965 -7.6% 136,200 122,500 -8,200 -6.3%

売上高 90,236 +721 +0.8% 180,143 -13,649 -7.0% 90,500 82,772 -7,464 -8.3% 191,000 176,000 -4,143 -2.3%

薬　品 28,674 +57 +0.2% 56,091 -352 -0.6% 30,400 28,806 +132 +0.5% 60,800 58,000 +1,909 +3.4%

装　置 61,562 +664 +1.1% 124,052 -13,296 -9.7% 60,100 53,965 -7,597 -12.3% 130,200 118,000 -6,052 -4.9%

　（原価率） (66.8%) (+1.8) (67.2%) (+1.2) (67.1%) (67.7%) (+0.9) (67.1%) (68.6%) (+1.4)

売上総利益 29,942 -1,346 -4.3% 59,096 -6,790 -10.3% 29,800 26,747 -3,195 -10.7% 62,900 55,200 -3,896 -6.6%

販売費及び一般管理費 19,088 +818 +4.5% 38,106 +1,603 +4.4% 19,800 20,044 +956 +5.0% 39,400 40,200 +2,094 +5.5%

　（販管費率） (21.2%) (+0.8) (21.2%) (+2.4) (21.9%) (24.2%) (+3.0) (20.6%) (22.8%) (+1.6)

営業利益 10,854 -2,163 -16.6% 20,989 -8,393 -28.6% 10,000 6,702 -4,152 -38.3% 23,500 15,000 -5,989 -28.5%

　（営業利益率） (12.0%) (-2.5) (11.7%) (-3.5) (11.0%) (8.1%) (-3.9) (12.3%) (8.5%) (-3.2)

営業外収支 482 +115 1,056 +69 200 456 -26 500 800 -256

経常利益 11,335 -2,049 -15.3% 22,046 -8,323 -27.4% 10,200 7,158 -4,177 -36.9% 24,000 15,800 -6,246 -28.3%

　（経常利益率） (12.6%) (-2.4) (12.2%) (-3.5) (11.3%) (8.6%) (-4.0) (12.6%) (9.0%) (-3.2)

特別損益 -2,595 -2,560 -2,269 -1,577 -170 -500 +2,095 -420 -800 +1,469

4,865 -3,016 -38.3% 11,476 -5,072 -30.7% 6,100 4,104 -761 -15.6% 14,000 9,000 -2,476 -21.6%

　（当期純利益率） (5.4%) (-3.4) (6.4%) (-2.1) (6.7%) (5.0%) (-0.4) (7.3%) (5.1%) (-1.3)

38.41 -23.82 -38.3% 92.43 -38.22 -29.3% 51.19 34.44 -3.97 -10.3% 117.48 75.53 -16.90 -18.3%

2013/3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

2014/3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 941 -44 -4.4% 1,867 -105 -5.3% 965 897 -43 -4.6% 1,970 1,810 -57 -3.1%

薬　品 287 -3 -1.1% 560 -7 -1.2% 304 293 +6 +2.2% 608 585 +25 +4.4%

装　置 654 -40 -5.8% 1,307 -98 -7.0% 661 604 -50 -7.6% 1,362 1,225 -82 -6.3%

電子産業向け 367 -20 -5.3% 754 -89 -10.6% 376 327 -39 -10.7% 801 708 -46 -6.1%

一般産業向け 287 -20 -6.5% 553 -9 -1.5% 285 277 -10 -3.6% 561 517 -36 -6.5%

売上高 902 +7 +0.8% 1,801 -136 -7.0% 905 828 -75 -8.3% 1,910 1,760 -41 -2.3%

薬　品 287 +1 +0.2% 561 -4 -0.6% 304 288 +1 +0.5% 608 580 +19 +3.4%

装　置 616 +7 +1.1% 1,241 -133 -9.7% 601 540 -76 -12.3% 1,302 1,180 -61 -4.9%

電子産業向け 362 -15 -3.9% 733 -63 -7.9% 375 319 -43 -12.0% 795 702 -32 -4.3%

一般産業向け 253 +21 +9.1% 507 -70 -12.1% 226 221 -33 -12.9% 507 478 -29 -5.7%

営業利益 109 -22 -16.6% 210 -84 -28.6% 100 67 -42 -38.3% 235 150 -60 -28.5%

　(利益率) (12.0%) (-2.5) (11.7%) (-3.5) (11.0%) (8.1%) (-3.9) (12.3%) (8.5%) (-3.2)

薬　品 47 -3 -6.2% 83 -9 -10.1% 51 44 -2 -5.3% 99 83 -0 -0.4%

　(利益率) (16.3%) (-1.1) (14.9%) (-1.6) (16.8%) (15.4%) (-0.9) (16.3%) (14.3%) (-0.6)

装　置 62 -19 -23.2% 126 -75 -37.2% 49 23 -39 -63.1% 136 67 -59 -47.0%

　(利益率) (10.0%) (-3.2) (10.2%) (-4.5) (8.2%) (4.2%) (-5.8) (10.4%) (5.7%) (-4.5)

電子産業向け 53 -16 -22.6% 115 -36 -23.9% 48 32 -21 -39.4% 120 74 -41 -35.5%

　(利益率) (14.7%) (-3.6) (15.7%) (-3.3) (12.9%) (10.1%) (-4.6) (15.2%) (10.6%) (-5.1)

一般産業向け 8 -3 -26.8% 11 -39 -77.9% 1 -10 -18 - 16 -7 -18 -

　(利益率) (3.3%) (-1.6) (2.2%) (-6.4) (0.3%) (-4.3%) (-) (3.1%) (-1.6%) (-)

2013/3期

上期実績 通期実績前年同期比 前年同期比

2014/3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 268 -32 -10.7% 548 -50 -8.3% 254 253 -14 -5.3% 517 516 -33 -5.9%

受 装  置 186 -6 -3.4% 360 -8 -2.1% 172 173 -13 -6.8% 330 342 -18 -5.1%

メンテナンス 39 -22 -36.1% 103 -35 -25.1% 40 39 -0 -0.9% 100 92 -11 -10.4%

注 精密洗浄 42 -3 -7.3% 85 -8 -8.2% 42 41 -1 -3.2% 87 82 -4 -4.2%

  海　外 99 +12 +13.1% 206 -40 -16.2% 122 74 -25 -25.3% 284 192 -13 -6.5%

高 装　置 81 +8 +11.0% 165 -49 -22.8% 98 47 -35 -42.8% 236 144 -21 -12.8%

メンテナンス 18 +3 +24.0% 40 +9 +30.3% 24 28 +10 +54.4% 48 48 +8 +19.6%

367 -20 -5.3% 754 -89 -10.6% 376 327 -39 -10.7% 801 708 -46 -6.1%

  国　内 277 -34 -11.0% 567 -61 -9.7% 258 254 -23 -8.2% 542 524 -42 -7.5%

売 装  置 185 -9 -4.5% 372 -21 -5.4% 167 168 -17 -9.3% 347 347 -25 -6.6%

メンテナンス 50 -22 -30.9% 109 -32 -22.6% 48 46 -4 -7.1% 108 96 -13 -12.3%

上 精密洗浄 43 -3 -6.9% 85 -8 -8.2% 43 41 -2 -5.0% 87 81 -4 -4.9%

  海　外 85 +20 +29.7% 167 -2 -1.4% 118 65 -21 -24.0% 253 177 +11 +6.3%

高 装　置 70 +19 +37.3% 131 -5 -3.5% 96 44 -26 -36.8% 204 129 -2 -1.5%

メンテナンス 16 +1 +3.8% 35 +2 +7.2% 21 21 +5 +32.8% 48 48 +12 +35.3%

362 -15 -3.9% 733 -63 -7.9% 375 319 -43 -12.0% 795 702 -32 -4.3%

168 -5 -3.0% 324 -24 -6.9% 159 158 -9 -5.6% 316 317 -7 -2.1%

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。

2013/3期

上期実績 通期実績前年同期比 前年同期比

超純水供給事業

計

計

2014/3期

上期計画 上期実績
通期計画
(期初）

前年同期比 前年同期比通期計画
(今回）

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 14 8 16

15 30 14 31

22 44 22 47

設備投資額・減価償却費推移 （単位：億円）

設備投資額（有形） 29 61 20 40 80

減価償却費（有形） 74 145 71 144 144

従業員数 （単位：人）

2012/9末 2013/3末

連　　結 4,742 4,640 4,740 -2 +100

主要連結子会社業績推移 （単位：億円）

受注高 109 161 127 162

売上高 66 154 68 163

受注高 28 53 30 54

売上高 25 53 29 54

受注高 42 85 41 82

売上高 43 85 41 81

注：数値は連結消去前のものです。

クリテックサービス(株)

2013/3期

上期実績 通期実績

2013/3期

薬　品　事　業

装　置　事　業

計

（株）クリタス

上期実績通期実績上期実績

2013/3期 2014/3期計画

2012/9末

通期計画
（期初）

通期計画
（今回）

比較増減

2014/3期

2014/3期計画

栗田エンジニアリング(株)

2013/9末

上期実績 通期計画

2013/3末

４


