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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 112,481 +2,481 +2.3% 218,730 -2,543 -1.1% 112,000 125,300 +12,819 +11.4% 221,000 238,000 +19,270 +8.8%

水処理薬品 42,005 +670 +1.6% 82,118 -1,322 -1.6% 44,400 44,582 +2,577 +6.1% 89,500 89,500 +7,382 +9.0%

水処理装置 70,476 +1,812 +2.6% 136,611 -1,221 -0.9% 67,600 80,717 +10,241 +14.5% 131,500 148,500 +11,889 +8.7%

売上高 103,811 +5,893 +6.0% 214,187 -185 -0.1% 104,000 108,107 +4,296 +4.1% 223,000 230,000 +15,813 +7.4%

水処理薬品 41,451 +856 +2.1% 81,883 -1,797 -2.1% 44,300 44,074 +2,623 +6.3% 89,400 89,400 +7,517 +9.2%

水処理装置 62,360 +5,038 +8.8% 132,304 +1,612 +1.2% 59,700 64,032 +1,672 +2.7% 133,600 140,600 +8,296 +6.3%

　（原価率） (66.9%) (+1.4) (67.9%) (+0.7) (67.3%) (66.2%) (-0.7) (68.2%) (67.8%) (-0.1)

売上総利益 34,324 +536 +1.6% 68,732 -1,675 -2.4% 34,000 36,532 +2,208 +6.4% 71,000 74,000 +5,268 +7.7%

24,680 +26 +0.1% 49,280 -1,294 -2.6% 26,300 26,378 +1,698 +6.9% 52,500 53,000 +3,720 +7.5%

　（販管費率） (23.8%) (-1.4) (23.0%) (-0.6) (25.3%) (24.4%) (+0.6) (23.5%) (23.0%) (+0.0)

営業利益 9,643 +510 +5.6% 19,452 -381 -1.9% 7,700 10,153 +510 +5.3% 18,500 21,000 +1,548 +8.0%

　（営業利益率） (9.3%) (-0.0) (9.1%) (-0.2) (7.4%) (9.4%) (+0.1) (8.3%) (9.1%) (+0.0)

営業外収支 -4 -359 622 +16 200 121 +125 500 500 -122

経常利益 9,639 +149 +1.6% 20,074 -365 -1.8% 7,900 10,274 +635 +6.6% 19,000 21,500 +1,426 +7.1%

　（経常利益率） (9.3%) (-0.4) (9.4%) (-0.1) (7.6%) (9.5%) (+0.2) (8.5%) (9.3%) (-0.1)

特別損益 - +4 391 +419 - 206 +206 -250 - -391

6,542 +778 +13.5% 14,506 +1,929 +15.3% 5,300 7,412 +870 +13.3% 13,000 15,000 +494 +3.4%

　（当期純利益率）
(6.3%) (+0.4) (6.8%) (+0.9) (5.1%) (6.9%) (+0.6) (5.8%) (6.5%) (-0.3)

56.36 +6.75 +13.6% 125.23 +16.99 +15.7% 47.18 65.99 +9.63 +17.1% 115.76 133.57 +8.34 +6.7%
1株当たり当期（四半期）
純利益(円)

親会社株主に帰属する
当期（四半期）純利益

販売費及び一般管理費

2018/3期

上期計画
通期計画
(期初)

前年同期比 前年同期比通期実績

2017/3期

前年同期比上期実績 前年同期比 上期実績
通期計画
(今回)
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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

受注高 1,125 +25 +2.3% 2,187 -25 -1.1% 1,120 1,253 +128 +11.4% 2,210 2,380 +193 +8.8%

水処理薬品 420 +7 +1.6% 821 -13 -1.6% 444 446 +26 +6.1% 895 895 +74 +9.0%

水処理装置 705 +18 +2.6% 1,366 -12 -0.9% 676 807 +102 +14.5% 1,315 1,485 +119 +8.7%

電子産業向け 346 -37 -9.8% 725 -66 -8.3% 343 450 +104 +30.0% 690 868 +143 +19.7%

一般産業向け 358 +56 +18.4% 642 +54 +9.1% 333 357 -2 -0.5% 625 617 -24 -3.7%

売上高 1,038 +59 +6.0% 2,142 -2 -0.1% 1,040 1,081 +43 +4.1% 2,230 2,300 +158 +7.4%

水処理薬品 415 +9 +2.1% 819 -18 -2.1% 443 441 +26 +6.3% 894 894 +75 +9.2%

水処理装置 624 +50 +8.8% 1,323 +16 +1.2% 597 640 +17 +2.7% 1,336 1,406 +83 +6.3%

電子産業向け 360 +28 +8.5% 744 -17 -2.2% 337 371 +11 +3.0% 727 794 +50 +6.8%

一般産業向け 264 +22 +9.2% 579 +33 +6.1% 260 269 +6 +2.2% 609 612 +33 +5.6%

営業利益 96 +5 +5.6% 195 -4 -1.9% 77 102 +5 +5.3% 185 210 +15 +8.0%

　(利益率) (9.3%) (-0.0) (9.1%) (-0.2) (7.4%) (9.4%) (+0.1) (8.3%) (9.1%) (+0.0)

水処理薬品 41 +5 +13.5% 72 +8 +11.8% 41 39 -2 -5.7% 77 74 +2 +2.3%

　(利益率) (9.9%) (+1.0) (8.8%) (+1.1) (9.2%) (8.7%) (-1.2) (8.6%) (8.3%) (-0.6)

水処理装置 56 +0 +0.5% 122 -11 -8.6% 36 63 +7 +13.3% 108 136 +14 +11.3%

　(利益率) (8.9%) (-0.8) (9.2%) (-1.0) (6.0%) (9.8%) (+0.9) (8.1%) (9.7%) (+0.4)

電子産業向け 55 +1 +1.4% 108 -19 -15.3% 33 54 -2 -3.0% 86 108 +0 +0.1%

　(利益率) (15.4%) (-1.0) (14.5%) (-2.2) (9.8%) (14.5%) (-0.9) (11.8%) (13.6%) (-0.9)

一般産業向け 0 -1 -64.9% 15 +8 +120.8% 3 9 +9 - 22 28 +14 +93.7%

　(利益率) (0.1%) (-0.2) (2.5%) (+1.3) (1.2%) (3.5%) (+3.4) (3.7%) (4.6%) (+2.1)

2017/3月期

前年同期比上期実績 前年同期比 通期実績

2018/3月期

上期計画
通期計画
(期初)

前年同期比 前年同期比上期実績
通期計画
(今回)
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電子産業向け水処理装置事業 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 243 -24 -9.0% 513 -20 -3.8% 222 276 +33 +13.6% 446 505 -8 -1.5%

装 置 12 -0 -3.0% 43 +19 +77.1% 14 47 +36 +307.6% 20 60 +17 +40.8%

超純水供給事業 145 -16 -9.9% 274 -39 -12.5% 119 123 -22 -15.1% 235 242 -32 -11.7%

メンテナンス 55 -6 -9.7% 131 -2 -1.3% 58 71 +16 +28.1% 126 137 +6 +4.2%

精密洗浄 31 -2 -5.4% 65 +2 +3.3% 32 34 +4 +12.2% 65 66 +1 +2.0%

  海　外 104 -14 -11.5% 212 -45 -17.7% 121 175 +71 +68.5% 245 363 +151 +71.3%

装 置 70 -14 -16.2% 138 -47 -25.3% 80 124 +54 +76.8% 147 260 +122 +88.9%

超純水供給事業 7 +7 - 14 +7 +102.1% 9 12 +5 +82.5% 24 26 +13 +94.3%

メンテナンス 27 -6 -19.3% 61 -6 -8.6% 33 39 +12 +43.5% 74 76 +16 +26.1%

346 -37 -9.8% 725 -66 -8.3% 343 450 +104 +30.0% 690 868 +143 +19.7%

  国　内 247 -13 -5.1% 493 -47 -8.7% 236 250 +3 +1.2% 471 508 +15 +3.0%

装 置 14 +0 +1.6% 26 -10 -27.2% 28 28 +14 +94.1% 43 71 +44 +169.4%

超純水供給事業 145 -16 -9.9% 274 -39 -12.5% 119 123 -22 -15.1% 235 242 -32 -11.7%

メンテナンス 57 +4 +8.0% 128 +0 +0.3% 57 65 +8 +14.0% 127 129 +1 +0.9%

精密洗浄 31 -2 -5.6% 64 +2 +2.5% 32 34 +3 +10.8% 65 66 +2 +2.5%

  海　外 113 +41 +58.1% 251 +30 +13.7% 101 120 +8 +6.9% 257 286 +35 +14.2%

装 置 83 +32 +64.2% 176 +30 +20.2% 66 82 -1 -0.8% 164 197 +21 +12.0%

超純水供給事業 7 +7 - 14 +7 +102.1% 9 12 +5 +82.5% 24 26 +13 +94.3%

メンテナンス 24 +3 +12.4% 61 -6 -9.5% 26 27 +3 +13.2% 69 62 +2 +2.5%

360 +28 +8.5% 744 -17 -2.2% 337 371 +11 +3.0% 727 794 +50 +6.8%

計

計

受
　
　
注
　
　
高

売
　
　
上
　
　
高

2018/3期

上期計画
通期計画
(期初)

前年同期比 前年同期比通期実績

2017/3期

前年同期比上期実績 前年同期比 上期実績
通期計画
(今回)
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研究開発費の内訳 （単位：億円）

通期計画 通期計画

（期初） （今回）

10 21 10 23 22

14 29 15 32 32

24 50 26 55 53

設備投資額（有形）の内訳 （単位：億円）

通期計画 通期計画

（期初） （今回）

9 18 9

30 75 79

38 93 88 200 240

減価償却費（有形）の内訳 （単位：億円）

通期計画 通期計画

（期初） （今回）

8 16 8 17 17

60 116 57 113 113

67 132 66 130 130

従業員数 （単位：人）

2016/9末 2017/3末

5,603 5,654 5,837 +234 +183

比較増減
2017/3末2016/9末 2017/9末

2017/3期 2018/3期

上期実績 通期実績 上期実績

2018/3期

上期実績

水処理薬品事業

水処理装置事業

2018/3期

上期実績 通期実績 上期実績

2017/3期

2017/3期

上期実績 通期実績

計

水処理薬品事業

水処理装置事業

計

水処理薬品事業

連　　結

水処理装置事業

計
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