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1. 平成23年３月期第２四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年９月30日）

 (1) 連結経営成績(累計)
(％表示は、対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年３月期第２四半期 87,712 4.6 13,412 4.1 13,902 5.6 8,202 0.7

22年３月期第２四半期 83,815 △12.4 12,878 △2.5 13,166 △3.6 8,142 8.9

１株当たり 
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり 
四半期純利益

円 銭 円 銭

23年３月期第２四半期 63 76 ─

22年３月期第２四半期 63 29 ─

 (2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

23年３月期第２四半期 251,328 197,577 78.1 1,525 08

22年３月期 251,620 193,939 76.5 1,496 98

(参考) 自己資本  23年3月期第2四半期 196,202百万円 22年3月期 192,588百万円

2. 配当の状況

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

22年３月期 ─ 17 00 ─ 19 00 36 00

23年３月期 ─ 19 00

23年３月期(予想) ─ 19 00 38 00

3. 平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日）
(％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 195,000 9.2 29,500 11.9 30,000 10.7 17,300 0.1 134 47



  

 

 
(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

  

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

・上記3.の連結業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した予想であるため、リスクや不確実

性を含んでおり、実際の連結業績はこれと異なる可能性があります。なお、連結業績予想に関する事項

は４ページを参照してください。 

  

4. その他（詳細は、【添付資料】５ページの「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 無

 ② ①以外の変更 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期２Ｑ 132,800,256株 22年３月期 132,800,256株

② 期末自己株式数 23年３月期２Ｑ 4,149,597株 22年３月期 4,148,311株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期２Ｑ 128,651,270株 22年３月期２Ｑ 128,653,839株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する説明
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１）当第２四半期の概況（平成22年４月１日～平成22年９月30日） 

当社グループをとりまく市場環境は、景気は一部に持ち直しの兆しが見られ、顧客工場の操業度も

改善してきましたが、国内市場における新規設備投資は依然低い水準のまま推移するなど、引き続き

厳しい状況となりました。  

 このような状況のもとで、当社グループ全体の受注高は89,946百万円（前年同期比2.1%増）、売上

高は87,712百万円（前年同期比4.6%増）となりました。  

 利益につきましては、営業利益13,412百万円（前年同期比4.1%増）、経常利益13,902百万円（前年

同期比5.6%増）、当第２四半期純利益8,202百万円（前年同期比0.7%増）となりました。 

  

 

  

２）セグメント別の概況 

当社グループは、事業本部を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、従来と

同様の「水処理薬品事業」および「水処理装置事業」の２つをセグメント情報における報告セグメン

トとしております。 

①水処理薬品事業 

当事業において当社グループは、国内外でグループ内の連携を強化した営業を展開するとともに、

環境負荷低減、生産性向上など顧客の課題を解決する提案営業を推進し、受注確保に努めました。  

 国内における受注高ならびに売上高につきましては、前年同期に比べ、顧客工場の操業度の改善を

主な要因として、主力商品であるボイラ薬品、冷却水薬品、排水処理薬品が増加しました。また、海

外における受注高ならびに売上高は、アジアを中心に各産業の生産活動が回復したことに加え、グル

ープをあげて営業活動を強化したことにより、前年同期に比べ増加しました。  

 この結果、当社グループの水処理薬品事業全体の受注高は29,156百万円（前年同期比8.9%増）、売

上高は28,663百万円（前年同期比7.5%増）、営業利益は5,538百万円（前年同期比30.9％増）となり

ました。 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報
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②水処理装置事業 

当事業において当社グループは、サービス事業に注力することにより収益の確保に努めるととも

に、重点顧客への提案営業および中国を中心とするアジアでの営業活動強化により、受注の拡大に努

めました。 

 電子産業分野では、受注高につきましては、前年同期に比べ、超純水供給事業が横ばいとなりまし

たが、超純水製造装置の受注が海外において増加したほか、メンテナンス・サービスは国内顧客工場

における需要の回復により受注が増加しました。また、売上高につきましては、前年同期に比べ、超

純水製造装置が国内外の工事が進捗したことにより増加し、メンテナンス・サービスも増加しまし

た。 

 一般産業分野では、受注高につきましては、前年同期に比べ、食品・鉄鋼分野からの水処理装置の

受注が減少したほか、土壌浄化の受注も減少しました。売上高につきましては、前年同期に比べ、鉄

鋼向け大型案件が一巡したため水処理装置の売上が減少しました。一方、メンテナンス・サービス

は、前年同期に比べ、やや増加しました。 

 この結果、当社グループの水処理装置事業全体の受注高は60,789百万円（前年同期比0.9%減）、売

上高は59,048百万円（前年同期比3.3%増）、営業利益は7,875百万円（前年同期比8.9％減）となりま

した。 
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当第２四半期末における流動資産は、115,666百万円となり、前期末に比べ6,369百万円増加しまし

た。これは主に売掛金が3,848百万円、有価証券が2,000百万円それぞれ減少した一方で、現金及び預

金が8,872百万円、仕掛品が2,392百万円それぞれ増加したことによるものであります。現金及び預金

の増加は、売掛金の回収が順調であったことと、有価証券扱いとなる譲渡性預金での運用減少による

もの、仕掛品の増加は、水処理装置事業の工事進捗によるものであります。売掛金の減少および有価

証券の減少は、前述のとおりであります。 

 固定資産は、135,662百万円となり、前期末に比べ6,661百万円減少しました。これは主に前期まで

に投資した超純水供給事業用設備等の減価償却費の計上額が設備投資額を上回ったため、有形固定資

産が5,978百万円減少したことによるものであります。 

 流動負債は、34,607百万円となり、前期末に比べ3,985百万円減少しました。これは主に未払法人

税等が1,883百万円、流動負債のその他が2,371百万円それぞれ減少したことによるものであります。

未払法人税等の減少は、主に確定申告納付によるもので、流動負債のその他の減少は、主に確定申告

納付による未払消費税等の減少および諸未払金の減少によるものであります。 

 固定負債は、19,143百万円となり、前期末に比べ55百万円の微増となりました。 

 純資産合計は197,577百万円となり、前期末に比べ3,638百万円増加しました。これは主に当第２四

半期純利益（累計）の計上により利益剰余金が8,202百万円増加した一方で、配当金の支払により利

益剰余金が2,444百万円減少したことおよび保有する投資有価証券の時価下落に伴うその他有価証券

評価差額金の減少などにより評価・換算差額等が2,141百万円減少したことによるものであります。 

  

平成23年３月期の連結業績につきましては、平成22年４月30日発表の「平成22年３月期 決算短

信」に記載しました平成23年３月期の通期の連結業績予想のとおり推移するものと考えております。

 四半期業績の推移は５ページに記載のとおりであります。  

  

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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①四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

ａ.税金費用の計算 

当連結会計年度の税金等調整前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的

に見積り、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。な

お、法人税等調整額は、「法人税等」に含めて表示しております。 

  

四半期業績の推移 

（単位：百万円）

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

  

  

  

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

○参考情報
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3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 25,235 16,363

受取手形 6,296 5,393

売掛金 46,127 49,975

有価証券 26,500 28,500

製品 1,379 1,334

仕掛品 4,992 2,600

原材料及び貯蔵品 1,257 1,186

その他 3,929 4,075

貸倒引当金 △52 △132

流動資産合計 115,666 109,297

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 33,616 35,685

機械及び装置（純額） 52,665 51,659

その他（純額） 24,241 29,154

有形固定資産合計 110,522 116,500

無形固定資産 2,033 2,173

投資その他の資産

その他 23,274 23,854

貸倒引当金 △167 △205

投資その他の資産合計 23,106 23,649

固定資産合計 135,662 142,323

資産合計 251,328 251,620
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 1,704 1,198

買掛金 14,855 15,632

未払法人税等 5,547 7,430

賞与引当金 2,829 2,377

その他の引当金 635 546

その他 9,035 11,406

流動負債合計 34,607 38,592

固定負債

退職給付引当金 9,710 9,465

その他の引当金 434 449

その他 8,998 9,172

固定負債合計 19,143 19,088

負債合計 53,751 57,680

純資産の部

株主資本

資本金 13,450 13,450

資本剰余金 11,426 11,426

利益剰余金 178,475 172,717

自己株式 △4,859 △4,855

株主資本合計 198,493 192,738

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 364 1,989

土地再評価差額金 △764 △764

為替換算調整勘定 △1,890 △1,374

評価・換算差額等合計 △2,290 △149

少数株主持分 1,374 1,350

純資産合計 197,577 193,939

負債純資産合計 251,328 251,620

栗田工業(株)　(6370)　平成23年3月期　第2四半期決算短信

- 7 -



(2) 四半期連結損益計算書

【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

売上高 83,815 87,712

売上原価 53,881 56,486

売上総利益 29,933 31,225

販売費及び一般管理費

役員報酬及び給料手当 6,004 6,406

賞与引当金繰入額 1,332 1,472

研究開発費 1,958 2,023

その他 7,759 7,909

販売費及び一般管理費合計 17,055 17,812

営業利益 12,878 13,412

営業外収益

受取利息 46 55

受取配当金 128 151

持分法による投資利益 131 131

その他 136 317

営業外収益合計 443 656

営業外費用

支払利息 17 14

為替差損 － 57

その他 138 94

営業外費用合計 155 166

経常利益 13,166 13,902

特別利益

契約解除に伴う清算益 679 －

特別利益合計 679 －

特別損失

事業整理損 136 －

特別損失合計 136 －

税金等調整前四半期純利益 13,709 13,902

法人税等 5,514 5,624

少数株主損益調整前四半期純利益 － 8,278

少数株主利益 53 76

四半期純利益 8,142 8,202
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 13,709 13,902

減価償却費 7,468 8,010

引当金の増減額（△は減少） △24 626

売上債権の増減額（△は増加） 9,284 2,977

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,970 △2,563

仕入債務の増減額（△は減少） △3,501 △543

法人税等の支払額 △4,011 △7,365

その他 1,326 △1,334

営業活動によるキャッシュ・フロー 22,280 13,709

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 － △14,996

定期預金の払戻による収入 － 1,055

有価証券の取得による支出 △2,099 △36,000

有価証券の売却及び償還による収入 2,916 38,500

有形固定資産の取得による支出 △15,487 △2,366

有形固定資産の売却による収入 42 19

投資有価証券の取得による支出 △5 △1,706

その他の支出 △995 △289

その他の収入 1,051 151

投資活動によるキャッシュ・フロー △14,579 △15,632

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 40 200

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △214 △234

自己株式の取得による支出 △4 △3

配当金の支払額 △2,182 △2,441

少数株主への配当金の支払額 △78 △11

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,438 △2,489

現金及び現金同等物に係る換算差額 814 △179

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 6,075 △4,592

現金及び現金同等物の期首残高 25,262 20,590

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 60 46

現金及び現金同等物の四半期末残高 31,398 16,044
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当第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日） 

  該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

前第２四半期連結累計期間(自平成21年４月１日 至平成21年９月30日) 

 
(注) １．事業区分の方法  

当社グループの主な事業内容は、水処理に関する薬品類の製造販売と水処理に関する装置・施設類の製造

販売であります。従って、事業区分は製品の系列を考慮し、水処理薬品事業と水処理装置事業の２つに区

分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

水処理薬品事業
(百万円)

水処理装置事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に対する売上高 26,665 57,150 83,815 ─ 83,815

 (2) セグメント間の内部売上 
   高又は振替高

195 42 237 △237 ─

計 26,860 57,192 84,052 △237 83,815

営業利益 4,230 8,647 12,878 0 12,878

事業区分 主要製品

水処理薬品事業

ボイラ水系処理薬品、冷却水系処理薬品、空調関係水処理薬品、石油化学・
紙パルプなどの製造プロセス処理薬品、船舶関連処理薬品、排水処理薬品、
汚泥脱水処理薬品、土木建築関連処理薬品、ダイオキシン処理薬品、重金属
固定剤、薬注装置、イオン交換樹脂、水質試験器、メンテナンス・サービ
ス、水質分析

水処理装置事業

超純水製造装置、医薬用水製造装置、純水装置、復水脱塩装置、ろ過装置、
純水装置・排水処理装置・各種水処理装置の規格型商品、鉄鋼・石油化学・
電力・紙パルプ・医薬品・食品など各種産業の用水・排水処理装置、工業用
高性能液体クロマトグラフィー装置、資源化装置、海水淡水化装置、プール
循環浄化装置、浄水器、超純水供給、メンテナンス・サービス、精密洗浄、
化学洗浄、水処理施設の運転・維持管理、土壌・地下水浄化、家庭用飲料水
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前第２四半期連結累計期間(自平成21年４月１日 至平成21年９月30日) 

 
 (注) １．国又は地域は、地理的近接度によって区分しております。 

 ２．その他の地域はアジア等であります。 

  

前第２四半期連結累計期間(自平成21年４月１日 至平成21年９月30日) 

 
 (注) １．国又は地域は、地理的近接度によって区分しております。  

 ２．各区分に属する主な国又は地域は以下のとおりであります。 

     アジア   ： 韓国、中国、台湾、シンガポール、インドネシア、タイ 

     北アメリカ ： アメリカ 

     ヨーロッパ ： ドイツ 

     その他の地域： ブラジル 

 ３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

【所在地別セグメント情報】

日本
(百万円)

その他の地域
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に対する売上高 77,018 6,796 83,815 ─ 83,815

 (2) セグメント間の内部売上 
   高又は振替高

750 140 891 △891 ─

計 77,769 6,937 84,707 △891 83,815

営業利益 12,160 661 12,821 57 12,878

【海外売上高】

アジア 北アメリカ ヨーロッパ その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 5,243 781 683 1,042 7,751

Ⅱ 連結売上高(百万円) ─ ─ ─ ─ 83,815

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

6.3 0.9 0.8 1.2 9.2
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（追加情報） 

第１四半期連結会計期間から、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成

20年３月21日）を適用しております。 

１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会

が、経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社は、製品・サービス別の事業本部を置き、各事業本部は、取り扱う製品・サービスについて国内および海

外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。また、連結子会社は、各事業本部の統轄のもと、事業

活動を展開しております。 

従って、当社グループは、事業本部を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、従来と同

様の「水処理薬品事業」および「水処理装置事業」の２つを報告セグメントとしております。 

「水処理薬品事業」は、水処理に関する薬品類および付帯機器の製造販売ならびにメンテナンス・サービスの

提供を行っております。「水処理装置事業」は、水処理に関する装置・施設類の製造販売、超純水供給・化学洗

浄・精密洗浄および土壌・地下水浄化ならびに水処理施設の運転・維持管理等のメンテナンス・サービスの提供を

行っております。 

２．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

（単位：百万円）

 
 (注) １．調整額は、セグメント間取引消去額であります。 

２．セグメント利益欄は、営業利益の数値であります。 

  

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

【セグメント情報】

当第２四半期連結累計期間(自平成22年４月１日 至平成22年９月30日)

報告セグメント
調整額 

(注)１

四半期連結
損益計算書 
計上額

(注)２
水処理薬品

事業
水処理装置

事業
計

売上高

 外部顧客への売上高 28,663 59,048 87,712 ─ 87,712

 セグメント間の内部売上高 
 又は振替高

187 85 272 △272 ─

計 28,850 59,133 87,984 △272 87,712

セグメント利益 5,538 7,875 13,413 △0 13,412
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4. 補足情報 

(1)受注高 

 
  

(2)売上高 

 
  

(3)設備投資額（有形固定資産） 

 
  

(4)減価償却費（有形固定資産） 

 
  

  

  

セグメントの名称

前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間
（自平成21年４月１日
至平成21年９月30日）

（自平成22年４月１日 
至平成22年９月30日）

金額 構成比 金額 構成比

  水処理薬品事業（百万円） 26,775 30.4% 29,156 32.4%

  水処理装置事業（百万円） 61,325 69.6 60,789 67.6

合計（百万円） 88,101 100.0 89,946 100.0

セグメントの名称

前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間
（自平成21年４月１日
至平成21年９月30日）

（自平成22年４月１日 
至平成22年９月30日）

金額 構成比 金額 構成比

  水処理薬品事業（百万円） 26,665 31.8% 28,663 32.7%

  水処理装置事業（百万円） 57,150 68.2 59,048 67.3

合計（百万円） 83,815 100.0 87,712 100.0

セグメントの名称

前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間
（自平成21年４月１日
至平成21年９月30日）

（自平成22年４月１日 
至平成22年９月30日）

金額 構成比 金額 構成比

  水処理薬品事業（百万円） 403 10.2% 436 25.9%

  水処理装置事業（百万円） 3,554 89.8 1,247 74.1

合計（百万円） 3,958 100.0 1,683 100.0

セグメントの名称

前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間
（自平成21年４月１日
至平成21年９月30日）

（自平成22年４月１日 
至平成22年９月30日）

金額 構成比 金額 構成比

  水処理薬品事業（百万円） 630 8.8% 583 7.6%

  水処理装置事業（百万円） 6,510 91.2 7,087 92.4

合計（百万円） 7,141 100.0 7,670 100.0
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