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社長インタビュー
クリタグループの戦略

2020年3月期の経営環境と実績はどのようなものでしたか？

MVP-22計画では、CSRを経営の
中核に据え、社会との共通価値の
創造に取り組んでいます。

　2020年3月期の経営環境は、米中貿易摩擦の長期化や英国の

EU離脱をめぐる混乱により中国や欧州の経済が減速したことに

加え、期末にかけて新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受

け、景気は急速に悪化しました。国内経済も消費税率引き上げ

や輸出の低迷から期の後半は製造業の生産活動が弱い動きとな

りました。クリタグループの主要な市場である電子産業分野に

おいても、スマートフォン販売の停滞や半導体市況の低迷により、

日本、中国、韓国において設備投資延期の動きが見られました。

　このような環境下、業績面では増益を維持することができま

した。受注高につきましては、前期に買収し子会社となった米国

のU.S.ウォーター・サービス, Inc.ならびに、RO膜（逆浸透膜）向

けの薬品・サービスを提供する米国のアビスタ・テクノロジーズ, 

Inc.および英国のアビスタ・テクノロジーズ（UK）Ltd.の新規連結

という増加要因があった一方で、水処理装置事業において大型

案件の減少があったため、微増にとどまりました。売上高も、新

規連結の効果により全体では増収となったものの、この影響を

除くと減収となりました。減収の要因としては、前期に比べ円高・

外国通貨安が進んだことにより海外子会社売上高の円換算額の

目減りが生じたこと、水処理薬品事業において低採算品の合理

化を進めたこと、電子産業向けの水処理装置の売上高が需要の
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※ 事業利益は、売上高から売上原価ならびに販売費及び一般管理費を控除した恒常的な事業の業績を測る当社グループ独自の指標です。
IFRSで定義されている指標ではありませんが、財務情報をご利用いただく際に有用であると考え、自主的に開示しています。

（億円）

中期経営計画「MVP-22（Maximize Value Proposition 2022）」の
2年目における施策の進捗をどのように評価していますか？

幅広い業種で採用が拡大

紙パルプ

鉄鋼

石油化学

その他

電子

自動車

食品・飲料・医薬

2020年3月期事業利益の増減要因（前期比）

ソリューションモデル受注高実績

新規連結を除く海外水処
理薬品や国内外電子産業
向け水処理装置の減収

新規連結影響

2019年
3月期

2020年
3月期

減収影響 原価率改善 販管費減少

国内外水処理薬品の原価
率改善および水処理装置
の追加原価の減少

2020年3月期
受注高

19億円

低迷により国内外で減少したことが主なものでした。

　このように受注高と売上高が想定を下回る中でも、事業利益※

の増益を確保できたのは、原価率の改善によるものです。原価

率の改善に寄与したものとしては、水処理薬品事業における商

　MVP-22計画では、CSRを経営の中核に据え、社会との共通価

値の創造に取り組んでいます。当社グループの競争力の源泉が

「顧客親密性」にあることを明確化し、仕事の品質とスピードを

飛躍的に高めたビジネスプロセスを実行することで、社会的な

課題の解決に貢献するとともに、お客様に新たな価値を提供す

ることを目指しています。

　この新たな価値の提供のための施策の中心となるのが、CSV

ビジネスと総合ソリューションの展開です。当社グループにおい

ては、環境負荷低減効果が高く収益性の改善にも資する商品・

技術・ビジネスモデルをCSVビジネスと定義し、その拡大に努め

ています。2020年3月期においては、CSVビジネスの選定から

実績管理までの仕組みを構築するとともに、受注高実績も、

2023年3月期の目標をすでに上回りました。

　総合ソリューションの展開については、マーケティング・営業・

技術・開発が一体となり市場別のワーキンググループを組成しソ

リューションモデルの創出を推進しました。ソリューションモデル

は、製品・技術・サービスと契約を包含するもので、幅広いお客

品構成の改善、グローバルな調達の見直しによるコストダウン、

水処理装置事業における一過性の追加原価の減少を挙げること

ができます。また、その他の収支も大幅に改善したことにより、

営業利益も増益となりました。

様に水平展開が可能です。2020年3月期には、製紙工程におい

て水処理薬品とIT・センシング技術を組み合わせ工場内の水質

改善と生産性向上を実現するモデルをはじめ、6つのモデルを完

成させました。また、総合ソリューションを推進する体制として、

国内営業において製品別・事業別だった組織を一つの営業本部
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地域別のM&Aと施策

Project Acorn　8つのタスクフォース

北米

社名 クリタ・アメリカ Inc. アビスタ・テクノロジーズ, Inc.
クリタ・フラクタ・ホールディングス, 

Inc.
ペンタゴン・テクノロジーズ・

グループ, Inc.

沿革

1996年
2017年
2019年
2020年

クリタ・アメリカ Inc.設立
フレモント・インダストリーズ買収
U.S.ウォーター・サービス買収
合併

2019年　買収 2018年　出資、連結子会社化 2019年　出資、持分法適用関連会社
2020年　追加出資、連結子会社化

事業内容 水処理薬品、水処理装置、メンテナンス RO膜薬品 ソフトウエア・サービス 精密洗浄

現状と
施策

統合を完了し、効率化による収益性改善と
総合ソリューション展開を目指す。

クリタグループの資源活用による 
グローバル市場展開を目指す。

AI活用による水処理サービス高度化
への貢献を目指す。

電子産業分野における競争力の強化
を目指す。

欧州 アジア

社名 クリタ・ヨーロッパGmbH アビスタ・テクノロジーズ（UK） Ltd. （株）韓水

沿革
2015年
2017年
2018年

買収
紙パルプ向け薬品生産拠点取得
アルミナ化合物事業売却

2019年　買収 1974年　出資、持分法適用関連会社
2017年　追加出資、連結子会社化

事業内容 水処理薬品 RO膜薬品 水処理薬品

現状と
施策

効率化を進め収益性は改善。中東地域での
事業拡大を目指す。 欧州新市場の開拓を目指す。 買収後収益性は改善。韓国内におけ

るシェア向上を目指す。

ＲＯグローバル
商品

IT統合

研究開発サプライチェーン
最適化

ラボサービスブランド・
マーケティング戦略

技術支援セールス戦略

に統合し、市場別・地域別の体制としました。さらに、これまで

営業拠点が別々に分かれていた水処理薬品とメンテナンス・

サービスの提供を一体で行う新会社「クリタ北関東株式会社」を

設立しました。これらビジネスモデルの創出と組織体制の変更

ではさまざまな施策が進捗し、変革の手応えを感じています。

　新たなビジネスモデルの創出とならんで重要なテーマである

海外事業の拡大と収益性改善にも取り組みました。北米におけ

る総合ソリューション提供に向けた事業基盤整備のために 

U.S.ウォーター・サービス, Inc.と、既存の米国子会社であるクリ

タ・アメリカInc.、フレモント・インダストリーズ, LLC.他1社を合併

し、2020年4月より統合新会社であるクリタ・アメリカ Inc.が事

業を開始しました。また、アビスタ・テクノロジーズ社の買収に

より、RO膜薬品の市場で高い競争力を持つ技術とRO膜管理

サービスの事業モデルを獲得しました。

　2020年1月には、当社グループのRO膜薬品に関わる商品・

技術をはじめとする経営資源を結集したプロジェクト「Project 

Acorn」を始動させました。グローバルなシナジーを活かすこ

とで、当社グループのRO膜薬品関連事業の規模を現状の80億

円から2023年3月期には100億円に拡大することを目指して

います。さらに、海外の電子産業分野における競争力強化に向

けて、2020年4月に米国で精密洗浄事業を展開するペンタゴン・

テクノロジーズ・グループ, Inc.を子会社化しました。今後、当

社グループの利益成長への貢献を期待しています。

　収益性改善に欠かせないコスト管理体制の強化に向けて、

プラント生産体制の再構築にも継続して取り組みました。設計

自動化システムの構築を進めたことで、設計段階でのエラーが

削減されました。調達面では、グローバル・サプライチェーン

の確立に向けたグローバル・サプライ・チーム（GST）の活動が

利益に貢献するまでになりました。また、生産体制における技

術者マップの整備により、生産に関わる人材の育成・活用も進

んでいます。

　グループ経営を支える取り組みとして、グループガバナンス

の強化にも取り組みました。社長直轄の組織である監査室が

中心となり、国内外の関係会社において経営管理モニタリング

を開始し、グループ業務方針に基づくルールの整備と運用の実

態把握を行いました。また、国内関係会社においては、取締役

会の実効性向上を通じたガバナンスの強化に向けて、各社の取

締役会の現状把握を行い、今後の実効性向上に向けた課題と

施策を設定しました。このほか、当社においては、後継者育成

会議における社長および取締役後継者候補の選定プロセスの

改善や政策保有株式の縮減を進めました。
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コロナ後の世界でクリタが目指す姿はどのようなものですか？

MVP-22計画3年目となる2021年3月期の施策はどのようなものですか？

　新型コロナウイルスの感染拡大により、世界各国において都

市封鎖や移動制限などの措置が講じられ、経済活動と企業活動

は大きく制限されてきました。感染の発生からわずか数ヵ月の

間に、社会や産業における価値の優先順位が大きく変わりました。

企業においては事業継続計画（BCP）が最重要な課題となり、フィ

ジカルからリモートへ、リアルからバーチャルへという流れから、

社会と産業のデジタル化が加速すると思われます。

　昨年も私は、社会と産業のデジタル化により水処理市場に大

きな機会が生まれる一方、当社グループがイノベーションの流

れに乗り遅れれば、既存のビジネスモデルが陳腐化し通用しな

くなることで市場から駆逐されるリスクがあるとお話ししました。

この度のコロナ禍により、この機会とリスクが変化したというよ

りも、より早く顕在化したものと捉えています。経営の各プロセ

スにおいてデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進するこ

とにより、水処理の総合ソリューションが社会的な価値を創造す

る機会となる反面、ここで後れを取れば、既存の競合のみなら

ず新規参入の異業種企業にも市場を奪われるリスクとなるとい

うことです。

　一方、社会的な要請に応えることで社会との共通価値の創造

を目指す当社グループにとって、コロナ後の世界においてお客

様のBCPに貢献することは、存在意義を示す機会ともなります。

クリタグループ各社は、感染拡大の最中も世界中で商品・サービ

スの提供を継続してきました。当社グループが自身の事業継続

に努めることで、お客様の操業に支障をきたすことなく、社会と

産業の機能維持に貢献できると考えています。

　ビジネスプロセスの面からは、デジタル化の進展により、現場

での水採取と持ち帰り分析のようなフィジカルなサービスは代

替可能なため価値が低下すると思われます。同時に、リモート

での設計のプレゼンテーションやセンサー・ソフトウエアを用い

たサービスは価値が高まるでしょう。しかし一方で、BCPに関わ

　まず、CSVビジネスの推進と総合ソリューションの展開を加速

します。社会課題に対する感度を高めると同時にお客様の事業

を深く知ることにより新たなソリューションモデルを生み出し、

市場への展開を図ります。高収益のソリューションモデルの実績

を積み上げることで、収益性の向上を図っていきます。

る緊急対応や現場力の強化に欠かせない教育におけるフィジカ

ルの価値も高まるものと思われます。改めてフィジカルならで

はの提供価値を見直し、これにリモートによる提供価値を組み

合わせることで、ビジネスプロセスとビジネスモデルを一気に変

容させる機会が生まれたと捉えています。コロナ禍を奇貨とし、

既成概念を壊して事業を変容させることで、新常態における社

会と産業に必要不可欠な存在になることを目指していきたいと

思います。

　二つ目に、ビジネスプロセスの変容を進めます。2020年4月、

DX推進に向けデジタル戦略本部を新設し、当社グループのIT関

連部署を統合しました。超純水供給の現場から得られるビッグ

データや米国子会社のフラクタが保有するAI技術とノウハウを活

用し、新たな価値の創出につなげていきます。また、プラント生
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Q最後にステークホルダーの皆様へのメッセージをお願いします。

産においても、さらなる設計の自動化やデジタル・ツイン・シミュ

レーターの導入を進め、お客様に提供する価値の向上を図って

いきます。

　2020年3月期において、当社は国内の研究開発拠点であるク

リタ開発センターの移転を決定しましたが、2022年4月開設予

定の新開発センターにおいては、開発のプロセスも変容させて

いきます。仮説と実験を重んじる現場主義は変わらないものの、

実験と思考に使う時間を最大限に確保するため、開発センターは

主として実験を行う場となるようテレワークの活用を進めます。

このために、新開発センターでは、実験の遠隔監視、バーチャル

技術プレゼンテーションなどを実現するITインフラの導入を検討

　この度のコロナ禍は社会の価値観や要請の優先順位にさまざ

まな変化をもたらしましたが、水と環境に関わる課題にソリューショ

ンを提供することを通じて社会と産業の発展に貢献することがク

リタグループの存在意義であることに変わりはありません。当社

グループは、株主・投資家の皆様からお預かりした資金を、高い

収益性が見込める超純水供給事業や新たなソリューションモデル

をはじめとした成長事業に優先的に振り向けたいと考えています。

　経営環境としては先行きが不透明な状況ではありますが、当

社グループのキャッシュ・フローの創出能力は維持可能と考えま

しています。

　三つ目としては、海外事業における収益性の向上に取り組み

ます。これまでM&Aにより獲得した事業基盤や技術を活用し、

グローバルとローカルの両方の視点から収益性の向上を図りま

す。グローバルな展開としては、アビスタ・テクノロジーズ社を

中心として、RO膜薬品と関連サービスの市場展開を強化してい

きます。また、ローカルな取り組みとして、米国における子会社

統合の効果を早期に顕在化させるほか、各地域のニーズを反映

した水処理薬品の技術開発も行っていきます。さらに、東アジア

ではEPC案件を起点に膜洗浄や樹脂再生を包含したリカーリン

グビジネスの拡大を図っていきます。

すので、増配の継続に努めるという当社の配当方針に変わりは

ありません。また、手元資金と資金需要のバランスならびに株価

の状況も勘案しながら自己株式の取得も検討していきます。

　厳しい経営環境にも耐えうる確固たる収益基盤の確立に向け、

事業の変容に取り組む当社グループに引き続きご理解とご支援

を賜りたく、よろしくお願いいたします。　　　　

2020年7月

代表取締役社長　門田 道也
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財務戦略
クリタグループの戦略

バランス・シートの変化
　クリタグループは、長きにわたり実質的に無借金のバランス・

シートを維持してきました。株主の皆様からお預かりした資金は

投資の規律を守りながら積極的に成長投資に振り向ける方針で

すが、当社グループはキャッシュの創出力が高い事業を複数保有

するため、資本的支出のみならず運転資金までも株主資本で賄

う状態が続きました。2015年1月の欧州水処理薬品事業の買収

以降は、海外におけるM&Aに積極的に資金を投じると同時に、

事業用資産を自ら保有するビジネスモデルである超純水供給事

業への投資も活発に行ってきました。これらの旺盛な資金需要

に応えるため、自己資金の積極的な投入に加え2020年3月期に

はコミットメントラインの実行による借入を行いました。2020年

3月末の現金及び現金同等物は、当社グループの事業の性質と有

事における事業継続の観点から適正な水準にあると考えています。

主な投資実績
　2020年3月期における主な投資活動としては、超純水供給事

業用資産への投資をはじめとした有形固定資産の取得、米国と

英国におけるRO膜薬品関連事業の買収、米国において精密洗

浄事業を行うペンタゴン・テクノロジーズ・グループ, Inc.の株式

取得などに資金を支出しました。ペンタゴン・テクノロジーズ・グ

ループ, Inc.については、2020年4月に株式を追加取得したこと

により株式の持分割合は51%となり、同社を当社の連結子会社と

しています。また、2020年3月期には将来の技術的な競争力の

維持・向上を目指して新たな研究開発拠点の開設を決定し、

2022年に現開発拠点からの機能移転を予定しています。新たな

拠点の建設費用約300億円は、自己資金と負債による調達を予

定しています。　

今後の方向性
　積極的な投資と同時に資産の圧縮による資本の効率化と資

金の創出も図っていきます。なかでも、政策保有株式の圧縮に

よる資金の創出については、2020年3月期において売却した持

ち合い株は2銘柄にとどまりましたが、売却の実施可能性と売

却タイミングを見極めながら、保有株式圧縮の努力を継続して

いきます。

配当政策
　株主還元につきましては、5年通算の配当性向30～50%を目

安に可能な限り増配の継続に努めるという配当方針のもと、

2020年3月期の剰余金の配当により16期連続の増配となりまし

た。新型コロナウイルスの感染の収束については不確実性が高

いものの、当社の配当方針に変更はなく、今後も増配の継続に

努めていきます。

執行役員　
経営管理本部　
副本部長

城出 秀司

資金の源泉 資金の使途

675億円 675億円

借入等（ネット）
現預金の増加

その他

固定資産投資
（ネット）

事業買収・出資

配当金の支払額

政策保有株の
売却・買入（ネット）

営業キャッシュ・
フロー

成長事業への積極投資と資金の源泉の多様化
（2020年3月期）  1株当たり配当金（円）　  配当性向（％）

1株当たり配当金・配当性向
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既成概念を壊し、仕事の品質とスピードを飛躍的に高め、
顧客親密性を最大化する。

重点施策

MVP-22計画の経営目標と2年目の実績

基本方針

重点施策ごとの取り組み

CSVビジネスの展開
自然環境、産業、人々の生活に貢献する独創性の高い
技術・商品・サービスで収益を拡大する。

総合ソリューションの拡充
薬品、装置、メンテナンスの技術・商品・サービスを
駆使した総合ソリューションを顧客に迅速に展開する。

プラント生産体制の再構築
生産体制・プロセスを抜本的に見直し、
生産活動の品質とスピードを飛躍的に高める。

新事業の創出とイノベーション推進
既存の事業領域を拡大・拡充するとともに、
新たな収益の柱となる事業領域を創出する。

研究開発の基盤強化と推進
技術立社としての強固な基盤を構築し、
先進的な研究開発を推進する。

グループガバナンスの体制整備
グループ各社における内部統制の実効性を向上する。

中期経営計画「MVP-22（Maximize Value Proposition 2022）」
（2018年4月1日～2023年3月31日）

クリタグループの戦略

収益性と資本効率を重視

重点施策

1

重点施策

2

重点施策

3

重点施策

4

重点施策

5

重点施策

6

売上高年平均オーガニック成長率

目標  3%以上

売上高事業利益率

目標  15%

2020年3月期実績：10.1%

投下資本利益率（ROIC）による
事業セグメント管理の導入

事業セグメントごとに
資本効率の向上を目指す

目標

親会社所有者帰属持分当期利益率
（ROE）

目標  10%以上

2020年3月期実績：7.6%
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2020年3月期の取り組みと成果 2021年3月期の施策

   CSVビジネスの受注目標と提供価値目標の達成
ならびに目標の再設定

   CSVビジネスの選定対象をグループ各社の
独自商品まで拡大

  CSVビジネスの継続的見直し

  CSVビジネスの収益性を把握する仕組みの構築と
新たな経営管理指標としての具体化

   顧客価値を創出するソリューションモデルが新たに6件完成

   総合ソリューション展開の基盤構築のため
栗田工業の国内営業機能を統合

   水処理薬品とメンテナンス・サービス事業を展開する
新会社「クリタ北関東」を設立

  新たな顧客価値を提供できるソリューションモデルの創出

  グローバル市場および国内市場における
プロモーション活動の推進による市場展開の加速

   AI活用による設計や施工の変革に向けた構想を立案

   設計・工事の契約・技術上のリスク抽出

   SSM※の実効性向上と運用の強化　
※ Stress-Strength Model：不適合情報を集約、知識化するシステム

  UX推進部門を新設

  AIの活用による設計の自動化とデジタル・ツイン・シミュレーターの構築

  HRテック※による人材・チーム配置の最適化
※ 採用・育成・配置などの幅広い人事業務において、ビッグデータ解析
や人工知能（AI）、クラウドなどの最先端のIT関連技術を活用すること

   アビスタ・テクノロジーズ社を買収し、
RO膜薬品市場の分野で高い競争力を獲得

  フラクタ社と協働によるAIを中核技術とした
ビジネスのデジタル化

   技術基盤となる流体解析力やプロセスシミュレーション技術、
極微量水質分析力などを強化

   廃棄物削減や省人管理を実現する汚泥処理設備の
先進運転支援システムや廃棄物のバイオガス転換技術を開発

   放射性物質吸着剤や高機能水処理薬品など、独自の先進的機能材を開発

  IoT／AI技術のベースとなる水処理現象の数理モデル化
の推進と、それらを活用した先進的水処理システムの開発

  アビスタ・テクノロジーズ社など、当社グループのRO膜
処理技術力を結集したROソリューション技術の増強

   「クリタグループ業務方針」に基づくルール整備と運用の
実態把握に向けた「経営管理モニタリング」を開始

   国内グループの取締役会の実効性向上に向けた
現状の課題把握と施策の設定

  「経営管理モニタリング」の定着化

  グループ各社の特性や状況を踏まえた
ルール整備と運用の実効性向上策を展開

  国内グループの取締役会の実効性向上を展開

重点施策ごとの取り組み
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CSRの取り組み
クリタグループの戦略

　クリタグループは、中期経営計画「MVP-22」において、これま

で行ってきたCSR活動をあらためて体系化し、経営の中核に据え、

取り組みを強化しています。これは、今後、事業機会を創出し

競争優位性を確保するためには、持続可能な開発目標（SDGs）

やESG投資をはじめとする世界的な潮流に対応することが必要

不可欠であると判断したためです。

クリタグループのCSRフレームワーク

実績 情報開示 ステークホルダー
エンゲージメント 検証・改善

個別活動 活動組織 業務方針

企業理念の再確認

CSRの定義と取り組む目的の整理

重点的に取り組むテーマ（マテリアリティ）の検討

CSRに関する方針
水と環境の問題にソリューションを提供し、未来への責任を果たす

重点的に取り組むテーマ
基礎テーマ 成長機会テーマ

1.安全性の高いサービス・製品を提供する
2.公正に事業を行う
3.人権を尊重する

4.水資源の問題を解決する
5.持続可能なエネルギー利用を実現する
6.廃棄物を削減する
7.産業の生産技術を進歩させる

クリタグループは、企業理念の実現と同時に持続的な成長を達成するため、経営戦略の中核にCSRを位置付け、CSRの取
り組みを強化しています。

 クリタグループは、「CSRに関する方針」に定めるテーマをマ

テリアリティとし、①企業統治、②製品・サービス責任、③公正

な事業慣行、④人権尊重、⑤適正な労働慣行、⑥環境改善、⑦

社会貢献、の分野に関する諸活動にグループで一体的に取り組

んでいます。これらの活動を統合して推進する責任者は当社の

代表取締役専務であるE&S委員会委員長とし、個別活動にはそ

れぞれ当社の取締役または執行役員である管理責任者を置い

ています。

推進体制

当社の取締役会

E&S委員会
委員長：当社の代表取締役専務

事務局
当社の経営管理本部

リスクマネジメント部および広報・CSR部

▶ 品質マネジメント
▶ コンプライアンス活動
▶ 人権啓発活動
▶ ダイバーシティ推進
▶ ワークライフバランス、健康管理
▶ 労働災害防止、安全啓発活動
▶ 環境改善活動
▶ 取引先へのCSR要請
▶ 社会貢献活動

▶ 個別活動を統合して推進

▶ 情報開示等

報告 報告

当社の各本部
各グループ会社

個別活動管理責任者
当社の取締役または執行役員

各種委員会または当社の担当部署
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　「CSRに関する方針」は、クリタグループの価値毀損を防止する

「基礎テーマ」と、社会との共通価値創造につながる「成長機会

テーマ」の2つのテーマから成り、各テーマで「2030年における

あるべき姿」または「取り組み姿勢」を定めています。

　この方針は、E&S委員会におけるマテリアリティの検討後、取

締役会での確認を経て制定されました。マテリアリティは、GRIス

タンダード、OECDの多国籍企業行動指針、UNGC、SDGsなどを

参照し、計30のサステナビリティに関するテーマ群を特定した上

で、①ステークホルダーからクリタグループへの期待、②クリタ

グループが社会に与える影響、の2つの側面から設定しています。

CSRに関する方針

※1 2019年3月期の設定時における目標「『安全性向上』と『法改正対応』に該当する商品開発テーマの件数割合」について、安全性向上や法改正対応のニーズは時勢により
変動するため、より有効な取り組みとなるよう見直しを行いました。見直し理由は20ページをご参照ください。

※2 2019年3月期の設定時における目標「強度率」は、定義や算出方法が国により異なることから、グループで取り組み可能な目標に変更しました。見直し理由は20ページ
をご参照ください。

※3 顧客における環境負荷低減に貢献する「CSVビジネス」に選定された商品・技術・ビジネスモデルが増加したこと、CSVビジネスの顧客への提供が順調に進捗しているこ
とから、見直しを行いました。見直し理由は20ページをご参照ください。

重点的に取り組むテーマ 2030年における 
あるべき姿、取り組み姿勢 2023年3月期の目標

基
礎
テ
ー
マ

1. 安全性の高いサービス・製品を提供する 安全、健康、環境に配慮したサービス・製
品を開発、提供し、社会からの信頼を維持
する。

①新規開発品の安全性評価実施率※1 100%

②「製品・サービス」に直接関わる従
業員の定期安全教育受講率 100%

2. 公正に事業を行う 自由競争に基づく公正で透明な取引を維
持する。また、政治、行政との健全かつ正
常な関係を維持する。

役員・従業員のコンプライアンスに関
する教育受講率 100%

3. 人権を尊重する 人権に関する国際規範を支持・尊重し、
国連が定めた「ビジネスと人権に関する指
導原則」に基づき、人権尊重の取り組みを
推進する。

①役員・従業員への人権に関する教育
実施率 100%

②現場作業に関する安全教育受講率※2 100%

成
長
機
会
テ
ー
マ

4. 水資源の問題を解決する すべての人々の生活と、産業の発展に必
要な水を、節水・浄化・再利用技術により
確保し、それぞれに最適な水質・水量で
提供する。

顧客節水貢献量－自社取水量 240百万m3 ※3

5. 持続可能なエネルギー利用を実現する 生活、産業におけるエネルギーの使用を
最適化するとともに、エネルギーを創る技
術を広く社会に普及させる。

顧客排出CO2削減貢献量－自社排出
CO2量 10千t※3 

6. 廃棄物を削減する 廃棄物を資源として活用する技術、廃棄物
の発生量を抑制する技術を普及させ、廃棄
物ゼロを目指す 。

顧客排出産廃削減貢献量－自社排出
産廃量 300千t※3 

7. 産業の生産技術を進歩させる 水のビッグデータを駆使し、産業の生産
効率と製品品質のイノベーションに貢献
する。

「生産プロセスの改善・改良への貢献」
に該当する商品開発テーマの件数割合 35%

水と環境の問題にソリューションを提供し、未来への責任を果たす

E&S（Environmental & Social）委員会
 E&S委員会はCSRの取り組みを統括し、事業競争力のさらなる
向上とリスク対応力の強化によりクリタグループの競争優位性を高
めていくことを目的として活動しています。
　具体的には、「CSRに関する方針」の各テーマに関連する個別活

動の目標と経営管理指標をCSR中期計画として定め、目標に対す
る進捗を確認するとともに課題の抽出と改善を行っています。併せ
てクリタグループに対するステークホルダーの期待と課題を確認し、
CSRの取り組みを検証しています。
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EcoVadis

ISS-ESG

外部評価 （2020年7月現在）

CSRの取り組み
クリタグループの戦略

※ 栗田工業株式会社がMSCIインデックスに含まれること、および本ページにおけるMSCIのロゴ、商標、サービスマークまたはインデックス名の使用は、MSCIまたはその関
連会社による栗田工業株式会社への後援、保証、販促には該当しません。

 MSCIの独占的所有権：MSCI、MSCIインデックス名およびロゴは、MSCIまたはその関連会社の商標もしくはサービスマークです。

FTSE4Good 
Index Series

MSCI日本株
女性活躍指数（WIN）

SOMPO
サステナビリティ・
インデックス

FTSE Blossom 
Japan Index

MSCI ACWI ESG Leaders Index
MSCI World ESG Leaders Index

ESGインデックスへの組み入れ CSR格付け機関からの評価

サプライヤー評価機関からの評価

重点的に取り組むテーマ
目標

実績 評価2023年3月期
（計画当初）

2020年
3月期

１．安全性の高い 
     サービス・製品を提供する

①「安全性向上」と「法改正対応」に該当する商
品開発テーマの件数割合※1 15% 目標変更※1

②「製品・サービス」に直接関わる従業員の定
期安全教育受講率 100% 100% 100% 〇

２．公正に事業を行う eラーニング対象者の受講修了率 100% 100% 100% 〇

３．人権を尊重する
①役員・従業員への人権に関する教育実施率 100% 100% 100% 〇
②強度率※2 0.005 目標変更※2

４．水資源の問題を解決する 顧客節水貢献量－自社取水量 50百万㎥ 77百万m3 52百万m3 △

５．持続可能なエネルギー利用を実現する 顧客排出CO2削減貢献量－自社排出CO2量 0千t -43千t 43千t 〇

６．廃棄物を削減する 顧客排出産廃削減貢献量－自社排出産廃量 100千t 292千t 152千t △

７．産業の生産技術を進歩させる 「生産プロセスの改善・改良への貢献」に該当す
る商品開発テーマの件数割合 35% 30% 37％ 〇

2020年3月期の目標達成状況

※1 安全性向上や法改正対応のニーズは時勢により変動するため、より有効な取り組みとなるよう2020年3月期に見直しを行い、目標を「新規開発品の安全性評価実施率」
に改定し、2019年10月から目標達成に向けた取り組みを行っています。なお、目標改定後における2020年3月期の安全性評価実施率は100％です。見直し後の2023
年3月期目標は19ページをご参照ください。

※2 定義や算出方法が国により異なることから2020年3月期に見直しを行い、目標を「現場作業に関する安全教育受講率」に改定し、2020年4月から目標達成に向けた取り
組みを行っています。見直し後の2023年3月期目標は19ページをご参照ください。

　クリタグループは、成長機会テーマにおいて「顧客での負荷低減
量－自社での負荷量」という独自のKPIを設定しています。事業を通
じた環境負荷低減が、事業に伴って発生する環境負荷を補い、さら
に上回ることを目指し、それぞれの実績値を継続して把握していき
ます。なお、テーマ5の自社排出CO2量には、現在GHGプロトコル
の定義ではScope3に該当するデータが含まれていますが、CSR活
動とKPIの継続性を踏まえ、CSR中期計画の期間中である2023年3

月期までは現状のままとします。
　また、2018年にGRIスタンダードが一部改訂され、当社の超純水
供給事業における超純水供給量が「排水（他組織での使用のための
送水）」と定義されました。超純水供給事業では、お客様から支給さ
れた水を当社の設備で超純水とした後お客様の生産工場へ送り、使

用後の超純水は当社の設備で回収・処理し超純水として再利用して
います。供給する超純水がそのまま工場外に排出されることはなく、
そのため当社は現在、超純水供給量を排水量の集計対象外として
います。2021年1月以降の開示データから超純水供給量を集計対
象とすることで、クリタグループはデータ上、大量の水を使用する企
業となります。
　クリタグループは、GHGプロトコルやGRIスタンダードに沿った目
標やデータの開示を引き続き拡充していきます。国際的な基準に沿っ
たKPIと、「顧客での負荷低減量－自社での負荷量」というクリタグ
ループ独自の価値創造を表すKPIの2つを活用することで、事業を通
じた環境改善とサプライチェーン全体における環境負荷低減の両立
に取り組んでいきます。

クリタグループ独自のKPI：顧客での負荷低減量－自社での負荷量
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CSR活動トピックス

　クリタグループは従来に比べ節水・CO2排出削減・廃棄物

削減に大きく貢献する商品、技術、ビジネスモデルを「CSVビジ

ネス」として定めており、これらの開発とお客様への提供を通

じて社会との共通価値創造を推進しています。なお、「CSVビ

ジネスの展開」はMVP-22計画の重点施策の一つとなっており、

経営管理指標（KPI）を設定して経営計画と連動した取り組み

を行っています。CSVビジネスを推進するため「社会課題起点

の開発」や「表彰制度の導入」などの施策を実施しています。

CSVビジネスの推進

気候変動問題への対応をTCFDの提言に基づいて推進

　クリタグループは、気候変動問題を世界共通で取り組むべ

き喫緊の課題と捉えており、事業活動に伴って発生する温室

効果ガスを継続的に削減するとともに、事業を通したお客様

での温室効果ガス削減に貢献しています。今後もグループの

持続的成長を実現するため、クリタグループはTCFD※の提言

に賛同し、本提言に基づき取り組みと情報開示を推進してい

きます。
※ 気候関連財務情報開示タスクフォース

 （Task Force on Climate-related Financial Disclosures）

「Water Resilience Coalition」に参加

　当社は「Water Resilience Coalition（WRC）」に設立会員と

して参加しています。WRCは、国連グローバル･コンパクト

のイニシアチブの一つであるThe CEO Water Mandateが新

たに設立した団体で、世界各地域の水ストレス下にある流域

において産業界主導で水資源の保全・回復に取り組むもの

です。クリタグループは、WRCへの参加を通じ、さまざまな

企業や団体とともに世界の水資源の保全・回復に取り組み、

SDGs（持続可能な開発目標）の達成と企業理念の実現を目

指していきます。

　また、当社は国連グローバル･コンパクトに参加するとと

もに、The CEO Water Mandateに署名しています。

解決への貢献
社外評価

KPI
管理

表彰

実績

経営会議

選定 CSV
ビジネス

クリタグループ

総合ソリューション

アライアンス

新商品

社内外表彰案件

社会課題

自社内環境負荷低減

顧客環境改善

収益向上

水 CO2
廃棄
物

共通
価値

❶ 従来／競合技術への優位性
❷ 新市場／新規技術
❸ SDGs行動計画への貢献 E&S委員会
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