
ビジネスフローにおける機会とリスク
クリタグループのビジネス

クリタグループのビジネスフロー

技術　　　　　　　　　　・設計マーケティング 研究開発 営業・受注

ポストコロナの国内市場戦略
　この度のコロナ禍に起因するさまざまな制約は、伸び悩む国内の水処理市場にも変化をもたらしま
した。お客様においては、生産性向上ニーズに加え、BCPまでも視野に入れた自動化、省人化、遠隔監
視へのニーズが一気に高まり、IoT、AI、センシングといったデジタルツールの導入が加速すると期待さ
れます。また、総合的なサービス契約型のソリューション提案も新たな市場を創出する機会が追い風と
なり拡大できると考えます。一方、従来の現場水採取と持ち帰り分析のような現場対応型のサービスは
価値の低下に伴い自動監視などのデジタル化されたサービスに置き換わっていくでしょう。これまでも
最適なソリューション提案のためには、お客様が抱える真の課題は何かを把握することが不可欠でした
が、その重要性がますます高まります。このような変化に乗り遅れれば、競合に市場を奪われるリスク
につながります。クリタグループは、人材リソースの最適な配置を含め、お客様が本当に期待する価値
を提供できる営業の構築を目指します。

国内営業本部長　山田 義夫

お客様目線に基づく新たな価値の提供
　既成概念を壊し、モノ売りからコト／価値売りへビジネスを変革／
変容させるためには、プロダクトのイノベーションが不可欠です。ウィ
ズコロナ、ポストコロナの環境下では、社会やお客様の優先課題が
変化し、運転管理をはじめとしたサービスにプロダクトとしてのイノ
ベーションの機会が生まれます。今後、工場の省人化や災害時の
BCP対応への要望がこれまで以上に高まるとともに、世界的な生産
拠点やサプライチェーンの再編も想定されます。このような変化は、
当社グループが独自のソリューションモデルを生み出し、地域全体の
水やエネルギーの効率を改善することで、新たな価値を提供できる
機会となります。一方、お客様とのコミュニケーションの品質を維持
できず、社内において社会と市場の
変化を共有できないときは、機会損
失が生じます。的確な市場の未来予
測とお客様ニーズへの感度を高める
ことで、ビジネスプロセスとビジネス
モデルの変革を新たな価値の提供に
つなげていきます。

ソリューション推進本部長　

川井 正也

変革の鍵となるデジタル戦略
　グループ統一のデジタル戦略は、ビジネスモデルの創出とビジネス
プロセスの変革の成否の鍵を握っています。新たなビジネスモデルの
創出においては、数多くの水処理の現場から得られるビッグデータや
フラクタ社のAI技術を持つクリタには大きなチャンスがあります。水
処理のノウハウに自動運転、遠隔監視、AIといった技術を組み合わせ
て設備の最適運転・予兆保全につなげることで、お客様に生産性向
上や省力化といったメリットを提供します。また、デジタル技術を活用
したコミュニケーションは、お客様とのさまざまな接点を生み出し営
業活動の生産性を向上させます。さらに、情報システムの基盤が整う
ことで、グループ内での情報共有が進み、グローバルな連携が容易に
なります。一方、デジタル化への対応
が遅れれば、異業種企業の参入等で
市場を奪われるリスクが生まれるだ
けでなく、情報活用の遅れや情報漏洩
リスクの発生が懸念されます。クリタ
はデジタル戦略推進のスピードを上げ
ることで、機会の最大化とリスクの最
小化を目指していきます。

デジタル戦略本部長　

兒玉 利隆
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調達・品質管理 製造・工事技術　　　　　　　　　　・設計 メンテナンス

これまでにない生産の価値経験をお客様に
　社会からは今後ますます、人の安全と事業の継続性を担保した効率的な生産体制が求められるよう
になります。当本部は、デジタルトランスフォーメーション（DX）とHRテックを両輪として、この社会の要
請に応えます。生産におけるDXの方向性として、設計の自動化を進化させたデジタル・ツイン・シミュ
レーター（DTS）の構築に取り組んでいます。お客様が求める水質や設備の規模などの要件に対して、
DTSによりバーチャルに設備を組み立てるだけでなく、数年後の増改築や運転コストの削減イメージま
で具体化し、お客様と共有できるようになります。また、DTSによる設計の効率化とともに、HRテック
による科学的なアプローチにより人材の管理・育成を最適化することで、正しい人材・チーム配置を実
現します。リスクと変化点を、生産体制の変革とコスト管理体制強化のチャンスと捉え、お客様にこれま
でにない価値経験（UX：User Experience）を提供することで、「他の追随を許さない進化するエンジニ
アリング集団」となることを目指します。

グループ生産本部長　江尻 裕彦

グローバル・ローカルの体制強化水処理DXの深化に向けて
　MVP-22計画において、クリタグループは総合ソリューションの核と
なる商品・技術を創出するために、IoT／AI技術を駆使した水処理の
技術開発に取り組んでいます。この度のコロナ禍により、お客様の生
産・製造現場では、省人運転管理技術へのニーズが高まり、生産性
向上に加えBCPの側面でもDXが一層推進されると考えています。こ
のことは当社グループにとって大きなビジネス機会となる一方、技術
開発の遅れがリスクとなります。そこで、水処理に関わる先進的な薬
品や装置ユニットなどの開発に加え、IoT／AI技術を用いた水処理施
設の遠隔監視・診断や最適運転制御技術ならびに水処理シミュ
レーション技術の開発を加速させています。これまで当社グループが
培ってきた水処理ノウハウや現場データ
と工学理論を駆使して複雑な水処理現
象を数理モデル化し、IoT／AI技術に組
み入れていくことで、他社が追随でき
ない独創性あるDX技術を開発し、顧客
価値の高いソリューションの創出を目
指します。

開発本部長　

倉前 達志

　クリタグループは、M&Aにより確立した事業基盤を、今後はグローバ
ルとローカルの両面から最適な体制とすることでお客様の要請に応え
ていきます。ローカルの面からは、北米では2020年4月より、子会社
4社を統合した新生クリタ・アメリカがスタートしており、東アジア、東
南アジアでも各地に統括者を配置することで、水処理薬品、水処理装
置、メンテナンスの総合提案を加速させます。グローバルの視点からは、
アビスタ・テクノロジーズ社のRO膜関連サービスをグローバル・ネッ
トワークで拡販していきます。新型コロナウイルスの影響が広がる中、
当社グループの事業は、社会に必要不可欠なものとして認識されてお
り、各国において事業継続への貢献を要請されています。BCPへの対
策として、オンラインでの営業対応を
実施しており、リモートでのサービス
提供という新規市場開拓の機会も生
まれています。社会的な責任を果たす
ためにも、グローバルとローカルにお
いて、効率化とリスク分散のバランス
をとりながら、さまざまなお客様の課
題解決を追求していきます。

グローバル営業本部長　

鈴木 恭男
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　クリタグループは、ボイラ・冷却水処理技術、超純水製造技

術、用排水処理技術、水回収技術や土壌・地下水浄化技術と

いった主力事業の強化に向けた取り組みに加え、クリタグループ

の技術を支える分析技術や解析技術、新素材開発などの基盤

技術の深化に取り組んでいます。

　これらを推進する体制として、日本、ドイツ、シンガポールな

どの開発拠点が連携を図り、研究員の相互派遣や共同開発の

推進など当社グループの技術資産や人材を最大限に活用して

研究開発活動を行っています。

研究開発拠点 クリタ開発センター（日本）、クリタ・ヨーロッパGmbH（ドイツ）、クリタR&DアジアPte.Ltd.（シンガポール）など

開発人員 約180名

研究開発費 57億円（売上高比2.1%）

主な成果

水処理薬品事業

  排水処理において汚泥の脱水性を高める薬剤の添加量を自動で最適に制御する汚泥脱水処理
システムを開発
  工場や空調設備の冷却水系およびブロー水回収再利用設備において、オンサイトで微生物増
殖抑制剤を生成するシステムを開発

  化粧紙の製造プロセス向けに、紙が濡れても破れにくくする機能を付与し、製造コストの削減
に寄与する薬剤を開発

水処理装置事業

 超純水製造システムの水処理膜ユニットの新規導入時や交換後における、製造ラインの立ち上
げ時間を迅速化する技術を開発

 食品残渣等の廃棄物をメタン発酵してエネルギーとして回収するバイオガス発電施設向けに、
多様な廃棄物原料からメタンガスを安定的に発生させる運転制御技術を開発

 工場等の建屋下における土壌・地下水の高濃度汚染源を短期間で浄化する技術および汚染状
況から浄化期間を予測するシミュレーション技術を開発

2020年3月期の実績

研究開発と知的財産
クリタグループのビジネス

処理の最適化・自動化技術開発に取り組んでいます。
　「技術基盤深耕」では、商品開発につながる水処理の作用・障
害の機構解明や、IoT／AI技術のベースとなる水処理技術の数理
モデル化に注力するとともに、次世代半導体で要求される極微量
水質分析技術の確立に取り組みます。
　また、クリタグループは、現研究開発拠点「クリタ開発センター」
の老朽化への対応と、「水と環境」に関わる最先端技術や総合ソ
リューションの創出加速を目的に、2022年4月に東京都昭島市に
新開発センターを開設し、クリタ開発センターの機能を新開発セ
ンターに移転する予定です。新開発センターをグローバルな研究
体制における中核拠点に位置付け、お客様をはじめとするさま
ざまなステークホルダーとの交流の中から新たなイノベーション
を創出する、「社会に開かれた研究開発施設」の実現を目指して
います。

　MVP-22計画において、クリタグループは、CSVビジネスや総合
ソリューションの核となる商品・技術を創出することに加え、技術
基盤の強化に向けた研究開発に取り組んでいます。開発テーマと
して「商品開発」「先進技術開発」「先端デジタル技術開発」「技術
基盤深耕」の4つを設定し、それぞれの特性に即した開発マネジメ
ントを実施しています。
　「商品開発」では、節水・省エネルギー・廃棄物削減の観点か
ら、社会ニーズやお客様の課題に応えるサービス契約型ビジネス
の実現に向けた、商品やソリューション技術の開発を進めていま
す。同時に「先進技術開発」では、事業戦略に必要なシーズの開発
にリソースを重点配分し、国内外研究機関とのオープンイノ
ベーションなども活用しながら先進技術の創出を加速させます。
　「先端デジタル技術開発」では、主に超純水供給設備やサービ
ス契約型ビジネスの収益性向上に寄与するIoT／AIを駆使した水

研究開発推進体制

中期経営計画「MVP-22」における取り組み
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TOPICS

国内　  保有登録特許　  出願特許
海外　  保有登録特許　  他国への移行出願

2018 2019 2020

1,523

980

194

1,644

791

193

114 118

1,505

821

181

167

　クリタグループは、国内外において主力商品の競争力向上

を目的として、知的財産権の確保と適切な管理に努めています。

2020年3月期は、総合ソリューションの推進とグローバルな事

業体制の構築という経営の取り組みに対して、知的財産面で

のサポート体制の構築に努めました。総合ソリューションの推

進にあたっては、商品と売り方を包含した水平展開可能なソ

リューションモデルの構築が重要ですが、これを当社の強みと

して活かすには、各モデルを知的財産として資産化する必要が

あります。当期はソリューションモデルの構築段階から特許で

保護すべき競争優位性の源泉を明確化し、要素技術特許とビ

ジネスモデル特許の両面から特許網の構築を進めました。また、

従業員の職務発明に対する報酬制度を改定し、ソリューション

ビジネスを推進する運用をスタートしました。

　この結果、2020年3月期の当社の国内特許出願数は、全体

では118件と前期を下回りましたが、ソリューションビジネス

関連特許の出願数は増加しました。また、海外事業拡大に伴い、

他国への移行出願数※は過去最高の194件となりました。

　今後も総合ソリューションの特許網の構築と海外戦略商品

の特許保護の強化を進め、当社グループの知的財産権の確保

に努めます。また、グローバル事業の拡大に伴い増加する知

　クリタグループは、2020年1月にRO膜薬品のソ
リューション能力の向上による事業拡大を目指す
「Project Acorn」をスタートさせました。本プロジェク
トは、RO膜薬品分野のリーディングカンパニーである
米国グループ会社アビスタ・テクノロジーズ, Inc.の特
長ある商品・技術を主体に、日本、アジア、欧州のクリ
タグループ会社の持つ商品・技術を融合してグローバ
ル商品ラインナップや技術サポート体制を構築し、ブラ
ンドマーケティング戦略や最適化したサプライチェーン
を駆使して展開するものです。研究開発では、米国、
日本、シンガポールのRO膜薬品の技術者がワンチーム
となり、それぞれの拠点の強みを活かして新規薬品の
開発ならびに適用評価技術や薬品適用ソフトウエアな
どの開発に取り組んでいます。

的財産権侵害リスクに対応するため、当社グループの従業員

が遵守すべき知的財産権に関するルールの制定と教育にも取

り組みます。
※PCT国際出願における海外移行手続き件数とPCT条約未加盟国・地域への出願
数の合計数

特許出願・登録状況　3月31日に終了した年度

知的財産の活用

研究開発体制と主な役割

RO膜薬品のグローバルプロジェクト「Project Acorn」始動

アビスタ・テクノロジーズ
ＲＯ膜薬品適用最適化
ソフトウエアの開発 クリタR&Dアジア

RO膜薬品の
メカニズム解明や効果実証

栗田工業
新規RO膜薬品の開発

（件）
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受注高 113,777百万円 ＋10.5%

前期比

売上高 113,632百万円 ＋11.3%

前期比

事業利益 11,667百万円 ＋19.2%

前期比

営業利益 10,127百万円＋137.8%

前期比

2019 2020

102,939

113,777

2019 2020

102,126 

113,632 

2019 2020

9,791 

11,667 

2019 2020

10,127 

4,258 

受注高 売上高 事業利益 営業利益

3月31日に終了した事業年度

クリタグループのビジネス

事業セグメント別概況： 水処理薬品事業

2020年3月期の実績

受注高・売上高
　国内では、上期には全般的に堅調であった需要が下期に入り

景気減速の影響を受けたことにより、受注高は微減、売上高も

1%の増加にとどまりました。海外では、新たにU.S.ウォーター・

サービス, Inc.の水処理薬品事業ならびにアビスタ・テクノロ

ジーズ, Inc.とアビスタ・テクノロジーズ（UK）Ltd.の経営成績を

連結したことに伴い受注高・売上高は大幅に増加しましたが、

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

の上期末に欧州のアルミナ化合物事業を譲渡したことにより当

期上期の減収要因となったこと、円高・外国通貨安が進んだこ

と、さらに収益性改善の取り組みとして各地域において採算性

の低い商品の整理・合理化を進めたことが主なものです。なお、

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う受注高・売上高への影響

は軽微でした。

事業利益・営業利益
　事業利益につきましては、新規連結を除いた部分の減収の影

響はあったものの、商品の合理化等による原価率改善効果が表

れたことや、販売費及び一般管理費を抑制したことにより増益

となりました。なお、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う事業

利益への影響は軽微でした。

　営業利益につきましては、北米子会社の買収に係る費用や統

合費用ならびに研究開発施設の売却に伴う固定資産売却損を

その他の費用に計上したものの、前期にあったアルミナ化合物

事業の譲渡損失や中国の生産機能の一部移管を決定したこと

に伴うのれんの減損損失の計上がなくなったことにより、営業

利益は大幅に増加しました。

2020年3月期の概況

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円）
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主な製品・サービス

ボイラ薬品
　ボイラは、工場の生産プロセス用やオフィ
スビルの空調用に、幅広く使用されています。
ボイラ薬品は、ボイラで発生するトラブルを
抑えて、ボイラを安定的に効率よく運転する
ために使われます。ボイラの熱効率の低下
を抑えることで省エネルギーに貢献します。

冷却水薬品
　冷却水薬品は、工場やオフィスビルで使用
される冷却水に用いられます。配管や熱交
換器におけるトラブルや冷却塔における有
害なレジオネラ属菌の増殖などを防止する
ことで、省資源・省エネルギーや安全な環境
づくりに貢献します。

排水処理薬品
　排水処理薬品は、工場などで発生するさ
まざまな性状の産業排水や生活排水を周辺
の環境に影響を与えないように処理するた
めに使用されます。適切な排水処理による
環境負荷の低減に貢献します。

プロセス薬品
　プロセス薬品は、石油精製・石油化学、鉄
鋼、紙・パルプ産業などの製造工程におい
て用いられ、生産効率や製品品質の維持・
向上に貢献します。

自動車塗装ブース向け薬品
　自動車の塗装ブースで水中の余剰塗料を
分離する水処理薬品は、循環水質を適正化
し、生産性の向上と環境負荷の低減に貢献し
ます。

RO膜（逆浸透膜）薬品
　RO膜薬品は、排水回収装置や海水淡水化
装置で使用されるRO膜のろ過性能を低下さ
せる懸濁物質を除去し、膜への汚れ付着を
防止することで、装置の安定的で効率的な
稼働に貢献します。

土木薬品
　緑化促進や建設汚泥の適切な処理、吹き
付けコンクリート用粉じん低減などを実現し
ます。

薬品注入管理・制御機器
　薬品注入装置やセンシング技術を用いた
自動水質管理システムなど、水処理関連機
器類を幅広く提供しています。お客様設備の
安定稼働を通じた省力化や環境負荷の低減
に貢献します。

焼却炉向け薬品
　飛灰中の重金属など有害物質の安定処理
や、ダイオキシンの排出を抑制する薬品を用
いて、環境負荷の低減に貢献します。
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受注高 145,768百万円 △6.3%

前期比

売上高 151,174百万円 △2.6%

前期比

事業利益 15,061百万円 △5.1%

前期比

営業利益 17,390百万円 ＋12.1%

前期比

2019 2020

155,500 
145,768 

2019 2020

155,204 151,174 

2019 2020

15,878 
15,061 

2019 2020

15,518 

17,390 

受注高 売上高 事業利益 営業利益

3月31日に終了した事業年度

クリタグループのビジネス

事業セグメント別概況： 水処理装置事業

2020年3月期の実績

受注高・売上高
　国内では、電子産業向け装置の受注高・売上高が前期におけ

る大型案件の計上の反動で減少しました。同分野向けのメンテ

ナンス・サービスの売上高は、顧客の生産能力増強のための増

設や改造工事の進捗により増加しました。一般産業向け水処理

装置は収益性重視の案件絞り込みにより受注高が減少しました

が、前期に受注した大型案件の工事進捗により増収となりまし

た。土壌浄化は、大型案件の受注・売上計上が一巡したため、

受注高・売上高ともに減少しました。国内の超純水供給事業は、

一部顧客との契約変更による減収の影響があったものの、新規

の水供給契約の開始により増収となりました。

　海外では、U.S.ウォーター社の水処理装置事業の経営成績を

新規に連結したことにより、水処理装置の受注高は増加しまし

たが、売上高については、前期における複数の大型案件の売上

計上の反動や、円高・海外通貨安の進行に伴う円換算額の目減

りにより減少となりました。

事業利益・営業利益
　事業利益につきましては、前期に発生した一過性の追加原価

が当期は大幅に抑制されたことにより、水処理装置の原価率が

改善しました。また、官公需向けメンテナンス・サービスや化学

洗浄も増益となりましたが、国内外で電子産業向けの水処理装

置が減収となったことによる減益影響が増益要因を上回り、セ

グメント全体では減益となりました。

　営業利益につきましては、研究開発施設の売却に伴う固定資

産売却損をその他の費用に計上したものの、超純水供給事業

用設備の一部売却に伴う固定資産売却益の計上により増益とな

りました。

2020年3月期の概況

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円）
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主な製品・サービス

01 02 03
超純水製造装置

　超純水製造装置は、水中からイオンや微
粒子、細菌などを除去し、半導体やFPDの製
造に欠かせない理論純水に限りなく近い水
をつくるシステムです。

一般産業向け用水処理装置
　食品や飲料の製造用水、電力や鉄鋼産業
向けのボイラ用水などさまざまな用途に応
じて水処理装置を提供しています。

排水処理装置
　排水処理装置は、工場から排出されるさ
まざまな性状の排水を周辺の環境に影響を
与えないように処理する装置です。

04 05 06
排水回収装置

　クリタは、排水を回収し再生するシステム
を提供しています。さらに、排水中に含まれ
る有価物を回収することで、省資源化とコス
トダウンに貢献します。

超純水供給事業
　クリタがお客様の工場内において水処理
設備の建設から運転管理やメンテナンスまで
を行い、お客様に供給する超純水に対して料
金をいただく事業です。お客様の投資資金
や運転管理の負担を軽減します。

メンテナンス・サービス
および運転管理

　クリタは、メンテナンス・サービスを通じ
て、水処理装置の性能低下やトラブルを未然
に防止するほか、環境負荷低減や生産性の
向上のニーズに応えています。お客様設備
の運転管理も行っています。

07 08 09
土壌浄化

　有害物質で汚染された土壌の調査・浄化
を行います。さまざまな浄化手法を導入し、
お客様の土壌汚染リスクのヘッジを行ってい
ます。また、浄化した土地の有効利用や売却
のサポートも実施しています。

化学洗浄
　主にコンビナートや発電所などの大型プ
ラントを安全かつ効率的に稼働させるため、
ボイラや熱交換器、配管に蓄積した汚れを薬
品や高圧水により洗浄します。

精密洗浄
　半導体やFPDの製造装置の部品・治具に
付着した汚れをお客様に代わってクリタの工
場で洗浄・除去します。お客様の生産性の維
持・向上に貢献します。
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