
経営指標
3月31日に終了した事業年度

セグメント情報
3月31日に終了した事業年度

財務情報

（単位：百万円）

2019 2020

受注高 258,439 259,545

売上高 257,331 264,807

事業利益 25,667 26,654

売上高事業利益率（%） 10.0 10.1

親会社の所有者に帰属する当期利益 12,050 18,287

売上高当期利益率（%）（注）1 4.7 6.9

資産合計（期末） 359,500 387,749

資産合計回転率（回）（注）2 0.74 0.71

親会社の所有者に帰属する持分（期末）（注）3 237,282 242,442

親会社所有者帰属持分比率（%）（注）4 66.0 62.5

資産合計当期利益率（%）（注）5 3.5 4.9

親会社所有者帰属持分当期利益率（%）（注）6 5.1 7.6

設備投資額（無形資産を除く） 40,004 31,729

減価償却費（無形資産を除く） 15,588 15,804

研究開発費 5,490 5,693

（単位：円）

基本的1株当たり当期利益（注）7 107.33 162.86

1株当たり親会社所有者帰属持分（注）8 2,113.32 2,158.96

1株当たり配当金 54.0 62.0

配当性向（%） 50.3 38.1

従業員数（人） 6,613 6,737

（注） 1. 売上高当期利益率＝親会社の所有者に帰属する当期利益÷売上高×100
 2. 資産合計回転率＝売上高÷資産合計（期首・期末平均）
 3. 親会社の所有者に帰属する持分＝資本合計－非支配持分
 4. 親会社所有者帰属持分比率＝親会社の所有者に帰属する持分÷資産合計

×100
 5. 資産合計当期利益率＝親会社の所有者に帰属する当期利益÷資産合計（期

首・期末平均）×100
 6. 親会社所有者帰属持分当期利益率＝親会社の所有者に帰属する当期利益

÷親会社の所有者に帰属する持分（期首・期末平均）×100
 7. 1株当たり当期利益の算定に用いられた株式数は期中平均株式数（自己株

式を除く）
 8. 1株当たり親会社所有者帰属持分の算定に用いられた株式数は期末株式数

（自己株式を除く）

（単位：百万円）

2019 2020

受注高 水処理薬品事業 102,939 113,777 

水処理装置事業 155,500 145,768 

合計 258,439 259,545 

売上高 水処理薬品事業 102,126 113,632 

水処理装置事業 155,204 151,174 

合計 257,331 264,807 

事業利益 水処理薬品事業 9,791 11,667 

水処理装置事業 15,878 15,061 

調整額 △3 △74

合計 25,667 26,654 

営業利益 水処理薬品事業 4,258 10,127 

水処理装置事業 15,518 17,390 

調整額 83 △38

合計 19,860 27,479 

セグメント資産 水処理薬品事業 115,017 119,960 

水処理装置事業 200,975 209,015 

調整額 43,507 58,774 

合計 359,500 387,749 

資本的支出 水処理薬品事業 4,182 6,853 

水処理装置事業 37,071 26,428 

合計 41,254 33,281 

減価償却費 水処理薬品事業 4,502 5,496 

水処理装置事業 13,369 13,204 

合計 17,872 18,700 

研究開発費 水処理薬品事業 1,899 2,002 

水処理装置事業 3,590 3,691 

合計 5,490 5,693 
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（単位：百万円）

3月31日現在 2019 2020

資産

流動資産

現金及び現金同等物 35,547 50,215 

営業債権及びその他の債権 100,497 96,974 

その他の金融資産 1,709 2,562 

棚卸資産 9,273 9,247 

その他の流動資産 4,036 3,847 

流動資産合計 151,065 162,847 

非流動資産

有形固定資産 103,366 106,358 

使用権資産 12,274 17,784 

のれん 43,758 47,033 

無形資産 12,355 13,381 

持分法で会計処理されている投資 956 7,469 

その他の金融資産 28,629 28,465 

繰延税金資産 6,877 4,295 

その他の非流動資産 216 113 

非流動資産合計 208,434 224,902 

資産合計 359,500 387,749 

連結財政状態計算書
財務情報
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（単位：百万円）

3月31日現在 2019 2020

負債及び資本

流動負債

営業債務及びその他の債務 49,977 35,680 

借入金 385 35,371 

リース負債 3,818 4,234 

その他の金融負債 1 219 

未払法人所得税等 5,887 1,998 

引当金 1,338 1,557 

その他の流動負債 12,112 15,345 

流動負債合計 73,521 94,408 

非流動負債

借入金 1,717 1,305 

リース負債 9,628 13,701 

その他の金融負債 1,771 2,562 

退職給付に係る負債 16,580 16,913 

引当金 491 499 

繰延税金負債 1,219 1,346 

その他の非流動負債 15,385 12,903 

非流動負債合計 46,793 49,232 

負債合計 120,315 143,640 

資本

資本金 13,450 13,450 

資本剰余金 10,265 8,212 

自己株式 △10,932 △10,893 

その他の資本の構成要素 4,838 216 

利益剰余金 219,660 231,456 

親会社の所有者に帰属する持分合計 237,282 242,442 

非支配持分 1,902 1,666 

資本合計 239,184 244,108 

負債及び資本合計 359,500 387,749 
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（単位：百万円）

3月31日に終了した事業年度 2019 2020

売上高 257,331 264,807 

売上原価 174,670 172,092 

売上総利益 82,661 92,715 

販売費及び一般管理費 56,994 66,060 

その他の収益 1,024 5,832 

その他の費用 6,831 5,006 

営業利益 19,860 27,479 

金融収益 781 569 

金融費用 521 1,417 

持分法による投資利益 146 60 

税引前利益 20,267 26,691 

法人所得税費用 8,279 8,378 

当期利益 11,987 18,312 

当期利益の帰属

親会社の所有者 12,050 18,287 

非支配持分 △63 25 

当期利益 11,987 18,312 

1株当たり当期利益

基本的1株当たり当期利益（円） 107.33 162.86 

希薄化後1株当たり当期利益（円） ― ―

連結損益計算書
財務情報
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（単位：百万円）

3月31日に終了した事業年度 2019 2020

当期利益 11,987 18,312 

その他の包括利益

純損益に振り替えられることのない項目

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の公正価値の純変動 △1,044 △462

確定給付制度の再測定 △72 62 

純損益に振り替えられることのない項目合計 △1,116 △400

純損益に振り替えられる可能性のある項目

在外営業活動体の換算差額 △4,593 △4,316

キャッシュ・フロー・ヘッジ 308 192 

持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 △153 △94

純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 △4,437 △4,219

税引後その他の包括利益 △5,554 △4,619

当期包括利益 6,432 13,693 

当期包括利益の帰属

親会社の所有者 6,543 13,717 

非支配持分 △110 △24

当期包括利益 6,432 13,693 

連結包括利益計算書
財務情報
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（単位：百万円）

親会社の所有者に帰属する持分

その他の資本の構成要素

資本金
資本
剰余金 自己株式

在外営業
活動体の
換算差額

キャッシュ・
フロー・
ヘッジ

その他の
包括利益を
通じて

公正価値で
測定する
金融資産

確定
給付制度
の再測定 合計

利益
剰余金 合計

非支配
持分 合計

2018年4月1日残高 13,450 10,959 △10,943 ― 2 16,783 ― 16,785 207,005 237,257 2,048 239,305

当期利益 ― ― ― ― ― ― ― ― 12,050 12,050 △63 11,987

その他の包括利益 ― ― ― △4,699 308 △1,046 △70 △5,507 ― △5,507 △47 △5,554

当期包括利益合計 ― ― ― △4,699 308 △1,046 △70 △5,507 12,050 6,543 △110 6,432

自己株式の取得 ― ― △2 ― ― ― ― ― ― △2 ― △2

配当金 ― ― ― ― ― ― ― ― △5,968 △5,968 △38 △6,006

株式に基づく報酬取引 ― 158 ― ― ― ― ― ― ― 158 1 159

子会社に対する
所有者持分の変動 ― △294 ― 28 ― ― ― 28 ― △265 1 △264

その他の資本の
構成要素から
利益剰余金への振替

― ― ― ― ― △6,538 70 △6,467 6,467 ― ― ―

その他 ― △558 14 ― ― ― ― ― 104 △439 ― △439

所有者との取引額合計 ― △694 11 28 ― △6,538 70 △6,439 604 △6,518 △35 △6,553

2019年3月31日時点
の残高 13,450 10,265 △10,932 △4,671 310 9,199 ― 4,838 219,660 237,282 1,902 239,184

連結持分変動計算書
財務情報

2019年3月31日に終了した事業年度
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（単位：百万円）

親会社の所有者に帰属する持分

その他の資本の構成要素

資本金
資本
剰余金 自己株式

在外営業
活動体の
換算差額

キャッシュ・
フロー・
ヘッジ

その他の
包括利益を
通じて

公正価値で
測定する
金融資産

確定
給付制度
の再測定 合計

利益
剰余金 合計

非支配
持分 合計

2019年4月1日残高 13,450 10,265 △10,932 △4,671 310 9,199 ― 4,838 219,660 237,282 1,902 239,184

当期利益 ― ― ― ― ― ― ― ― 18,287 18,287 25 18,312

その他の包括利益 ― ― ― △4,362 192 △462 63 △4,569 ― △4,569 △49 △4,619

当期包括利益合計 ― ― ― △4,362 192 △462 63 △4,569 18,287 13,717 △24 13,693

自己株式の取得 ― ― △3 ― ― ― ― ― ― △3 ― △3

配当金 ― ― ― ― ― ― ― ― △6,521 △6,521 △24 △6,546

株式に基づく報酬取引 ― 103 42 ― ― ― ― ― ― 145 8 154

子会社に対する
所有者持分の変動 ― △1,385 ― 0 ― ― ― 0 ― △1,385 △196 △1,581

その他の資本の
構成要素から
利益剰余金への振替

― ― ― ― ― 10 △63 △52 52 ― ― ―

その他 ― △771 ― ― ― ― ― ― △21 △792 ― △792

所有者との取引額合計 ― △2,053 38 0 ― 10 △63 △52 △6,490 △8,557 △211 △8,769

2020年3月31日時点
の残高 13,450 8,212 △10,893 △9,033 503 8,747 ― 216 231,456 242,442 1,666 244,108

2020年3月31日に終了した事業年度
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連結キャッシュ・フロー計算書
財務情報

（単位：百万円）

3月31日に終了した事業年度 2019 2020

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益 20,267 26,691

減価償却費及び償却費 17,872 18,700

持分法による投資損益（△は益） △146 △60

固定資産売却損益（△は益） 559 △2,471

棚卸資産の増減額（△は増加） △259 △169

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） △9,059 4,527

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） 14,504 △1,893

その他 5,815 2,652

（小計） 49,553 47,977 

利息の受取額 165 141 

配当金の受取額 712 410 

利息の支払額 △371 △305

法人所得税の支払額 △8,915 △10,847

営業活動によるキャッシュ・フロー 41,143 37,376 

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 △19,408 △1,951

定期預金の払戻による収入 19,999 1,545 

有形固定資産の取得による支出 △28,600 △31,168

有形固定資産の売却による収入 479 5,942 

無形資産の取得による支出 △1,235 △1,534

投資の売却及び償還による収入 13,335 41 

事業買収に伴う支出（買収資産に含まれる現金及び現金同等物控除後） △33,374 △8,501

関連会社の取得による支出  ― △5,915

その他 △3,096 △2,140

投資活動によるキャッシュ・フロー △51,902 △43,683

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） △2,417 35,001 

長期借入金の返済による支出 △594 △384

リース負債の返済による支出 △3,338 △4,514

配当金の支払額 △6,011 △6,539

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 △1,094 △1,588

その他 3 7 

財務活動によるキャッシュ・フロー △13,453 21,981 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △771 △1,006

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △24,984 14,667 

現金及び現金同等物の期首残高 60,531 35,547 

現金及び現金同等物の期末残高 35,547 50,215 
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