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業績のご報告

　当社グループは、当期から新中期経営計画「PA-5」（Powerful Advance 2005）をスター

トさせました。この計画は、前中期経営計画「EV-2」（Evolution 2002）で目指した強固な収

益体質の構築はもちろんのこと、未開拓のお客様や事業領域への進出、海外事業拡大を目指

す「攻めの展開」を重視した戦略です。

　新中期経営計画の初年度である当期の第1四半期の業績（連結ベース）は、受注高421億

1,800万円、売上高249億5,200万円、営業利益3億8,900万円となり、当初の計画どおり

順調に推移しています。なお、当社グループの売上高は第1四半期、第3四半期に低くなる傾

向がありますが、これは主に水処理装置事業における売上高が中間期末および期末に集中す

るためです。

ごあいさつ
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代表取締役社長

PA-5（Powerful Advance 2005）計画の重点施策

　国際的な競争に勝ち残るため、企業は経営資源を生産業務などの本業に集中させ、水やエ

ネルギーの供給、排水処理などはアウトソーシングしていくものと思われます。当社グルー

プは、そのような流れを先取りし、水処理管理業務を一括して請け負う事業や超純水供給事

業などの新しいビジネスモデルを推進しています。また、海外市場については、世界中の企

業の生産拠点が集結しているアジアにおいて、大きな水処理ビジネスの可能性があると判断

し、事業拡大を進めます。さらに当社グループは、次の事業の柱となる新事業を立ち上げる

ために、土壌・地下水汚染浄化事業に続く新しい環境関連事業やエネルギー関連事業への進

出も図ってまいります。

株主・投資家の皆様へ

　21世紀は「水の時代」「環境の時代」といわれており、水処理・環境ビジネスの市場は拡大が

期待できると同時に、より厳しい競争となることが予想されます。そのような中で、当社グ

ループは、圧倒的な強さを発揮して「水と環境はクリタ」と呼ばれるほどに、その地位を確固

たるものとして、水と環境の分野において「先進的マネジメント企業」になることを目標とし

ています。これが、PA-5計画で当社グループが目指す姿です。

　株主・投資家の皆様におかれましては、引き続き当社グループの事業と今後の展開に、な

お一層の温かいご支援を賜りますようお願い申し上げます。

2003年9月



3

新中期経営計画の概要

　当社グループの事業は、お客様や社会の課題解決のプロ

セスに深く関わっています。すなわち、環境負荷低減、環

境リスク低減、生産効率の向上、コストダウンといった課

題は、ほとんどすべての事業者が共通に抱える課題であ

り、社会からの要請でもあります。これらの課題の明確

化、現状の診断、解決案と実行プログラムの策定ならびに

実施といったプロセスが当社の事業を構成しています。

　当社グループは、企業ビジョンである「水と環境の先進
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2003年3月期実績 2006年3月期目標 増減

売上高 1,416億円 1,750億円 ＋334億円
営業利益 123億円 200億円 ＋77億円
当期純利益 54億円 115億円 ＋ 61億円

■ 2006年3月期の連結業績目標

　PA-5計画の最終年度となる2006年3月期の連結業績目標は以下のとおりです。

新中期経営計画「PA-5」（Powerful Advance 2005）

的マネジメント企業」を実現するため、3年後に目指すべ

き姿をまとめたPA-5計画を2003年4月にスタートさせ

ました。PA-5計画の基本テーマ「信頼と感動」は、当社グ

ループが事業を通じて社会とお客様に価値と信頼と感動

を提供する存在であり続ける意志の表明です。当社グ

ループはPA-5計画のもと、事業上の強みを最大限に発揮

しながら、お客様の課題を解決してニーズにお応えして

いきます。
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■ 事業領域の拡大

　当社グループはPA-5計画の目標達成に向けて、薬品、装置、メンテナンスの3

分野の技術とノウハウを結集することで、水処理をはじめとする環境負荷低減、

コスト削減、生産効率向上といったお客様ごとの課題解決に、総合的なアプロー

チから最適なサービスを提供していきます。お客様にとってのアウトソーシング

となる運転管理や超純水供給までを含めたさまざまなメニューを提供することで、

事業領域の拡大と新規のお客様の課題解決に取り組みます。

■ 海外への積極的な事業展開

　当社グループは、海外において特に高い経済成長が期待されるアジア地域への

積極的な事業展開を図っていきます。アジア地域の企業にとって国際競争力を高

めるためには、生産効率の向上とコスト削減が重要な課題となり、また、経済の

発展に伴い環境負荷低減、環境リスク低減などの課題が生まれます。当社グルー

プでは、これまでも国際競争力のある製品・サービスでお客様の生産効率向上の

ニーズに応えてきました。今後も、さらに積極的な事業展開をしていきます。

■ お客様サポート体制の拡充

　国内におけるお客様のサポート体制において、当社グループは競合他社の追随を許しません。全国に営業拠点を配備す

ることで、お客様から問題発生の連絡を受けて1時間以内に当社グループの担当者が現場に駆けつけることができる体制を

すでに構築しています。

　さらに、2003年4月からは、薬品部門とメンテナンス・サービス部門を、「カスタマー・サービス事業本部」内に統合

し、機能強化を図りました。また、両部門、販売子会社、メンテナンス子会社、販売特約店を含めた国内のグループをネッ

トワーク化することにより、国内で「地域および顧客密着型のサービス」を展開します。当社グループは、お客様のニーズ

に迅速に対応し、お客様の信頼と感動を獲得していきます。

PA-5計画の具体的な施策

薬品 

メンテ 
ナンス 装置 

お客様の課題解決 

事業領域拡大と新規市場開拓 

コストダウン 
環境負荷低減 

新しいビジネスモデル 



水処理薬品事業 

オフィスビルや工場におけ
るボイラや冷却塔など、さ
まざまな施設に必要な水
処理薬品を、用途に合わせ
豊富に取り揃えています。 

Water Treatment
Chemicals

空調薬品 
クリタの水処理薬品は身近なとこ

ろでは、ビルの空調に使われてい

る水の処理にも用いられています。

ビルの空調には冷暖房や給湯のた

めに、ボイラや冷却塔で水が用い

られています。水を用いることに

より、配管の腐食や、水アカの蓄積、

有害な病原菌や微生物の発生など

の障害が起こりますが、クリタの水

処理薬品はそれらの障害を防ぎ、

安全で確実かつ経済的な運転を可

能にします。クリタの空調薬品は、

六本木や汐留などの地域冷暖房シ

ステムという大規模な空調システ

ムでも採用され、地域冷暖房シス

テムで使われる空調薬品の取扱件

数で、国内シェアの約60％を占め

ています。 

空調薬品 

ボイラ 
薬品 

冷却水 
薬品 

プロセス 
薬品 

ゴミ焼却炉 
向け薬品 

土木薬品 

排水 
処理薬品 
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事業紹介

当社グループは、エレクトロニクス産業をはじめとした各種産業の工場向け水処理事業や
環境分野全般における浄化処理事業など、水処理薬品・装置を軸とした事業を行っています。



Operational
       Line-up
Operational
       Line-up

 

メンテ 
ナンス 
事業 

土壌・ 
地下水汚染 
浄化事業 

社会や暮らしの中で用い
られる水をつくり、また、使
われた水を適切に処理し、
産業の発展と環境保全に
貢献しています。 

水処理装置事業 

Water Treatment
Facilities

超純水製造システム 
 
 
 
 
 
 
　 
超純水とは、超微細な技術を要す

る半導体の製造工程などにおいて

洗浄用の水として用いるために、

あらゆる不純物を取り除いて限り

なくH2Oに近づけた水のことです。

例えていうならば、私たち

が毎日飲んでいる水道水

は、50mプールいっぱい

の水に200kgもの異物

が混ざっているのと同じ状

態ですが、超純水は同じプール

いっぱいの水に、耳かき一杯ほど

の異物しか含まれていないくらい

の純度です。半導体製造業などエ

レクトロニクス産業においては、洗

浄に用いる水の純度が製品の生産

性に影響を及ぼすことになります。

超純水製造システムではフィルター

などで水から微粒子を取り除き、さ

らに溶け込んでいるイオン成分ま

でも除去して精製します。 

有害物質で汚染され

た土壌・地下水の調

査から浄化処理の

実施、さらには浄化

後の土地の有効活用に

至るまで、一貫したサービ

スを提供しています。 

環境 
衛生施設 

（生活排水処理他） 

消耗品の交換

や定期的な補

修による性能維持に加え、

お客様のコスト低減や処理

水質向上などのニーズに

応える改造工事による機

能強化も行います。 

用水 
処理装置 

排水 
処理装置 
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水素ステーション事業へ参入

リタは、シナネン（株）・伊藤忠エネクス（株）

と共同で、「水素・燃料電池実証（JHFC）プロ

ジェクト」に2003年度から参加し、将来の水素ステー

ションの事業化を目指します。このプロジェクトは経

済産業省が中心となって進めている国家プロジェクト

であり、自動車に搭載される燃料電池用に水素燃料を製

造・充てんする設備の実証試験を行うものです。クリ

タを含む共同研究グループの方式では、①水の電気分

解により水素を発生させる、②装置をトラックに搭載

して移動を可能にすることにより、個々の水素ステー

ションが水素発生装置を持つ必要がなくなる、という

ことが特長です。クリタは、新エネルギー分野の事業

化に取り組んでおり、今回のプロジェクト参画により、

技術開発をさらに進め、事業化を推進していきます。

国内初の超純水供給事業を開始

003年4月、クリタは最新鋭かつ世界最大規

模の液晶工場において国内初の超純水供給事

業を開始しました。超純水供給事業とは、装置自体を

クリタが保有しつつ、運転管理・保守メンテナンスも

クリタが行い、製造した超純水をお客様に供給し、販

売するというビジネスモデルです。これは、従来の装

置販売やメンテナンス事業から、クリタの総合力を

活かしたアウトソーシングビジネスへ発展させたも

のです。このビジネスモデルでは、お客様は設備投資

を抑えることができ、超純水に関わるすべてをアウ

トソーシングすることで生産業務の効率化が可能と

なります。
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2 ク

トピックス

超純水 

お客様の工場 

基本料金＋従量料金 

超純水 
製造 
システム 

お客様の 
製造現場 

クリタ 

■ 超純水供給事業

水素ステーションのイメージ図



サントリー（株）と触媒脱色装置を共同開発

リタはサントリー（株）と共同で、触媒を利用

した排水の脱色システムを開発しました。従

来、サントリー榛名工場では、コーヒーや烏龍茶の製

造工程で発生する排水中に含まれる色素成分を、凝集

剤*で色素成分と水に分離させて脱色していましたが、

その過程で発生する汚泥**の減量化が課題となってい

ました。今回の脱色システムでは、酸化剤と触媒を用

いて色素成分を酸化分解して排水を脱色するため、汚

泥を発生させずに従来と同レベルの色素成分の除去が

可能となります。このシステムにより、同工場では従

来に比べ汚泥の発生量を1日当たり約45％削減でき

る見込みで、環境負荷を低減します。

**凝集剤：排水中の微粒子などを凝集させて、水と分離させる薬剤。
**汚泥 ：排水処理の後に残る泥状のもの。一般的に産業廃棄物と

して処分される。

■ 燃料電池

燃料電池とは、水の電気分解の理論

を逆に応用して、水素と空気中の酸

素を化学反応させることで電気を生

み出す発電装置のことです。生成物

は水だけであるため、次世代のク

リーンなエネルギーといわれていま

す。経済産業省では、燃料電池の市

場規模を2010年に1兆円、2020

年には約8兆円と予測しており、今

後の成長が期待されています。

■ 水素ステーション

水素ステーションとは、ガソリンス

タンドがガソリン車にガソリンを供

給するのと同様に、燃料電池車に水

素燃料を供給するインフラのことで

す。現在、経済産業省が中心となっ

て設置に関する検討を進めています。

用  語

解  説
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共同開発の触媒脱色装置



Kurita
   Group

装置製造販売 
韓水テクニカルサービス（株） 
栗田超純水設備（上海）有限公司 
クリタ（シンガポール）Pte.Ltd. 
明希産業（株） 
クリタック（株） 
その他1社 
 

水処理薬品事業 
 

水処理に関する薬品類等の 
製造販売および 

メンテナンス・サービスの提供 
 

水処理装置事業 
 

水処理に関する装置・施設類の 
製造販売および 

メンテナンス・サービスの提供 

薬品製造 
クリタ化成（株） 
 

薬品製造販売 
クリタ・ド・ブラジル Ltda. 
クリタ・ヨーロッパ G.m.b.H. 
クリタ（タイワン）Co.,Ltd. 
クリタ GK ケミカル Co.,Ltd. 
栗田工業（大連）有限公司 
P.T.クリタ・インドネシア 
クリタ・ウォーター（マレーシア）Sdn.Bhd 
 

分析 
クリタ分析センター（株） 

栗田工業（株） 

化学洗浄工事・精密洗浄 
栗田エンジニアリング（株） 
クリテックサービス（株） 

土壌・地下水 
汚染浄化 
ランドソリューション（株） 

装置・施設類の運転・維持管理 
（株）クリタス 
クリテック・ヨーロッパ G.m.b.H. 
クリタ（アメリカ）Inc. 
クリテック・シンガポール Pte.Ltd. 
 

薬品販売 
クリタ・ビルテック（株） 
クリタ・ビーエムエス（株） 
クリタ・ケミカル東京（株） 
クリタ・ケミカル神奈川（株） 
クリタ・ケミカル関西（株） 
クリタ・ケミカル西日本（株） 
クリタ・ケミカル兵庫（株） 
クリタ・ケミカル山陽（株） 
 

クリタグループの概要
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当社グループは、当社を含め、子会社34社および関連会社19社の合計54社で構成されており、
水処理に関する、技術、メンテナンス・サービスを幅広く提供しています。その中で当社とその
連結対象である主たる子会社は下図のとおりです。（2003年6月30日現在）

複数の業種を営ん
でいる会社につい
ては、主な業種の
み掲載しています。



クリタグループ　注目の1社

　クリテックサービス株式会社は、半導体・液晶ディスプレー製造装置

の部品の精密洗浄を行う新会社です。これまで、当社グループ内2社で

技術・営業の両面から協力してそれぞれ事業展開していた精密洗浄事業

を、新会社であるクリテックサービス株式会社に集約することにより一

層の効率化を図り、競争力・収益力の向上を目指します。

　精密洗浄事業とは、半導体や液晶ディスプレーの製造工程で製造装置

の部品に付着した汚れを洗浄して除去するもので、設備の性能維持や製

品の品質安定、生産性の向上に貢献します。将来的には液晶ディスプ

レーなど成長が期待できる分野の一端を担う事業として、今後も注力し

ていきます。

精密洗浄事業の新会社・クリテックサービス株式会社
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洗浄後はクリーンルーム内で検査した後、包装して
出荷まで保管します。

■ 会社名 クリテックサービス株式会社

■ 設立 2003年 6月1日

■ 本社 大阪市中央区北浜二丁目2番22号

■ 資本金 5,000万円

■ 事業内容 半導体・液晶ディスプレー製造装置の部品洗浄



（単位：百万円）

当第1四半期 前第1四半期 前会計年度
(2003.4.1～ (2002.4.1～ (2002.4.1～
(2003.6.30) (2002.6.30) (2003.3.31)

受注高 42,118 32,584 128,431
　水処理薬品事業 12,823 12,163 46,450
　水処理装置事業 29,294 20,420 81,981

売上高 24,952 22,453 141,628
　水処理薬品事業 11,273 10,406 47,116
　水処理装置事業 13,679 12,047 94,512

受注高および売上高（連結ベース）

　当第１四半期における当社グループの受注高は前年同期比29.3％増の42,118百万円、売

上高は前年同期比11.1％増の24,952百万円と当初の計画どおりに推移しました。また、営

業利益は389百万円、経常利益は540百万円、四半期純利益は249百万円となりました。

■ 水処理薬品事業
　受注高については、主力商品であるボイラ薬品や冷却水薬品は前年同期比ほぼ横ばいとな

りましたが、紙・パルプ産業向けプロセス薬品や、ゴミ焼却時に発生する飛灰に含まれる重

金属の固定剤および水処理管理の一括請負契約については順調に推移し、前年同期を上回り

ました。

　この結果、水処理薬品事業全体の受注高は前年同期比5.4％増の12,823百万円となり、売

上高は前年同期比8.3％増の11,273百万円となりました。なお、水処理薬品事業の受注高と

売上高については、特定の四半期末に業績が偏る傾向はありません。

■ 水処理装置事業
　電子産業分野では主力である超純水製造装置が国内においては堅調だったもののSARSの影

響により中国や台湾において商談が遅れたこと、また医薬・食品産業をはじめとした一般水処

理装置分野や土壌・地下水汚染浄化事業では競争が一段と激化したことなどにより、受注高

はそれぞれ前年同期を下回りました。一方、メンテナンス・サービスは堅調に推移し、環境

衛生施設が主となる官公需分野においても、し尿等を処理する汚泥再生処理センターや、下

水道処理施設向け汚泥減量化処理装置の新規受注もあり、好調に伸長しました。

　この結果、水処理装置事業全体の受注高は前年同期比43.5％増の29,294百万円となり、

売上高も順調に推移し前年同期比13.5％増の13,679百万円となりました。

営業の概況
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水処理装置事業 
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注（1）当第１四半期から、四半期ごとの連結業績について情報を開示しています。
注（2）前第１四半期の業績については、受注高と売上高のみ開示しています。
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（単位：百万円）

当第1四半期 前会計年度
(2003.4.1～ (2002.4.1～
(2003.6.30) (2003.3.31)

売上高 24,952 141,628

売上原価 16,603 97,846

売上総利益 8,348 43,781

販売費及び一般管理費 7,958 31,474

営業利益 389 12,307

営業外収益 295 1,012

営業外費用 144 919

経常利益 540 12,400

特別損失 — 2,136

税金等調整前四半期（当期）純利益 540 10,263

法人税・住民税・事業税等 232 4,674

少数株主利益 57 112

四半期（当期）純利益 249 5,476

（単位：百万円）

当第1四半期 前会計年度
(2003.6.30現在) (2003.3.31現在)

(資産の部）

流動資産 102,357 107,180

固定資産 67,278 66,508

資産合計 169,636 173,689

(負債の部）

流動負債 35,762 38,643

固定負債 12,437 13,120

負債合計 48,199 51,763

(少数株主持分）

少数株主持分 1,020 956

(資本の部）

資本金 13,450 13,450

資本剰余金 11,398 11,398

利益剰余金 100,684 101,637

その他有価証券評価差額金等 394 △87

為替換算調整勘定 △625 △543

自己株式 △4,886 △4,885

資本合計 120,415 120,969

負債、少数株主持分及び資本合計 169,636 173,689

連結損益計算書（要約） 連結貸借対照表（要約）

■ 売上高
当社グループの売上高については、主に水処理装置事業におけ

る売上高が中間期末と期末に集中する傾向があるため、当第1

四半期の売上高は前会計年度と比較すると、四半期ごとの割合

としては低くなっています。

12

■ 売上総利益
当第1四半期の売上総利益率は33.5％で、前会計年度の30.9

％を上回っています。これは、売上高構成比において第1四半

期は相対的に利益率が高い水処理薬品事業の売上高の割合が大

きいことによるものです。

（注）当第１四半期から、四半期ごとの連結業績について情報を開示しています。 （注）当第１四半期から、四半期ごとの連結業績について情報を開示しています。



■ 商 号 栗田工業株式会社 （Kurita Water Industries Ltd.）

■ 本社所在地 東京都新宿区西新宿三丁目4番7号

■ 設立年月日 1949年7月13日

■ 資本金 134億5,075万円（2003年6月30日現在）

■ 従業員数 1,756名（2003年4月1日現在）

■ ホームページアドレス http://www.kurita.co.jp

■ お問い合わせ先 経営企画室企画部広報課
TEL.03-3347-3250
E-mail：ir@kurita.co.jp

会社概要
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取締役および監査役（2003年6月27日現在）

取締役会長 三東　崇秀

代表取締役社長 藤野　　宏　

代表取締役専務 井上　豊昭 管理本部長

常務取締役 三宅　澄雄 アドバンスト・マネジメント事業本部長

常務取締役 石田　拓郎 カスタマー・サービス事業本部長

常務取締役 中村　　寛 生産本部長

常務取締役 齊藤　　浩 経営企画室長

取締役 久松　敏之 アドバンスト・マネジメント事業本部グローバル事業部長

取締役 吉富　和義 カスタマー・サービス事業本部ケミカル第一事業部長

取締役 河内　　透 新事業推進本部長

取締役 出口　智章 研究開発本部長

取締役 森内　和文 アドバンスト・マネジメント事業本部プラント事業部長

取締役 渡邊　佳信 環境事業部長

取締役 小川　　満 管理本部財務経理部長

取締役（非常勤） 松島　　泰

監査役 服部　光伸

監査役 栗田　政彦

監査役（非常勤） 根本　　壽

監査役（非常勤） 由良　数馬

会社情報

注（1）取締役のうち、松島 泰は商法第188条第2項第7号ノ2に定める社外取締役であります。
注（2）監査役 服部光伸および由良数馬は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第1項に定める社外監査役であります。

栗田工業ホームページ



14

広報誌のご紹介

■ アニュアルレポート2003

アニュアルレポート2003は海外の投資家向けに

作成された英文版のディスクロージャー誌です。

2003年3月期決算のご報告や社長からのプレゼン

テーションなど、さまざまなメッセージを盛り込んで

います。

※アニュアルレポート2003は無料です。
※アニュアルレポート2003は英文版のみの発行です。
※在庫がなくなり次第締め切らせていただきます。

■ AQUALOG

「水と環境の先進的マネジメント」を企業ビジョンと

するクリタがお届けするPR誌。AQUALOGは、水

のAQUAと言葉のLOGUEを組み合わせた造語です。

水と人と環境がやさしく語り合う、クリタの理想が込

められています。水と環境がわたしたちに発信するさ

まざまなメッセージを、楽しい話題やリアリティのあ

る写真でお伝えしています。

※AQUALOGは無料です。
※お申し込みいただいた方には定期的（年3回発行）に送付いたします。なお、
No.77（左写真）については在庫がなくなり次第締め切らせていただきます。

■ お申し込み先　　　　経営企画室企画部広報課　　　TEL.03-3347-3250　　　E-mail：ir@kurita.co.jp
　　　　　　　　　　　　 ホームページからもお申し込みいただけます。　　　　　　　http://www.kurita.co.jp

ご希望の方にお届けします。お気軽にお申し込みください。



サービスロゴタイプ 
 

「水と環境の先進的マネジメント」を企業ビジョンに掲げ、実践するクリ
タのサービスロゴタイプには、50年以上にわたって、水と環境について
の技術を極め、社会と産業の発展に貢献し続ける私たちの強い意志と自
信が込められています。 

■決算期 
　3月31日 
 
■定時株主総会 
　6月 
 
■利益配当金受領株主確定日 
　3月31日 
 
■中間配当金受領株主確定日 
　（中間配当を行う場合） 
　9月30日 
 
■基準日 
　3月31日 
　そのほか臨時に必要があるときに
　は、あらかじめ公告いたします。 

■公告掲載新聞 
　日本経済新聞 
 
■名義書換代理人 
　中央三井信託銀行株式会社 
　東京都港区芝三丁目33番1号 
 
■同事務取扱所 
　中央三井信託銀行株式会社証券代行部　
　（証券代行事務センター） 
　〒168-0063 
　東京都杉並区和泉二丁目8番4号 
　電話（03）3323-7111（代表） 
 
■同取次所 
　中央三井信託銀行株式会社全国各支店 
　日本証券代行株式会社本店・支店・出張所 

株券を喪失した場合は公示
催告による除権判決を受け
て再発行する取り扱いであ
りましたが、平成15年4月1
日施行の商法改正により株
券は公示催告制度から除外
され、新たに創設された「株
券失効制度」により株券の再
発行を受けることとなりまし
た。お手続きの詳細につき
ましては、名義書換代理人あ
てにお問い合わせください。 

株主メモ 

■株券失効制度についての 
　お知らせ 
 


