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冷却水ブロー水を回収・再利用することで年間 
52,718m3※の節水を実現しました。
※ 2009年4月1日～2010年3月31日の水道水削減量／2ℓのペットボトルに換算した場合、約2,636万本に相当

新宿新都心地区の冷暖房を一手に担っている株式会社エネルギーアドバンス 
新宿地域冷暖房センター様では、ISO14001の取り組みのなかで水道水使用量の削減を 
重要課題として掲げられています。
この課題解決に向けて、クリタグループでは、冷却水ブロー水を再利用するシステムを 
ご提案しました。

ペットボトル  
年間約2,636万本分 
の節水を実現

サービス事業の拡大・進化

　首都圏などの高層ビルが集中する地域において、冷
暖房や給湯用の蒸気や温水・冷水などを一括で供給する
システムとして地域冷暖房設備があります。この設備の
なかで、冷却塔を循環する冷却水は、蒸発による濃縮が
発生するため、定期的に一定量の水を引き抜き（ブ
ロー）、補給することが必要になります。この蒸発とブ
ローで失った水の補給には多量の水道水が必要で、そ
の削減がお客様の課題となっていました。
　そこで、クリタグループでは、冷却水ブロー水回収シス
テムによる、ブロー水の再利用をご提案しました。このシ

ステムは、回収したブロー水をろ過膜と逆浸透膜により
処理することで再利用できる水につくりかえるものです。
　この装置の導入にあたって、薬品・装置の営業部門、
研究開発部門が一体となって、1年3カ月にも及ぶ実証試
験を繰り返した結果、従来捨てていたブロー水を冷却塔
への補給水として再利用できるようになり、2010年3月
期実績では52,718m3の水道水の節水を実現しました。
都内でも大量に水道水を使用するお客様からは、今回の
提案が環境負荷低減に大きく貢献するものと高い評価を
いただきました。

特集

成果

冷却水ブロー水の71.4%を
回収し、冷却塔への補給水
に再利用。年間52,718m3

の節水を実現

現状分析
冷却水ブロー水を再利用す
ることに着目

クリタの技術
ろ過膜と逆浸透膜を採用し
た冷却水ブロー水回収シス
テムで処理することを提案

実証試験を繰り返し、お客様の環境負荷低減ニーズに最適な仕様を提案

課題
冷却塔で使用する水道水
の使用量の削減

水道水
使用量

削減したい

お客様の課題解決
株式会社エネルギーアドバンス 
新宿地域冷暖房センター様

の場合
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単に製品を売るのではなく、 
サービスを通じてお客様が求める価値を提供します。

　クリタグループは、日々、お客様の声をうかがうことを
通して、お客様が抱える水処理にかかわるさまざまな課
題や具体的なニーズをいち早く見つけ出します。そして、

グループ内に薬品、装
置、メンテナンスといっ
た事業をバランスよく持
つ強みを活かし、お客様
の設備や運転条件などに
適合するようサービスの
質の向上に努めていま

す。このように、幅広い技術とノウハウを組み合わせるこ
とにより、単なるモノの提供にとどまらない付加価値の高
いソリューションを提供することが、クリタグループの目
指すサービス事業です。
　今回ご紹介した事例は、このような取り組みのなかか
ら生まれたソリューションのひとつです。産業のさまざ
まな工程で出る排水を回収し、再利用できるようにする
「水の再生」は、お客様が取り組まれている生産性向上

や環境負荷低減に貢献すると同時に、水資源の確保とい
う社会の要請に応えるものです。
　今後、「産業の水」の分野においては、使用量や利用
方法に至るまでの「水のマネジメント」がますます重要な
意味を持ってきます。クリタグループは、お客様の課題
解決を実現するサービス事業の拡大・進化を通じて、持
続可能な社会の実現に貢献していきます。

クリタの  
強みを活かした  
成果の一例です

クリタグループは、単なる薬品や装置といった製品の販売にとどまらず、 
「薬品、装置、メンテナンス」といった事業をバランスよく持つという強みを活かし、 
付加価値の高いサービスを提供しています。「産業の水」の分野において、 
お客様の課題解決に取り組むことで、持続可能な社会の実現に貢献しています。

サービス
事業売上

※グラフの金額は億円未満を四捨五入して表示しています。

サービス事業売上高拡大目標（億円）
■ 水処理薬品事業　■ 水処理装置事業（サービス）　■ 水処理装置事業（ハード）冷却水ブロー水回収装置
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2010年3月期の業績について
　当社グループをとりまく市場環境は、景気が最悪期を
脱したものの、先行きの不透明感が強く、回復の力強さ
に欠ける厳しい状況でした。国内外のお客様の設備投
資は前年同期に比べ大幅に減少し、工場操業度も期後
半にかけて上昇しましたが、大幅な改善には至りません
でした。このような需要減退の影響を受け、受注高は前
年同期比10.2%減の175,162百万円、売上高は同
10.6%減の178,520百万円となりました。
　一方、利益につきましては、コストダウン・経費削減に取
り組んだ結果、営業利益は前年同期比5.6%減の26,358

百万円となりました。また、当期純利益は特別利益の計上
などにより前年同期比6.1%増の17,288百万円となりま
した。

当期の取り組みについて
　クリタグループは、2009年4月から3カ年の中期経営

営業利益（百万円） 当期純利益（百万円）

株主の皆様におかれましては、 
ますますご清栄のこととお慶び申しあげます。 
2010年3月期（2009年4月1日～2010年3月31日）
の事業概況についてご報告申しあげます。

175,162
178,520195,065

199,706
204,875

208,689

’08/3 ’09/3 ’10/3

26,358

’08/3 ’09/3 ’10/3

30,468
27,935

17,288

’08/3 ’09/3 ’10/3

18,297 16,299

受注高・売上高（百万円）
■■ 受注高　■■ 売上高

※グラフの金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。

代表取締役社長
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計画「MP-11（Make Progress 2011）」をスタートさ
せ、「サービス事業の拡大・進化」と「グローバル事業の
拡大」という重点施策に取り組んでいます。
　当期においては、サービス事業拡大の牽引役である
超純水供給事業が、大型液晶コンビナートの本格稼働に
伴い順調に規模を拡大し、業績に貢献しました。
　また、2009年4月に高機能膜・樹脂精製工場を静岡
事業所内に新設、9月に出荷を開始したほか、開発の成
果として、RO膜（逆浸透膜）関連薬品、アルミ電解コン
デンサー向け電解液噴出防止材、半導体製造プロセス
向け電解硫酸製造装置を市場投入することにより、お客
様に提供する製品・サービスの品質向上と、今後のグ
ローバル展開に向けた布石を打ちました。

今後の展開について
　今後も当社グループは、新たな市場の開拓と新商品の
拡販に取り組んでいきます。このために、2010年4月

1日付で、RO膜関連薬品の拡販に向け、ROケミカルプ
ロジェクト・グループを立ち上げました。また同日付で
水・資源再生プロジェクト部を新設し、クリタの事業分野
である「産業の水」の回収・再利用や水に含まれる有価
物回収の需要開拓をグローバルに目指していきます。
　地域的には、高い成長が見込める中国をはじめとする
東アジアにおいて、電子産業分野でトップシェアを目指
すだけでなく、食品・自動車・紙パルプなど一般産業分
野における展開も図っていきます。

株主・投資家の皆様へ
　株主配当金につきましては、今後の事業展開を勘案する
とともに株主の皆様のご支援にお応えするため、期末の配
当金を前年同期比2円増の19円とし、中間配当金17円と
合わせ、年間で前年同期比2円増の36円とさせていただ
きました。株主の皆様には、日頃のご高配に心からお礼申
しあげるとともに、今後も一層のご支援をよろしくお願い
いたします。

2010年6月
1株当たり当期純利益（円）

売上高 1,950億円
営業利益 295億円
当期純利益 173億円
1株当たり当期純利益 134円47銭

1株当たり配当金（年間） 38円00銭

2011年3月期　連結業績予想

2011年3月期　1株当たり配当金予想

134.4

’08/3 ’09/3 ’10/3

142.2
126.7

1株当たり配当金（年間）（円）

36

’08/3 ’09/3 ’10/3

32
34
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営業成績 ※グラフの金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。

当社グループの当期における連結業績は、国内外の各産業分野における設備投資の減少と期前半における顧
客工場の操業度低迷の影響を受けたことにより、受注高が前年同期比10.2%減の175,162百万円、売上高
は前年同期比10.6%減の178,520百万円となりました。
利益につきましては、減収の影響があったものの、コスト削減強化などに取り組んだことにより、営業利益が
前年同期比5.6%減の26,358百万円、経常利益は前年同期比6.3%減の27,096百万円となり、当期純利益
は特別利益の計上などにより前年同期比6.1%増の17,288百万円となりました。

水処理薬品事業は国内外ともに顧
客工場の操業度低迷の影響を受
け減収となりました。水処理装置
事業も超純水供給事業の増収が
あったものの、顧客設備投資減少
の影響によりハード・メンテナンス
ともに減収となり、全体でも減収
となりました。

売上構成の改善や原価低減に努
めたことにより、売上総利益率が
2.3ポイント改善しました。また、
販売費及び一般管理費を955

百万円削減したことにより、減収
の影響を最小限にとどめました。

営業外収支は244百万円の悪化と
なりましたが、特別損失が前年同
期の2,814百万円から426百万円
に減少したことに加え、当期は
1,507百万円の特別利益を計上し
たことにより、当期純利益は989

百万円の増益となりました。

売上高（百万円） 営業利益（百万円） 当期純利益（百万円）

178,520
199,706204,875

’08/3 ’09/3 ’10/3

30,468

’08/3 ’09/3 ’10/3

26,35827,935

17,288
16,29918,297

’08/3 ’09/3 ’10/3
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財政状態 ※グラフの金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。

設備投資額・減価償却費（有形固定資産）　
当期の有形固定資産への設備投資額は、前年同期から48,209百万円減少し、
7,525百万円となりました。これは主に、大型液晶工場向けの超純水供給事業
用設備への投資が一巡し、水処理装置事業における設備投資額が前年同期の
54,560百万円から6,616百万円へと47,944百万円減少したことによるもの
です。一方、有形固定資産の減価償却費は、主に上記設備の償却開始により、
水処理装置事業を中心に3,924百万円増加しました。
 ※グラフの金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。

7,525
14,840

55,734

10,916
23,305

’08/3 ’09/3 ’10/3

8,486

■■ 設備投資額　■■ 減価償却費 （百万円）

固定資産（百万円）

投資有価証券が4,831百万円増加
したものの、前年同期までの大型
設備投資による減価償却費の計上
額が設備投資額を上回ったため、
有形固定資産が9,563百万円減少
し、固定資産合計では前期末に比
べ4,394百万円減少しました。

純資産（百万円）

利益剰余金が当期純利益の計上
などにより、12,925百万円増加
したことに加え、投資有価証券の
時価上昇などにより評価・換算差
額等が2,381百万円増加したた
め、純資産合計は前期末に比べ、
15,313百万円増加しました。

連結キャッシュ・フロー（百万円）

営業活動により得られた資金は主
に、税金等調整前当期純利益と減
価償却費です。投資活動に使用し
た資金は主に、有価証券扱いとな
る譲渡性預金の増加や超純水供
給事業用設備等の有形固定資産
の取得によるものです。

’10/3末残高
20,590

その他
893

’09/3末残高
25,262

営業活動による
キャッシュ・フロー
   43,644

投資活動による
キャッシュ・フロー

△44,350

財務活動による
キャッシュ・フロー
△4,859

142,323

’08/3 ’09/3 ’10/3

109,935

146,717

193,939
178,626171,061

’08/3 ’09/3 ’10/3
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水処理薬品事業
　当社グループは、国内・海外ともにグループ内の連携を強
化した営業展開を図るとともに、生産性向上・環境負荷低減
といった顧客の課題を解決する提案営業を推進したほか、
RO膜（逆浸透膜）水処理薬品をはじめ新商品の開発・拡販
に努めました。
　受注高・売上高については、国内顧客工場の操業度回復
に力強さがなく、主力商品をはじめ全般的に減少し、海外に
おいても、世界的な景気低迷の影響を受け減少となりまし

た。利益については、原価
低減と経費削減に努めた結
果、営業利益は前年同期比
2.9%減となりました。

水処理装置事業
　電子産業分野では、超純
水供給事業が新規設備の売
上寄与により大幅に増収と
なりました。超純水製造装
置については、国内電子産
業全般における設備投資の
低迷により、国内の受注が減少した一方、海外では、液晶関
連を中心に受注が大幅に増加しました。また、一般産業分野
では、水処理装置が顧客の設備投資減少の影響を受け、受
注が減少しました。メンテナンス・サービスは、顧客工場の
操業度低迷とメンテナンス頻度の低下により、受注が減少し
ました。受注高と同様に売上高も減少しましたが、原価低減
と経費削減に努めた結果、営業利益は前年同期比6.8%減
となりました。

受注高（百万円） 売上高（百万円） 営業利益（百万円）

セグメント別業績　■ 水処理薬品事業　■  水処理装置事業　※グラフの金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。

26,358
30,468

18,181
20,939

8,1778,4179,525

’08/3 ’09/3 ’10/3

27,935

19,517

※ 営業利益合計は、「消去又は全社」を含めて表示し
ています。

195,065
208,689

121,791136,595149,659

53,37058,47059,029

’08/3 ’09/3 ’10/3

175,162
199,706204,875

124,777
141,374146,228

53,74358,33158,646

’08/3 ’09/3 ’10/3

178,520
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当期
（2010年3月31日）

前期
（2009年3月31日）

資産の部
流動資産 109,297 98,689
　現金及び預金 16,363 26,061
　受取手形 5,393 8,284
　売掛金 49,975 52,113
　有価証券 28,500 1,033
　たな卸資産 5,121 7,149
　その他 3,942 4,047
固定資産 142,323 146,717
　有形固定資産 116,500 126,063
　　建物及び構築物（純額） 36,541 40,220
　　機械装置及び運搬具（純額） 51,742 50,942
　　その他（純額） 28,215 34,900
　無形固定資産 2,173 2,285
　投資その他の資産 23,649 18,368
資産合計 251,620 245,406

当期
（2010年3月31日）

前期
（2009年3月31日）

負債の部
流動負債 38,592 47,935
　支払手形 1,198 1,820
　買掛金 15,632 17,010
　その他 21,762 29,105
固定負債 19,088 18,844
　リース債務 6,925 7,183
　退職給付引当金 9,465 8,644
　その他 2,696 3,017
負債合計 57,680 66,779
純資産の部
株主資本 192,738 179,821
評価・換算差額等 △149 △2,530
少数株主持分 1,350 1,335
純資産合計 193,939 178,626
負債純資産合計 251,620 245,406

当期
（2009年4月１日～

2010年3月31日）
前期

（2008年4月１日～
2009年3月31日）

売上高 178,520 199,706
売上原価 117,221 135,874
売上総利益 61,299 63,831
販売費及び一般管理費 34,941 35,896
営業利益 26,358 27,935
営業外収益 1,006 1,183
営業外費用 268 200
経常利益 27,096 28,917
特別利益 1,507 –
特別損失 426 2,814
税金等調整前当期純利益 28,178 26,103
法人税等 10,817 9,529
少数株主利益 72 273
当期純利益 17,288 16,299

当期
（2009年4月１日～

2010年3月31日）
前期

（2008年4月１日～
2009年3月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー 43,644 33,658
投資活動によるキャッシュ・フロー △44,350 △32,922
財務活動によるキャッシュ・フロー △4,859 △4,713
現金及び現金同等物に係る換算差額 832 △1,119
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,732 △5,097
現金及び現金同等物の期首残高 25,262 30,360
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 60 –
現金及び現金同等物の期末残高 20,590 25,262

詳細は当社ホームページでご確認ください
URL　http://www.kurita.jp/

※Yahoo!® JapanやGoogle™などの検索サイトからアクセスすることができます。

検索

連結貸借対照表（要旨） （単位：百万円）

連結損益計算書（要旨） （単位：百万円） 連結キャッシュ・フロー計算書（要旨） （単位：百万円）

※金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。
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提供番組情報
　2010年4月よりテレビ朝日（およびBS朝日）で、当社が提供するミニ枠テレビ番組『水

みずいろ

彩物
ものがたり

語』の放映が始ま
りました。『水彩物語』は、日本各地の川、湖、湧水などの水と風景が最も印象的に見える瞬間を、毎回一色の「日本の
色」になぞらえて紹介する5分間（本編は2分間）の自然紀行番組です。その瞬間・その場所でしか見ることができない
水の「色」を美しい映像で表現しています。是非一度ご覧ください。

水のクリタのうまい水
　株主の皆様へ優待制度として贈呈している「水

のクリタのうまい水」のご紹介です。
　南アルプスの伏流水を原水に、独自の技術でミネラルバ
ランスを調整することにより、硬水独特の癖をなくし、飲み
やすく、おいしい水をつくりました。また、非加熱完全無
菌パックなので安全・安心です。さらにゴミの少ないフィル
ムパッケージ仕様となっており、宅配システムでお届けす
るので重い荷物を運ぶ手間もかかりません。
　大自然が育んだ名水を、よりおいしく安全に仕上げた味
わいをご家庭でお楽しみください。

放映時間

テレビ朝日（関東エリア） 毎週土曜日17：55～18：00
 BS朝日 毎週土曜日25：55～26：00

（毎週日曜日 1：55～ 2：00）

番組オープニング映像

放送時間帯では、当社
CM「自然篇（右）」「文
明篇（左）」をご覧いた
だけます。

冷蔵庫の扉ポケットにすっぽりと納まる
専用のパックスタンド付なので、とても便利です。

クリタ株主通信　 2 0 1 09
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株主優待制度のご紹介
株主の皆様のご支援にお応えするとともに、より多くの皆様に 
クリタグループを一層ご理解・ご支援いただきたいとの思いから、
「株主優待制度」を実施しております。

対象株主様
毎年3月31日現在、当社株式を100株以上所有していただいて
いる株主様を対象といたします。

優待内容
以下のとおり、ご所有株式数に応じて当社子会社のクリタック株式
会社が販売しております「水のクリタのうまい水」を贈呈いたします。
●当社株式　100株以上1,000株未満ご所有の株主様

1セット（18リットル）
●当社株式　1,000株以上10,000株未満ご所有の株主様

2セット（36リットル）
●当社株式　10,000株以上ご所有の株主様

6セット（108リットル）

優待ご案内時期
毎年6月初旬に株主優待のご案内書と申込書をご送付いたします。

優待品お届け時期
申込書にお届け先をご記入のうえ返送していただき、受付順にて
お届けいたします。

お問合わせ先
管理本部 総務部 総務課　TEL.03-3347-3180

会社概要（2010年3月31日現在）

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

従業員数 1,491名（連結4,445名）

ホームページアドレス http://www.kurita.co.jp/

お問合わせ先 経営企画室 企画部 広報課 
TEL.03-3347-3250

取締役および監査役（2010年6月29日現在）

取締役会長 藤野　　宏
代表取締役社長 齊藤　　浩
代表取締役専務 森内　和文
常務取締役 出口　智章
常務取締役 佐伯　哲男
常務取締役 梶井　　馨
取締役 甲斐　哲郎
取締役 竹田　慈明
取締役 飯岡　光一
取締役 前田　平樹
取締役 依田　元之
取締役 伊藤　　潔
取締役 早田　憲之
監査役 石坂　　徹
監査役 葛生　知明
監査役（非常勤） 宇多　民夫

（注）1.  取締役のうち、早田憲之氏は会社法第2条第15号に定める
社外取締役です。

 2.  監査役のうち、葛生知明、宇多民夫の両氏は、会社法第2条
第16号に定める社外監査役です。

クリタ株主通信　 2 0 10 10
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事業年度 毎年4月1日～翌年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 9月30日 
（中間配当を行う場合）
基準日  3月31日

公告掲載新聞 日本経済新聞
株主名簿管理人および 中央三井信託銀行株式会社 
特別口座管理機関 東京都港区芝三丁目33番1号
同ご照会先 中央三井信託銀行株式会社 
　（郵便物送付先） 証券代行部（証券代行事務センター） 
　（電話照会先）  〒168-0063 

東京都杉並区和泉二丁目8番4号 
フリーダイヤル　0120-78-2031 
（受付時間：平日9：00～17：00）

 ホームページアドレス
  http://www.chuomitsui.co.jp/person/p_06.html

同取次窓口  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および全国各支店

諸手続きお問合わせ先
・  住所変更、単元未満株式の買取等のお申出先について
 株主様の口座のある証券会社にお申出ください。
  なお、証券会社等に口座がないため特別口座が開設されました株主様は、特
別口座の口座管理機関である中央三井信託銀行株式会社にお申出ください。

・  未払配当金の支払いについて
  株主名簿管理人である中央三井信託銀行株式会社にお申出ください。

「配当金計算書」について
  配当金お支払いの際にご送付しております「配当金計算書」は、租税特別措置
法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。確定申告を行う際は、その
添付資料としてご使用いただくことができます。

  ただし、株式数比例配分方式をご選択いただいている株主様につきましては、
源泉徴収税額の計算は証券会社等にて行われます。確定申告を行う際の添付
資料につきましては、お取引の証券会社にご確認をお願いします。

  なお、配当金領収証にて配当金をお受取りの株主様につきましても、本年より
配当金のお支払いの都度「配当金計算書」を同封させていただいております。
確定申告をされる株主様は大切に保管ください。

株式の状況（2010年3月31日現在）
発行可能株式総数 531,000,000株
発行済株式の総数 132,800,256株
株主数 35,435名

所有者別株式分布状況（2010年3月31日現在）
持株数
（千株）

持株比率
（%）

金融機関 44,592 33.6
証券会社 1,679 1.3
その他国内法人 16,938 12.8
外国人 48,378 36.4
個人 17,060 12.8
自己株式 4,148 3.1
※1 千株未満を切り捨てて表示しています。
※2 上記以外に政府・地方公共団体が2千株保有しています。

大株主
株主名 持株数

（株）
持株比率
（%）

伊藤忠商事（株） 7,448,000 5.60
日本生命保険（相） 7,284,283 5.48
日本トラスティ・サービス信託銀行（株）（信託口） 6,156,100 4.63
東京海上日動火災保険（株） 4,311,526 3.24
栗田工業（株） 4,148,311 3.12
ピクテアンドシーヨーロッパエスエー 3,517,700 2.64
日本マスタートラスト信託銀行（株）（信託口） 3,190,400 2.40
（株）三菱東京UFJ銀行 2,936,131 2.21
みずほ信託銀行（株）退職給付信託伊藤忠商事口 
再信託受託者資産管理サービス信託銀行（株） 2,820,000 2.12

アールビーシーデクシアインベスターサービスバンクアカウントルクセンブルグ
ノンレジデントドメスティックレート 2,191,240 1.65

この冊子は、適切に管理された森林を使用したFSC認証紙に、大豆油インクを使用して印刷しています。

2010年2009年

株価および出来高の推移（2010年3月31日現在）
株価（円）

出来高（千株）
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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。

株式情報／株主メモ


