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新中期経営計画がスタートしました



2012年3月期の業績について
当期における経済環境は、国内におきましては、企業

の生産活動は東日本大震災の影響からほぼ回復したもの
の、円高の進行やタイの洪水により、景気は総じて足踏
み状態で推移しました。また海外におきましては、新興
国が牽引役となり景気の拡大は継続しましたが、欧州債
務危機の影響により、世界経済の先行きは不透明感が強
まりました。
このような状況下、当社グループは、被災されたお客
様の復旧支援に注力するとともに、国内外におけるグルー
プ間の連携強化により収益の拡大に努めました。
当期における連結業績は、受注高が前期比8.4%増の

197,256百万円となり、売上高が同6.9%増の193,792
百万円となりました。利益につきましては、営業利益が前

期比8.3%増の29,382百万円、当期純利益は同3.4%減
の16,548百万円となりました。

当期の取り組みと成果について
中期経営計画「MP-11（Make Progress 2011）」の
最終年度にあたる当期におきましては、「サービス事業
の拡大・進化」と「グローバル事業の拡大」を重点施策と
してさまざまな取り組みを行ってまいりました。「サービ
ス事業の拡大・進化」につきましては、国内メンテナンス
事業が、工場の節水や省エネルギー提案により、お客様
の生産性向上や環境負荷低減ニーズに応え、業績を伸ば
しました。また、「グローバル事業の拡大」につきまして
は、水処理薬品事業におきまして、アジア地域を中心に
事業を拡大したほか、ブラジルにおけるグループ会社が

代表取締役社長　中井稔之

社長メッセージ

株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り、
厚くお礼申しあげます。2012年3月期（2011年
4月1日〜2012年3月31日）の事業概況について
ご報告申しあげます。
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新工場を稼働させ、今後の需要拡大に備えました。さらに
水処理装置事業では、電解硫酸製造装置が海外の大手半
導体メーカーから高い評価を受け、プラントの大型案件獲
得に貢献しました。

新中期経営計画がスタート
2012年4月より、3カ年の新中期経営計画「TA-14

（Take Action 2014）」をスタートさせました。基本テー
マを「実行と進化」とし、国際競争を勝ち抜き持続的な成
長を実現するグループへの進化を目指します。
海外事業におきましては、事業基盤強化に必要な投資

を積極的に行い、「薬品」「ハード」「メンテナンス」という
3つの機能を持つクリタの強みを最大限に発揮することに
より、飛躍的な事業拡大を目指します。また国内事業にお

きましては、グループが一体となって最適なソリューション
を提供することによりお客様の信頼を獲得し、市場シェア
の拡大を図ります。

株主の皆様へ
株主配当金につきましては、今後の事業展開を勘案の
上、株主の皆様のご支援にお応えするため、期末配当金
を20円とし、中間配当金20円と合わせ年間で前期比2円
増の40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を申しあ

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。

2012年6月

代表取締役社長

当期
2011年4月1日～
2012年3月31日

前期比
前期

2010年4月1日～
2011年3月31日

受注高 197,256 8.4％増 181,951

売上高 193,792 6.9％増 181,234

営業利益 29,382 8.3％増 27,131

経常利益 30,369 7.9％増 28,158

当期純利益 16,548 3.4％減 17,138

1株当たり配当金 40円 2円増 38円

※金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。

連結業績ハイライト （単位：百万円）
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2012年4月、クリタは新たな3カ年（2013年3月期〜2015年3月期）の
中期経営計画「TA-14（Take Action 2014）」をスタートさせました。
「実行と進化」を基本テーマに持続的成長を目指す
クリタの取り組みについてお伝えします。

基本テーマは「実行と進化」
新中期経営計画では、基本テーマを「実行と進化」と定め

ました。これは、クリタが「国際競争を勝ち抜くグループ」に
成長・進化するために、力強く行動していくという意志を表
したものです。

2015年3月期の業績目標としては、売上高2,350億円、
営業利益360億円を目指します。また海外売上高比率につ
いて、2012年3月期の15.1％から27.4％に高める目標とし
ました。経営環境が大きく変化するなか、他社にない事業
推進力を活かし、グローバルに持続的な成長を目指します。

特集

新中期経営計画　「TA-14（Take Action 2014）」

飛躍に向けてグループ力を結集
クリタの強みは、「薬品」「ハード」「メンテナンス」という

3つの機能をバランス良く併せ持つことです。これらを有
機的に融合させることにより、国内の収益基盤をしっかり
固めるとともに、海外での事業拡大をスピーディーに実行
していきます。
国内における収益基盤の強化については、付加価値の高

い商品・技術・サービスの提供と、3つの機能の融合から生み
出される総合力を活かし、お客様の生産性向上や環境負荷低
減といった恒久的課題に対してグループ一体となって最適な

連 結
受注高 2,400

売上高 2,350

営業利益 360
営業利益率 15.3%
経常利益 365
経常利益率 15.5%

当期純利益 220

海外売上高比率 27.4%

業績目標（売上高の推移） （億円）
※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。

2015年3月期業績目標

 水処理装置事業　  水処理薬品事業

（単位：億円）

MP-11 TA-14

0
’10/3

537

1,248

1,785

’11/3

567

1,245

1,812

’12/3

564

1,373

1,938

’13/3
  計画

593

1,407

2,000

’15/3
  計画

690

1,660

2,350

1,000

2,000
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ソリューションを提供していきます。これにより、お客様から
の信頼獲得と市場シェアの向上を目指します。
海外における事業拡大については、中国・韓国・台湾で

の電子産業や東南アジアの幅広い産業を対象に、プラントに
よる事業規模の飛躍的な拡大を図ります。そして、これに続
くメンテナンスの獲得やケミカル事業の拡大により持続的な
収益の確保を目指します。そのために必要となる事業基盤、
すなわちサービス向上のための高度分析設備などへの投資
や人員の増強・人材育成を重点的に行い、現地のお客様の
ニーズにきめ細かく対応できる体制を整えます。また、大き
な市場である欧米地域においても、販売ネットワークの拡充
や優れた技術・商品獲得のためのアライアンスを模索しなが
ら、事業拡大のチャンスを追求していきます。

成長を支える体制
グローバルな成長を目指す上で、優位性のある新商品や
新技術の開発は欠かせません。クリタは開発面でも、膜・生
物処理・ポリマー・高度分析などの基盤技術を強化するとと
もに、国内外のお客様の課題解決に貢献する新商品・新技

術のスピーディーな開発に取り組みます。また同時に、水・
エネルギー・食糧問題の解決に貢献する新事業の創出にも
取り組んでいきます。
新中期経営計画では、経営管理機能の強化にも取り組み

ます。社会の要請に応じたガバナンスや内部統制の強化、
海外各地域の商習慣に応じたリスクマネジメント・コンプラ
イアンスの強化、知的財産リスクへの対応など、事業の積極
展開に伴うリスクへの対応もグループ全体で強化し、成長を
支える体制の整備に努めていきます。

グローバルな課題の解決に貢献
世界経済の成長を牽引する新興国において、水資源の確

保は深刻な問題となりつつあります。また先進諸国におい
ても、環境負荷の低減は喫緊の課題です。こうした課題に
対してクリタは、新たな3カ年においてもグループの総合力
を活かし、「水の回収・再利用」をはじめ水の最適なマネジ
メントを提案し続け、グローバルな課題の解決に貢献するこ
とを目指します。

飛
躍
的
か
つ

持
続
的
な
事
業
拡
大

海
外
事
業
基
盤
強
化
に

必
要
な
投
資

海外事業の飛躍的な拡大と持続的な収益の確保

メンテ
ナンス

薬品

ハード グループの総合力

水・エネルギー・食糧問題に
貢献する新商品・新事業の創出

国内事業での圧倒的信頼と
シェア拡大

3年後のあるべき姿

海外事業の飛躍的拡大
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2012年3月期 連結業績のご報告

■ 設備投資額　■ 減価償却費

16,548

’10/3 ’11/3 ’12/3

17,288 17,138

126,156

144,985

’10/3末 ’11/3末 ’12/3末

109,297 117,852

251,620 253,298
271,141

142,323 135,446

42,358
251,620

18,781

210,002

’10/3末 ’11/3末 ’12/3末

38,592 34,771

19,088

193,939

19,175

199,351

253,298
271,141

■ 固定資産　■ 流動資産　■■ 資産合計

■ アジア　■ 北米　■ 欧州　■ その他

■ 純資産　■ 固定負債　■ 流動負債　■■■ 負債純資産合計

連結業績等 ※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。
当期純利益（百万円） 資産（百万円） 負債・純資産（百万円）

19,825

その他
△176

10,834

28,282

投資活動による
キャッシュ・フロー

△13,507
財務活動による
キャッシュ・フロー
△5,607

現金及び
現金同等物の
’12/3末残高現金及び

現金同等物の
’11/3末残高

営業活動による
キャッシュ・フロー

’10/3 ’11/3 ’12/3

36
38

40

7,721

15,41014,840

7,525

15,375

5,469

’10/3 ’11/3 ’12/3

連結キャッシュ・フロー（百万円） 設備投資額・減価償却費（百万円） 1株当たり配当金（年間）（円）

事業別 地域別

海外事業（事業別・地域別売上高） （億円）　※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。

293 115178

水処理薬品事業 水処理装置事業

293

264

190
134 16 14 26

192 28 13 31

225 23 14 30

’10/3

’11/3

’12/3
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受注高・売上高につ
いては、国内では、超
純水供給事業がお客様
工場の操業度低下の影
響により微減となったも
のの、震災復旧関連需
要等により電力向け水処理装置が大幅に増加したほか、食
品等の分野においてメンテナンス・サービスが装置の改造を
中心に増加しました。海外では、大手半導体メーカー向けに
超純水製造装置や電解硫酸製造装置が増加しました。
この結果、このセグメントの受注高は前期比12.2%増、売
上高は同10.3%増、営業利益は同18.2%増となりました。

セグメント別業績の推移 ※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。
営業利益（百万円）受注高（百万円）

197,256

56,748

’10/3 ’11/3 ’12/3

175,162 181,951

53,370 56,714

140,507
121,791 125,237

193,792

56,443

137,348

’10/3 ’11/3 ’12/3

178,520 181,234

53,743

124,777

56,735

124,499

29,382

9,268

20,127

’10/3 ’11/3 ’12/3

26,358 27,131

8,177

18,181

10,099

17,032

売上高（百万円）

■ 水処理薬品事業　■ 水処理装置事業 ■ 水処理薬品事業　■ 水処理装置事業 ■ 水処理薬品事業　■ 水処理装置事業
注） 営業利益合計は、「消去又は全社」を調整の
上表示しています。

受注高・売上高については、国内では震災によるお客様
工場の操業度低下の影響があり、ボイラ薬品・冷却水薬品・
紙パルプ向けや石油化学向けプロセス薬品といった主力商
品が減少した一方、震災対応等により薬品注入装置などが
増加したほか、RO膜処理向け薬品が増加しました。海外で
は新興国を中心とした生産活動の伸びにより、冷却水薬品を
はじめ主力商品が増加しました。

この結果、このセグメント
の受注高は前期比0.1%増、
売上高は同0.5%減、営業利
益は同8.2%減となりました。

セグメント別ハイライト

水処理薬品事業 水処理装置事業売上高 56,443百万円（前期比0.5%減）
営業利益 9,268百万円（前期比8.2%減）

売上高 137,348百万円（前期比10.3%増）
営業利益 20,127百万円（前期比18.2%増）
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当期
（2012年3月31日現在）

前期
（2011年3月31日現在）

資産の部
流動資産 144,985 117,852

　現金及び預金 28,902 35,073

　受取手形 7,045 5,983

　売掛金 59,311 47,257

　有価証券 40,500 20,000

　たな卸資産 5,522 5,480

　その他 3,702 4,057

固定資産 126,156 135,446

　有形固定資産 98,368 106,608

　　建物及び構築物（純額） 29,090 32,252

　　機械装置及び運搬具（純額） 44,882 48,917

　　その他（純額） 24,395 25,438

　無形固定資産 1,683 1,939

　投資その他の資産 26,103 26,897

資産合計 271,141 253,298

当期
（2012年3月31日現在）

前期
（2011年3月31日現在）

負債の部
流動負債 42,358 34,771

　支払手形 1,701 1,402

　買掛金 19,620 15,058

　その他 21,035 18,310

固定負債 18,781 19,175

　リース債務 6,191 6,535

　退職給付引当金 10,335 9,936

　その他 2,254 2,704

負債合計 61,139 53,946

純資産の部
株主資本 211,776 200,191

その他の包括利益累計額 △ 2,884 △2,148

少数株主持分 1,110 1,308

純資産合計 210,002 199,351

負債純資産合計 271,141 253,298

当期

（2011年4月１日～
2012年3月31日）

前期

（2010年4月１日～
2011年3月31日）

売上高 193,792 181,234

売上原価 127,905 118,573

売上総利益 65,886 62,660

販売費及び一般管理費 36,503 35,528

営業利益 29,382 27,131

営業外収益 1,219 1,303

営業外費用 232 276

経常利益 30,369 28,158

特別利益 139 ー
特別損失 831 314

税金等調整前当期純利益 29,676 27,844

法人税等 13,042 10,583

少数株主利益 86 121

当期純利益 16,548 17,138

当期

（2011年4月１日～
2012年3月31日）

前期

（2010年4月１日～
2011年3月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー 28,282 29,796

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 13,507 △30,169

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 5,607 △9,032

現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 176 △397

現金及び現金同等物の増減額 
（△は減少） 8,991 △9,802

現金及び現金同等物の期首残高 10,834 20,590

新規連結に伴う現金及び 
現金同等物の増加額 ̶ 46

現金及び現金同等物の期末残高 19,825 10,834

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。

2012年3月期 連結業績のご報告
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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（18ℓ）
●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（36ℓ）
●当社株式　10,000株以上ご所有の株主様

6セット（108ℓ）

優待ご案内時期
毎年6月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上、ご返送ください。受付順にてお
届けいたします。

お問合わせ先
株主優待事務局　TEL.03-3347-3311

クリタのRO膜（逆浸透膜）処理向けのスライム＊1コント
ロール剤「クリバーターIK-110」が、飲料水に関する国際
的な安全衛生規格であるNSF＊2の認証を取得しました。

RO膜は半導体や液晶の製造に必要な超純水製造装置
や、海水を飲み水にする淡水化施設、各種工場における排
水回収・リサイクルなどの幅広い分野で使用されています。
今回、NSF認証を取得したのは、RO膜の表面に付着したス
ライムを剥離させる機能を利用した新しいタイプの製品で
す。安全性の高い素材を使用していることから、RO膜装置

を稼働させたまま効果を発揮できるスライムコントロール剤
として、世界で初めてNSF認証を取得しました。安全性と
RO膜装置の連続運転を両立させ、装置の効率的な稼働と
維持・管理コストの低減を実現します。
クリタでは、海水淡水化施設をはじめ、飲料・食品工場な

ど幅広いニーズへの拡販を進めていきます。
＊1  スライム：水中の細菌や藻類など微生物により形成された汚濁物。
＊2   NSF：NSF（NSFインターナショナル）は、公衆安全衛生に関する国際的な第三者認

証機関であり、飲料水、食品にかかわる安全衛生規格に基づく製品認証やマネジメン
トシステムの審査・登録などを行っています。飲料水処理薬品は、NSF規格「ANSI 
Standard 60（Drinking Water Treatment Chemicals）」に分類されています。

「RO膜処理向け 水処理薬品」がNSF認証を取得

トピックス

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。

株主優待
制度の
ご紹介
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会社概要（2012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 1,521名（連結4,555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（2012年6月28日現在）

代表取締役社長 中井　稔之

代表取締役専務 森内　和文

常務取締役 佐伯　哲男

常務取締役 梶井　　馨

常務取締役 竹田　慈明

取締役 甲斐　哲郎

取締役 前田　平樹

取締役 依田　元之

取締役 伊藤　　潔

取締役 名村　生人

取締役 黒川　洋一

取締役 早田　憲之

監査役 葛生　知明

監査役 林　　史郎

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。

グループネットワーク

当社および子会社27社の合計28社で構成されており、
全国を網羅する販売・サービス網により、水処理に関する
商品・技術・サービスを幅広く提供しています。

子会社13社および関連会社1社の合計14社で構成され
ており、グローバル事業の拡大に向けて世界各地域で事
業を展開しています。

クリタ・ビルテック株式会社
クリタ・ケミカル北海道株式会社
クリタ・ケミカル関東株式会社
クリタ・ケミカル北陸株式会社
クリタ・ケミカル東海株式会社
クリタ・ケミカル関西株式会社
クリタ・ケミカル山陽株式会社
クリタ・ケミカル西日本株式会社
クリタ・ケミカル大分株式会社
クリタ・ケミカル熊本株式会社
クリタ・ビーエムエス株式会社
クリタ・ケミカル製造株式会社

クリタ・ド・ブラジルLTDA.
クリタ・ヨーロッパGmbH
クリタ-GKケミカルCo., Ltd.
クリタ（シンガポール）Pte. Ltd.
P.T. クリタ・インドネシア
韓水Ltd.
クリタ（タイワン）Co.,Ltd.
栗田工業（大連）有限公司
クリタ・ウォーター 
（マレーシア）Sdn.Bhd.

株式会社クリタス
栗田エンジニアリング株式会社
三善工業株式会社
クリテックサービス株式会社
サンエイ工業株式会社
日本ファイン株式会社
サン化工株式会社
アオイ工業株式会社
クリタ明希株式会社
クリタック株式会社
ランドソリューション株式会社
クリタ分析センター株式会社

クリテック・シンガポール 
Pte.Ltd.
栗田工業（蘇州）水処理 
有限公司
栗田超純水設備（上海） 
有限公司
韓水テクニカルサービスLtd.
クリタ・アメリカInc.

国　内

海　外

主な子会社

子会社および関連会社
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お客様の信頼を獲得する 

ソリューションを提供
2011年、クリタは、栗田工業（蘇

州）水処理有限公司に水分析チームを
設置し、現地での質の高いサービス体
制を構築することで、多様化するお客
様のニーズに対応しています。巨大市
場「中国」での成長の鍵は、現地のお
客様の信頼を獲得することです。クリ
タグループでは、新中期経営計画
「TA-14」のもと、現地のお客様の
ニーズに的確かつ柔軟に対応できるよ
うナショナルスタッフの増員や人材育
成に注力し、事業基盤をさらに強化し
ていきます。
クリタは、中国現地法人3社がグ
ループ力を結集することによって、
「薬品」「ハード」「メンテナンス」が融
合したソリューションを幅広い産業に
展開し、クリタにしかできないサービ
スで中国における成長を実現していき
ます。

グローバル事業の中核をなす 

中国市場
中国では、急速な経済成長とともに、

水不足や水質汚染などの環境問題が表
面化しており、排水処理や水の再利用
などへのニーズも高まっています。
クリタは、1995年、成長著しい中国
に水処理薬品の製造・販売会社とし
て、栗田工業（大連）有限公司を設立
して以来、鉄鋼や石油化学・紙パル
プ・電子・自動車など幅広い分野で冷
却水薬品やプロセス薬品を提供してき
ました。クリタの強みである「薬品」
「ハード」「メンテナンス」の総合力を
発揮するために、2001年には上海に
水処理装置の販売やメンテナンスを行
う栗田超純水設備（上海）有限公司
を、2004年には、蘇州に水処理装置
の製造・販売を行う栗田工業（蘇州）
水処理有限公司を設立し、業容を拡大
しサービス体制を強化しています。

海外事業所紹介

栗田工業（大連）有限公司（1）

設立 1995年5月
主要業務 水処理薬品の製造・販売
資本金 550百万円
従業員数 115名（2012年3月31日）
所在地 大連市大連経済技術開発区

栗田工業（蘇州）水処理有限公司（2）

設立 2004年5月
主要業務 水処理装置の製造・販売
資本金 100百万円
従業員数 93名（2012年3月31日）
所在地 蘇州市蘇州新区

栗田超純水設備（上海）有限公司（3）

設立 2001年12月
主要業務 水処理装置の 

メンテナンスおよび 
小型装置の販売

資本金 30百万円
従業員数 41名（2012年3月

31日）
所在地 上海市浦東新区

中国でグループ力を発揮する現地法人3社

クリタ株主通信 2012年3月期 10



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 三井住友信託銀行株式会社 
特別口座管理機関 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 
　（電話照会先）  フリーダイヤル　0120-782-031 

（受付時間：平日9：00～17：00）

　（郵便物送付先）  〒168-0063 
東京都杉並区和泉二丁目8番4号 
三井住友信託銀行株式会社証券代行部

同取次窓口  三井住友信託銀行株式会社全国各支店

諸手続きお問合わせ先（住所変更、単元未満株式の買取請求、未払配当金の照会等）
・  証券会社の口座に記録された株式の場合
 株主様の口座のある証券会社にお申出ください。
  ただし、未払配当金の照会については、三井住友信託銀行株式会社（株主名
簿管理人）にお申出ください。

・  特別口座に記録された株式の場合 
  三井住友信託銀行株式会社（株主名簿管理人および特別口座管理機関）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。

株式の状況（2012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 38,108名

所有者別株式分布状況（2012年3月31日現在）
持株数※

（千株）
持株比率
（%）

金融機関 41,315 31.1
証券会社 1,982 1.5
その他国内法人 18,296 13.8
外国人 46,895 35.3
個人 18,167 13.7
自己株式 6,140 4.6
※ 千株未満を切り捨てて表示しています。

大株主（2012年3月31日現在）

株主名 持株数
（株）

持株比率
（%）

伊藤忠商事（株） 7,448,000 5.60
日本トラスティ・サービス信託銀行（株）（信託口） 7,431,500 5.59
日本生命保険（相） 6,644,283 5.00
栗田工業（株） 6,140,839 4.62
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

日本マスタートラスト信託銀行（株）（信託口） 2,768,800 2.08
東京海上日動火災保険（株） 2,586,926 1.94
ピクテアンドシーヨーロッパエスエー 2,444,700 1.84
（株）三菱東京UFJ銀行 2,056,131 1.54
アールビーシー デクシア インベスター サービシーズ 
トラスト，ロンドン レンディング アカウント 2,024,730 1.52

この冊子は、適切に管理された森林由来のFSC™認証紙に、植物油インキを使用して印刷しています。
2012年2011年

株価および出来高の推移
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


