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連結業績推移
(単位：百万円）

Ｈ16年度 H17年度 H18年度

上期実績 通期実績 上期実績 通期計画 通期実績 上期計画 通期計画前年同期比 前年同期比 前年同期比 前年同期比 前年同期比 前年同期比

増減率 増減率 増減率 増減率 増減率 増減率

受注高 84,651 +6,454 +8.3% 171,334 +21,599 +14.4% 90,407 +5,756 +6.8% 186,500 183,910 +12,576 +7.3% 92,800 +2,393 +2.6% 187,000 +3,090 +1.7%

薬　品 26,246 +2,033 +8.4% 52,120 +4,604 +9.7% 27,213 +967 +3.7% 54,800 53,903 +1,783 +3.4% 28,400 +1,187 +4.4% 55,700 +1,797 +3.3%

装　置 58,404 +4,420 +8.2% 119,213 +16,995 +16.6% 63,194 +4,790 +8.2% 131,700 130,007 +10,794 +9.1% 64,400 +1,206 +1.9% 131,300 +1,293 +1.0%

売上高 71,170 +6,589 +10.2% 160,896 +14,077 +9.6% 72,499 +1,329 +1.9% 175,000 173,683 +12,787 +7.9% 85,700 +13,201 +18.2% 190,000 +16,317 +9.4%

薬　品 24,760 +1,115 +4.7% 50,637 +3,195 +6.7% 26,521 +1,761 +7.1% 54,500 54,549 +3,912 +7.7% 27,600 +1,079 +4.1% 55,600 +1,051 +1.9%

装　置 46,409 +5,473 +13.4% 110,259 +10,882 +11.0% 45,978 -431 -0.9% 120,500 119,133 +8,874 +8.0% 58,100 +12,122 +26.4% 134,400 +15,267 +12.8%

　（原価率） (67.5%) (-0.1) (69.7%) (+0.6) (69.6%) (+2.1) (70.2%) (70.6%) (+0.9) (69.5%) (-0.1) (70.5%) (-0.1)

売上総利益 23,130 +2,187 +10.4% 48,819 +3,433 +7.6% 22,035 -1,095 -4.7% 52,200 51,052 +2,233 +4.6% 26,100 +4,065 +18.4% 56,000 +4,948 +9.7%

販管費 16,692 -28 -0.2% 32,867 +972 +3.0% 17,227 +535 +3.2% 34,200 33,741 +874 +2.7% 17,600 +373 +2.2% 35,500 +1,759 +5.2%

　（販管費率） (23.5%) (-2.4) (20.4%) (-1.3) (23.8%) (+0.3) (19.5%) (19.4%) (-1.0) (20.5%) (-3.3) (18.7%) (-0.7)

営業利益 6,438 +2,215 +52.5% 15,951 +2,461 +18.2% 4,807 -1,631 -25.3% 18,000 17,311 +1,360 +8.5% 8,500 +3,693 +76.8% 20,500 +3,189 +18.4%

　（営業利益率） (9.0%) (+2.5) (9.9%) (+0.7) (6.6%) (-2.4) (10.3%) (10.0%) (+0.1) (9.9%) (+3.3) (10.8%) (+0.8)

営業外収支 321 +118 +58.1% 773 +325 +72.5% 660 +339 +105.6% 1,000 1,114 +341 +44.1% 100 -560 -84.8% 500 -614 -55.1%

経常利益 6,759 +2,333 +52.7% 16,725 +2,787 +20.0% 5,466 -1,293 -19.1% 19,000 18,425 +1,700 +10.2% 8,600 +3,134 +57.3% 21,000 +2,575 +14.0%

　（経常利益率） (9.5%) (+2.7) (10.4%) (+0.9) (7.5%) (-2.0) (10.9%) (10.6%) (+0.2) (10.0%) (+2.5) (11.1%) (+0.5)

当期（中間）純利益 3,834 +1,420 +58.8% 9,383 +939 +11.1% 2,855 -979 -25.5% 10,800 10,519 +1,136 +12.1% 4,900 +2,045 +71.6% 11,500 +981 +9.3%

　（当期純利益率） (5.4%) (+1.6) (5.8%) (0.0) (3.9%) (-1.5) (6.2%) (6.1%) (+0.3) (5.7%) (+1.8) (6.1%) (0.0)

1株当たり当期（中間）純利益(円) 29.82 +11.05 +58.9% 71.76 +7.16 +11.1% 22.20 -7.62 -25.6% 83.96 81.76 +10.00 +13.9% 38.09 +15.89 +71.6% 89.37 +7.61 +9.3%
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セグメント別受注高・売上高・営業利益推移

（単位：億円）

Ｈ16年度 H17年度

上期実績 通期実績 上期実績 通期計画 通期実績前年同期比 前年同期比 前年同期比 前年同期比

増減率 増減率 増減率 増減率

受注高 847 +65 +8.3% 1,713 +216 +14.4% 904 +58 +6.8% 1,865 1,839 +126 +7.3%

薬　品 262 +20 +8.4% 521 +46 +9.7% 272 +10 +3.7% 548 539 +18 +3.4%

装　置 584 +44 +8.2% 1,192 +170 +16.6% 632 +48 +8.2% 1,317 1,300 +108 +9.1%

電子産業向け 281 +51 +22.2% 564 +69 +14.0% 299 +18 +6.4% 625 678 +114 +20.3%

一般産業向け 158 +30 +23.2% 371 +93 +33.5% 209 +51 +32.3% 440 416 +45 +12.0%

環境施設(官公需向け） 145 -37 -20.2% 257 +8 +3.0% 124 -21 -14.5% 252 206 -51 -19.9%

売上高 712 +66 +10.2% 1,609 +141 +9.6% 725 +13 +1.9% 1,750 1,737 +128 +7.9%

薬　品 248 +11 +4.7% 506 +32 +6.7% 265 +18 +7.1% 545 545 +39 +7.7%

装　置 464 +55 +13.4% 1,103 +109 +10.9% 460 -4 -0.9% 1,205 1,191 +89 +8.0%

電子産業向け 234 +48 +25.8% 549 +98 +21.8% 233 -1 -0.4% 594 621 +72 +13.2%

一般産業向け 145 -8 -5.3% 320 +18 +6.0% 154 +9 +6.1% 370 360 +40 +12.5%

環境施設(官公需向け） 85 +15 +21.3% 234 -8 -3.1% 73 -12 -14.6% 241 210 -23 -10.0%

営業利益 64 +22 +52.5% 160 +25 +18.3% 48 -16 -25.3% 180 173 +14 +8.5%

　(利益率) (9.0%) (+2.5) (9.9%) (+0.7) (6.6%) (-2.4) (10.3%) (10.0%) (+0.1)

薬　品 40 +6 +18.3% 74 +8 +12.0% 40 +1 +1.4% 85 80 +5 +7.1%

　(利益率) (16.0%) (+2.2) (14.7%) (+0.7) (15.1%) (-0.9) (15.7%) (14.6%) (-0.1)

装　置 25 +16 +182.0% 85 +17 +24.4% 8 -17 -67.9% 95 94 +8 +9.8%

　(利益率) (5.4%) (+3.2) (7.7%) (+0.8) (1.7%) (-3.7) (7.8%) (7.8%) (+0.1)

電子産業向け 24 +11 +87.8% 60 +11 +22.2% 20 -5 -18.5% 76 83 +23 +38.5%

　(利益率) (10.4%) (+3.3) (10.9%) (0.0) (8.5%) (-1.9) (12.8%) (13.4%) (+2.5)

一般産業向け 5 +1 +22.1% 15 +9 +131.0% 1 -4 -76.1% 17 17 +2 +15.2%

　(利益率) (3.3%) (+0.7) (4.7%) (+2.5) (0.7%) (-2.6) (4.7%) (4.8%) (+0.1)

環境施設(官公需向け） -4 +4 - 10 -3 -21.3% -13 -9 - 1 -7 -17 -

　(利益率) (-) (-) (4.3%) (-1.1) (-) (-) (0.4%) (-) (-)
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セグメント別受注高・売上高・営業利益推移

（単位：億円）

Ｈ16年度 H17年度 H18年度

上期実績 通期実績 上期実績 通期計画 通期実績 上期計画 通期計画前年同期比 前年同期比 前年同期比 前年同期比

増減率 増減率 増減率 増減率

受注高 847 1,713 904 +58 +6.8% 1,865 1,839 +126 +7.3% 928 +24 +2.6% 1,870 +31 +1.7%

薬　品 262 521 272 +10 +3.7% 548 539 +18 +3.4% 284 +12 +4.4% 557 +18 +3.3%

装　置 584 1,192 632 +48 +8.2% 1,317 1,300 +108 +9.1% 644 +12 +1.9% 1,313 +13 +1.0%

電子産業向け 281 564 299 +18 +6.4% 625 678 +114 +20.3% 316 +17 +5.6% 693 +15 +2.2%

一般産業向け 303 628 333 +30 +9.9% 692 622 -7 -1.0% 328 -5 -1.4% 620 -2 -0.3%

売上高 712 1,609 725 +13 +1.9% 1,750 1,737 +128 +7.9% 857 +132 +18.2% 1,900 +163 +9.4%

薬　品 248 506 265 +18 +7.1% 545 545 +39 +7.7% 276 +11 +4.1% 556 +11 +1.9%

装　置 464 1,103 460 -4 -0.9% 1,205 1,191 +89 +8.0% 581 +121 +26.4% 1,344 +153 +12.8%

電子産業向け 234 549 233 -1 -0.4% 594 621 +72 +13.2% 310 +77 +32.9% 700 +79 +12.7%

一般産業向け 230 554 227 -3 -1.5% 611 570 +17 +3.0% 271 +44 +19.6% 644 +74 +13.0%

営業利益 64 160 48 -16 -25.3% 180 173 +14 +8.5% 85 +37 +76.8% 205 +32 +18.4%

　(利益率) (9.0%) (9.9%) (6.6%) (-2.4) (10.3%) (10.0%) (+0.1) (9.9%) (+3.3) (10.8%) (+0.8)

薬　品 40 74 40 +1 +1.4% 85 80 +5 +7.1% 44 +4 +10.0% 84 +4 +5.5%

　(利益率) (16.0%) (14.7%) (15.1%) (-0.9) (15.7%) (14.6%) (-0.1) (16.0%) (+0.9) (15.1%) (+0.5)

装　置 25 85 8 -17 -67.9% 95 94 +8 +9.8% 41 +33 +411.9% 121 +27 +29.4%

　(利益率) (5.4%) (7.7%) (1.7%) (-3.7) (7.8%) (7.8%) (+0.1) (7.0%) (+5.3) (9.0%) (+1.2)

電子産業向け 24 60 20 -5 -18.5% 76 83 +23 +38.5% 41 +21 +105.5% 96 +13 +15.6%

　(利益率) (10.4%) (10.9%) (8.5%) (-1.9) (12.8%) (13.4%) (+2.5) (13.2%) (+4.7) (13.7%) (+0.3)

一般産業向け 0 25 -12 -12 - 18 10 -15 -58.4% 0 +12 - 25 +15 +138.3%

　(利益率) (0.2%) (4.6%) (-) (-) (3.0%) (1.8%) (-2.8) (0.0%) (-) (3.9%) (+2.1)

３



電子産業向け受注高・売上高の内訳

(単位：億円)

Ｈ16年度 H17年度 H18年度

上期実績 通期実績 上期実績 通期計画 通期実績 上期計画 通期計画前年同期比 前年同期比 前年同期比 前年同期比 前年同期比 前年同期比

増減率 増減率 増減率 増減率 増減率 増減率

  国　内 217 +33 +18% 419 +50 +14% 224 +7 +3% 392 489 +70 +17% 236 +12 +5% 499 +10 +2%

受 装  置 97 +13 +15% 181 +21 +13% 97 0 0% 151 214 +33 +18% 99 +2 +2% 220 +6 +3%

メンテナンス 78 +6 +8% 154 +9 +6% 80 +2 +3% 153 171 +17 +11% 82 +2 +3% 164 -7 -4%

注 精密洗浄 42 +14 +50% 84 +20 +31% 47 +5 +12% 88 104 +20 +24% 55 +8 +17% 115 +11 +11%

  海　外 64 +18 +39% 145 +20 +16% 75 +11 +17% 201 189 +44 +30% 80 +5 +7% 194 +5 +3%

高 装　置 49 +15 +44% 104 +8 +8% 40 -9 -18% 132 114 +10 +10% 54 +14 +35% 129 +15 +13%

メンテナンス他 15 +3 +25% 41 +12 +41% 35 +20 +133% 69 75 +34 +83% 26 -9 -26% 65 -10 -13%

計 281 +51 +22% 564 +70 +14% 299 +18 +6% 593 678 +114 +20% 316 +17 +6% 693 +15 +2%

  国　内 157 +9 +6% 385 +41 +12% 182 +25 +16% 418 472 +87 +23% 225 +43 +24% 493 +21 +4%

売 装  置 41 -14 -25% 147 +4 +3% 59 +18 +44% 179 208 +61 +41% 96 +37 +63% 222 +14 +7%

メンテナンス 74 +9 +14% 154 +16 +12% 76 +2 +3% 151 160 +6 +4% 74 -2 -3% 156 -4 -3%

上 精密洗浄 42 +14 +50% 84 +21 +33% 47 +5 +12% 88 104 +20 +24% 55 +8 +17% 115 +11 +11%

  海　外 77 +39 +103% 164 +57 +53% 51 -26 -34% 153 149 -15 -9% 85 +34 +67% 207 +58 +39%

高 装　置 60 +36 +150% 126 +45 +56% 26 -34 -57% 102 85 -41 -33% 54 +28 +108% 135 +50 +59%

メンテナンス他 17 +3 +21% 38 +12 +46% 25 +8 +47% 51 64 +26 +68% 31 +6 +24% 72 +8 +13%

計 234 +48 +26% 549 +98 +22% 233 -1 -0% 571 621 +72 +13% 310 +77 +33% 700 +79 +13%

超純水供給事業 17 39 25 +8 +47% 55 57 +18 +46% 44 +19 +76% 94 +37 +65%

＊超純水供給事業の金額は、H16年度より開示を開始しており、国内・海外の装置の内数で、受注高・売上高同額です。

４



要約連結貸借対照表 販売費・一般管理費の内訳
(単位：億円) （単位：億円）

H17年3月末 H18年3月末 比較増減 H16年度 H17年度 増　減

現金・預金 307 301 -6 給与・賞与引当金繰入・退職給付費用 142.4 146.8 +4.4

受取手形・売掛金 711 771 +60 旅費交通費 24.2 25.2 +1.0

機械装置 103 166 +63 研究開発費 42.3 42.1 -0.2

建設仮勘定 17 21 +4 その他 119.8 123.3 +3.5

投資有価証券 206 232 +26 328.7 337.4 +8.7

繰延税金資産 40 31 -9

その他 540 606 +66 研究開発費の内訳
資産計 1,924 2,128 +204 （単位：億円）

仕入債務 282 304 +22 H16年度 H17年度 H18年度計画

退職給付引当金 87 83 -4 15 20 15

その他 181 274 +93 27 22 31

負債計 550 661 +111 42 42 46

少数株主持分 11 13 +2

その他有価証券評価差額金 21 39 +18 営業外収支・特別損益の内訳
資本計 1,364 1,454 +90 （単位：億円）

負債・資本計 1,924 2,128 +204 H16年度 H17年度 増　減

受取利息・配当金 3.6 4.5 +0.9

持分法による投資利益 2.4 2.7 +0.3

設備投資額・減価償却費推移 その他 4.7 6.1 +1.4

（単位：億円） 10.7 13.3 +2.6

H16年度 H17年度 H18年度計画 支払利息 0.4 0.4 0.0

設備投資額（有形） 61 161 190 その他 2.6 1.8 -0.8

減価償却費（有形） 36 41 55 3.0 2.2 -0.8

投資有価証券売却益 1.3 12.1 +10.8

1.3 12.1 +10.8

固定資産売却損 - 1.5 +1.5

従業員数 固定資産除却損 4.8 2.8 -2.0

（人） 減損損失 - 8.5 +8.5

H17年3月末 H18年3月末 比較増減 その他 - 1.5 +1.5

連　　結 3,382 3,668 +286 4.8 14.3 +9.5

単　　体 1,600 1,566 -34

計

収益計

計

薬品部門

装置部門

費用計

利益計

損失計

営
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外
収
支

特
別
損
益
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連・単業績比較表
（単位：億円）

H16年度 H17年度 H18年度計画

連結 栗田工業
連単倍率

連結 栗田工業
連単倍率

連結 栗田工業
連単倍率

（倍） （倍） （倍）

売上高 1,609.0 1,191.8 1.4 1,736.8 1,234.0 1.4 1,900.0 1,327.0 1.4

営業利益 159.5 100.2 1.6 173.1 99.6 1.7 205.0 137.0 1.5

　（営業利益率） (9.9%) (8.4%) (10.0%) (8.1%) (10.8%) (10.3%)

経常利益 167.3 121.9 1.4 184.3 129.1 1.4 210.0 160.0 1.3

　（経常利益率） (10.4%) (10.2%) (10.6%) (10.5%) (11.1%) (12.1%)

当期純利益 93.8 73.7 1.3 105.2 80.0 1.3 115.0 92.0 1.3

　（当期純利益率） (5.8%) (6.2%) (6.1%) (6.5%) (6.1%) (6.9%)

連結対象会社数 31社 34社 36社

主要連結子会社業績推移 土壌浄化事業実績
（単位：億円） （単位：億円）

Ｈ16年度 Ｈ17年度
Ｈ18年度

H16年度 H17年度
H18年度

計画 計画

（株）クリタス
受注高 149 151 155 受注高 99 106 135

売上高 145 144 159 売上高 76 96 115

栗田エンジニアリング(株)
受注高 47 45 47

売上高 45 48 49

クリテックサービス(株)
受注高 84 104 115

売上高 84 104 115

６



単体概要

業績・財政状態 （単位：百万円） 部門別推移 （単位：億円）

H16年度 H17年度 H18年度計画 H16年度 H17年度 H18年度計画

売上高 119,175 123,403 132,700 受注高 1,274 1,322 1,313

営業利益 10,020 9,956 13,700 薬品 423 426 434

　（営業利益率） (8.4%) (8.1%) (10.3%) 水処理装置 710 815 879

経常利益 12,193 12,910 16,000 環境施設 141 80

　（経常利益率） (10.2%) (10.5%) (12.1%) 売上高 1,192 1,234 1,327

当期純利益 7,369 7,995 9,200 薬品 408 433 434

　（当期純利益率） (6.2%) (6.5%) (6.9%) 水処理装置 663 711 893

期中平均株式数（千株） 128,615 128,654 128,672 環境施設 121 90

１株当たり当期純利益（円） 56.63 62.15 71.50 注）環境施設の金額はH18年度計画より水処理装置に含めて表示しています

１株当たり配当金（円） 18.00 22.00 22.00

配当性向（％） 31.8 35.4 30.8

総資産 169,355 184,290

株主資本 122,590 128,529

株主資本比率 72.4% 69.7%

１株当たり株主資本 952.33 998.89

設備投資額・減価償却・研究開発費 （単位：億円）

H16年度 H17年度 H18年度計画

設備投資額（有形） 48 148 176

減価償却費（有形） 27 31 44

研究開発費 42 41 45
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