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連結業績推移
(単位：百万円）

増減率 増減率 増減率 増減率

受注高 110,000 +13,033 +13.4% 221,273 +39,991 +22.1% 112,000 112,481 +2,481 +2.3% 223,000 218,000 -3,273 -1.5%

薬　品 41,335 +11,603 +39.0% 83,440 +24,087 +40.6% 43,057 42,005 +670 +1.6% 85,946 82,700 -740 -0.9%

装　置 68,664 +1,429 +2.1% 137,832 +15,904 +13.0% 68,943 70,476 +1,812 +2.6% 137,054 135,300 -2,532 -1.8%

売上高 97,918 +8,962 +10.1% 214,372 +24,974 +13.2% 104,000 103,811 +5,893 +6.0% 222,000 216,000 +1,628 +0.8%

薬　品 40,595 +11,246 +38.3% 83,680 +23,681 +39.5% 42,594 41,451 +856 +2.1% 85,943 82,700 -980 -1.2%

装　置 57,322 -2,284 -3.8% 130,692 +1,293 +1.0% 61,406 62,360 +5,038 +8.8% 136,057 133,300 +2,608 +2.0%

　（原価率） (65.5%) (-2.5) (67.2%) (-1.7) (66.2%) (66.9%) (+1.4) (67.1%) (68.5%) (+1.3)

売上総利益 33,788 +5,344 +18.8% 70,407 +11,518 +19.6% 35,200 34,324 +536 +1.6% 73,000 68,100 -2,307 -3.3%

24,654 +4,846 +24.5% 50,574 +11,120 +28.2% 25,700 24,680 +26 +0.1% 51,500 49,600 -974 -1.9%

　（販管費率） (25.2%) (+2.9) (23.6%) (+2.8) (24.7%) (23.8%) (-1.4) (23.2%) (23.0%) (-0.6)

営業利益 9,133 +497 +5.8% 19,833 +398 +2.0% 9,500 9,643 +510 +5.6% 21,500 18,500 -1,333 -6.7%

　（営業利益率） (9.3%) (-0.4) (9.3%) (-1.0) (9.1%) (9.3%) (-0.0) (9.7%) (8.6%) (-0.7)

営業外収支 355 -200 606 +1,107 200 -4 -359 500 500 -106

経常利益 9,490 +299 +3.3% 20,439 +1,505 +7.9% 9,700 9,639 +149 +1.6% 22,000 19,000 -1,439 -7.0%

　（経常利益率） (9.7%) (-0.6) (9.5%) (-0.5) (9.3%) (9.3%) (-0.4) (9.9%) (8.8%) (-0.7)

特別損益 -4 -4 -28 +439 - - +4 -300 - +28

5,764 -121 -2.1% 12,577 +2,143 +20.5% 6,200 6,542 +778 +13.5% 14,000 12,000 -577 -4.6%

　（当期純利益率）
(5.9%) (-0.7) (5.9%) (+0.4) (6.0%) (6.3%) (+0.4) (6.3%) (5.6%) (-0.3)

49.61 +0.22 +0.4% 108.24 +20.43 +23.3% 53.36 56.36 +6.75 +13.6% 120.49 103.48 -4.76 -4.4%

2016/3期

上期実績 通期実績前年同期比 前年同期比

販売費及び一般管理費

1株当たり当期（四半期）
純利益(円)

親会社株主に帰属する
当期（四半期）純利益

2017/3期

上期計画
通期計画
（期初）

前年同期比上期実績 前年同期比 通期計画
（今回）
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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）

増減率 増減率 増減率 増減率

受注高 1,100 +130 +13.4% 2,213 +400 +22.1% 1,120 1,125 +25 +2.3% 2,230 2,180 -33 -1.5%

薬　品 413 +116 +39.0% 834 +241 +40.6% 431 420 +7 +1.6% 859 827 -7 -0.9%

装　置 687 +14 +2.1% 1,378 +159 +13.0% 689 705 +18 +2.6% 1,371 1,353 -25 -1.8%

電子産業向け 384 +20 +5.6% 791 +97 +14.0% 366 346 -37 -9.8% 753 731 -60 -7.5%

一般産業向け 303 -6 -2.0% 588 +62 +11.8% 323 358 +56 +18.4% 617 622 +34 +5.8%

売上高 979 +90 +10.1% 2,144 +250 +13.2% 1,040 1,038 +59 +6.0% 2,220 2,160 +16 +0.8%

薬　品 406 +112 +38.3% 837 +237 +39.5% 426 415 +9 +2.1% 859 827 -10 -1.2%

装　置 573 -23 -3.8% 1,307 +13 +1.0% 614 624 +50 +8.8% 1,361 1,333 +26 +2.0%

電子産業向け 332 -24 -6.6% 761 +6 +0.8% 380 360 +28 +8.5% 781 742 -19 -2.5%

一般産業向け 241 +1 +0.3% 546 +7 +1.2% 234 264 +22 +9.2% 579 591 +45 +8.2%

営業利益 91 +5 +5.8% 198 +4 +2.0% 95 96 +5 +5.6% 215 185 -13 -6.7%

　(利益率) (9.3%) (-0.4) (9.3%) (-1.0) (9.1%) (9.3%) (-0.0) (9.7%) (8.6%) (-0.7)

薬　品 36 -5 -12.3% 65 -14 -17.9% 43 41 +5 +13.5% 80 75 +10 +16.0%

　(利益率) (8.9%) (-5.1) (7.7%) (-5.4) (10.2%) (9.9%) (+1.0) (9.3%) (9.1%) (+1.4)

装　置 55 +10 +22.1% 134 +18 +15.6% 52 56 +0 +0.5% 135 110 -24 -17.7%

　(利益率) (9.7%) (+2.1) (10.2%) (+1.3) (8.4%) (8.9%) (-0.8) (9.9%) (8.3%) (-1.9)

電子産業向け 55 +12 +27.6% 127 +30 +30.7% 56 55 +1 +1.4% 123 97 -30 -23.5%

　(利益率) (16.4%) (+4.4) (16.7%) (+3.8) (14.8%) (15.4%) (-1.0) (15.8%) (13.1%) (-3.6)

一般産業向け 1 -2 -70.1% 7 -12 -64.1% -5 0 -1 -64.9% 12 13 +6 +94.5%

　(利益率) (0.3%) (-0.8) (1.2%) (-2.2) (-2.0%) (0.1%) (-0.2) (2.0%) (2.2%) (+1.0)

2016/3月期

上期実績 通期実績前年同期比 前年同期比

2017/3月期

上期計画
通期計画
（期初）

前年同期比上期実績 前年同期比 通期計画
（今回）
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電子産業向け受注高・売上高の内訳

(単位：億円)

増減率 増減率 増減率 増減率

  国　内 267 +15 +5.8% 533 +12 +2.3% 246 243 -24 -9.0% 520 502 -31 -5.8%

受 装  置 173 +8 +4.5% 338 +9 +2.8% 164 157 -16 -9.4% 328 308 -29 -8.7%

メンテナンス他 61 +18 +42.5% 133 +24 +21.9% 48 55 -6 -9.7% 124 132 -1 -0.8%

注 精密洗浄 32 -11 -25.7% 63 -21 -25.2% 33 31 -2 -5.4% 69 62 -1 -1.1%

  海　外 117 +6 +5.3% 257 +85 +49.6% 120 104 -14 -11.5% 233 229 -28 -11.1%

高 装　置 84 -2 -1.9% 191 +76 +66.4% 79 77 -7 -8.4% 160 163 -28 -14.6%

メンテナンス他 33 +8 +29.1% 66 +9 +15.9% 41 27 -6 -19.3% 73 66 -1 -0.9%

384 +20 +5.6% 791 +97 +14.0% 366 346 -37 -9.8% 753 731 -60 -7.5%

  国　内 261 -8 -2.8% 540 -4 -0.8% 253 247 -13 -5.1% 514 480 -60 -11.1%

売 装  置 175 +0 +0.1% 349 -1 -0.4% 167 160 -16 -8.9% 329 293 -56 -16.2%

メンテナンス他 53 +2 +4.2% 128 +17 +15.5% 53 57 +4 +8.0% 117 125 -3 -2.4%

上 精密洗浄 33 -10 -23.3% 63 -20 -24.2% 33 31 -2 -5.6% 69 63 -0 -0.7%

  海　外 71 -16 -18.3% 221 +10 +5.0% 127 113 +41 +58.1% 267 262 +41 +18.6%

高 装　置 50 -16 -24.2% 153 -4 -2.6% 95 89 +39 +77.2% 194 196 +42 +27.5%

メンテナンス他 21 +0 +0.2% 67 +15 +27.6% 32 24 +3 +12.4% 73 66 -1 -1.8%

332 -24 -6.6% 761 +6 +0.8% 380 360 +28 +8.5% 781 742 -19 -2.5%

161 +2 +1.3% 320 -1 -0.4% 160 152 -9 -5.8% 322 286 -34 -10.6%

注：超純水供給事業の金額は、国内・海外の装置の内数で、受注高・売上高同額です。

通期実績前年同期比 前年同期比

超純水供給事業

計

計

2017/3期

上期計画
通期計画
（期初）

前年同期比上期実績 前年同期比 通期計画
（今回）

2016/3期

上期実績
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研究開発費の内訳 （単位：億円）

上期実績 通期実績 上期実績 通期計画

10 21 10 23

16 31 14 31

26 53 24 54

.

設備投資額・減価償却費推移 （単位：億円）

通期計画 通期計画

（期初） （今回）

83 188 38 84 114

65 134 67 136 136

従業員数 （単位：人）

2015/9末 2016/3末

5,523 5,481 5,603 +80 +122

主要国内連結子会社業績推移 （単位：億円）

受注高 133 174 143 175

売上高 75 174 73 176

受注高 31 55 36 61

売上高 27 56 32 58

受注高 32 63 31 62

売上高 33 63 31 63

注：数値は連結消去前のものです。

設備投資額（有形）

減価償却費（有形）

2016/3期

2015/9末 2016/3末

2017/3期

計

2016/3期 2017/3期

上期実績 通期実績 上期実績

薬　品　事　業

装　置　事　業

2016/9末
比較増減

連　　結

（株）クリタス

栗田エンジニアリング(株)

クリテックサービス(株)

2016/3期 2017/3期

上期実績 通期実績 上期実績 通期計画
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