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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 178,520 △10.6 26,358 △5.6 27,096 △6.3 17,288 6.1
21年3月期 199,706 △2.5 27,935 △8.3 28,917 △7.4 16,299 △10.9

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 134.38 ― 9.3 10.9 14.8
21年3月期 126.69 ― 9.4 12.1 14.0

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  270百万円 21年3月期  269百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期 251,620 193,939 76.5 1,496.98
21年3月期 245,406 178,626 72.2 1,378.04

（参考） 自己資本   22年3月期  192,588百万円 21年3月期  177,291百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 43,644 △44,350 △4,859 20,590
21年3月期 33,658 △32,922 △4,713 25,262

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 17.00 ― 17.00 34.00 4,374 26.8 2.5
22年3月期 ― 17.00 ― 19.00 36.00 4,631 26.8 2.5
23年3月期 

（予想） ― 19.00 ― 19.00 38.00 28.3

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

88,300 5.4 12,200 △5.3 12,400 △5.8 7,500 △7.9 58.30

通期 195,000 9.2 29,500 11.9 30,000 10.7 17,300 0.1 134.47
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4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  有  

（注）詳細は、9ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、21～22ページ「（6）【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】４．会計処理基準に関する事項」及び23ページ「（7）【連結財務
諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、36ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 1社 （社名 クリタ・ケミカル製造株式会社 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 132,800,256株 21年3月期 132,800,256株
② 期末自己株式数 22年3月期  4,148,311株 21年3月期  4,145,419株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 121,058 △10.2 19,884 2.0 25,769 △0.2 18,005 10.9
21年3月期 134,844 △3.2 19,488 △4.9 25,830 6.5 16,241 3.7

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 139.95 ―
21年3月期 126.24 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期 222,209 171,846 77.3 1,335.74
21年3月期 212,956 156,416 73.4 1,215.78

（参考） 自己資本 22年3月期  171,846百万円 21年3月期  156,416百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 前ページの連結業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した予想であるため、リスクや不確実性を含んでおり、実際の業績はこれと異なる
可能性があります。なお、連結業績予想に関する事項は、5ページを参照してください。 
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当社グループをとりまく市場環境は、景気は 悪期を脱したものの、先行きの不透明感が強く、

回復への力強さに欠けるなど大変厳しい状況となりました。国内外の電子産業分野および一般産業

分野の設備投資は前期と比較し大幅に減少しました。また、顧客工場の操業度は年度後半にかけて

上昇しましたが、大幅な改善には至りませんでした。  

 このような状況のもとで、当社グループ全体の受注高は175,162百万円（前年同期比10.2%減）、

売上高は178,520百万円（前年同期比10.6%減）となりました。  

 利益につきましては、コスト削減強化などに取り組んだことで、営業利益26,358百万円（前年同

期比5.6%減）、経常利益27,096百万円（前年同期比6.3%減）となり、当期純利益は特別利益の計上

もあり17,288百万円（前年同期比6.1%増）となりました。 

 
  

当事業において当社グループは、国内および海外の販売事業会社との連携を一層強め営業強化

を図るとともに、環境負荷低減、生産性向上など顧客の課題を解決する提案営業を推進し、受注

確保に注力しました。また、新商品の開発・拡販など、今後の受注拡大に向けた取り組みにも努

めました。  

 受注高につきましては、国内において顧客工場の操業度の回復に力強さがなく、前年同期に比

べ、主力商品のボイラ薬品、冷却水薬品、排水処理薬品をはじめ、全体的に減少しました。ま

た、海外の受注高も、アジアにおける一部産業に持ち直しの兆しが見られるものの、世界的な景

気の低迷の影響を受け減少しました。  

 この結果、当社グループの水処理薬品事業全体の受注高は53,370百万円（前年同期比8.7%

減）、売上高は53,743百万円（前年同期比7.9％減）、営業利益は8,177百万円（前年同期比

2.9％減）となりました。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

 １）当期の経営成績

 ２）セグメント別の状況

 ①水処理薬品事業
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当事業において当社グループは、サービス事業に注力し収益確保に努めるとともに、海外案件

も含め重点顧客への戦略的な提案営業を展開し受注の確保に努めました。また、新商品の開発・

拡販にも注力しました。  

 電子産業分野では、超純水供給事業の受注高は、前年同期に比べ、新規設備の稼働によって大

幅に増加しました。超純水製造装置については、半導体や液晶関連の設備投資の低迷により、国

内の受注高は大幅に減少しましたが、海外におきましては、液晶関連を中心に受注が大幅に増加

しました。また、一般産業分野向け水処理装置については設備投資の減少を受け、メンテナン

ス・サービスについても顧客工場の操業度の低迷およびメンテナンス頻度の低下により、受注高

はそれぞれ大幅に減少しました。  

 この結果、当社グループの水処理装置事業全体の受注高は121,791百万円（前年同期比10.8%

減）、売上高は124,777百万円（前年同期比11.7%減）、営業利益は18,181百万円（前年同期比

6.8％減）となりました。 

 
  

 ②水処理装置事業
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 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

当社は、平成21年4月1日付で、水処理薬品の製造を行うクリタ・ケミカル製造株式会社（連結子

会社）を設立しました。 

  

今後の景気の見通しにつきましては、地域による差はあるものの、世界的に緩やかな回復傾向

が続くものと予想されます。国内においては、海外成長市場向けの輸出拡大等により顧客工場の

操業度も上昇していくものと思われますが、生産設備の統廃合、海外展開などの動きも継続し、

国内市場における新規設備投資については、慎重な姿勢が続くものと思われます。加えて、原油

価格等の原材料価格の上昇が企業収益に与える影響が懸念されます。  

 このような状況を踏まえ、当社グループは中期経営計画「ＭＰ－１１」達成に向けて、顧客の

課題解決に貢献するサービス事業の質を高めるとともに高い成長が期待されるグローバル事業の

一層の拡大に徹底して取組み、新たな成長を目指してまいります。平成23年3月期の連結業績見

通しは、売上高195,000百万円、営業利益29,500百万円、経常利益30,000百万円、当期純利益

17,300百万円を見込んでおります。 

  

当事業については、顧客工場の操業度の回復の遅れ、生産設備の統廃合による市場縮小お

よび経費削減強化による当社グループの受注、収益への影響が懸念されます。  

 このような状況のもと、当社グループは国内および海外において連携を一層強化し、顧客

と徹底して向き合い、顧客の課題解決に迅速に対応し、受注確保に注力してまいります。ま

た、海外市場向けの新商品の開発、拡販により事業拡大を進めるとともに、製造・物流コス

トの低減にも継続して取り組み、収益の確保に努めてまいります。 

当事業については、国内においては、引き続き顧客の設備投資が低調な水準で推移するこ

とが懸念される一方で、海外においては、中国を中心とするアジア市場において電子産業分

野及び一般産業分野での設備投資の拡大が期待されます。  

 このような状況のもと、当社グループは重点顧客への営業及び排水回収などの水資源の有

効活用などの提案営業の強化により、受注確保に注力してまいります。また、設備投資の動

向に左右されにくいサービス事業の一層の拡大と、品質向上、生産性向上、コスト低減に継

続して取り組み、収益の確保に努めてまいります。 

  

 ３）当期に決定又は発生した重要な事実の概要

 ４）次期の見通し

 ①生産、販売、損益等の状況を含む業績全般に関する見通し

 ②セグメント別の見通し

  ａ．水処理薬品事業

  ｂ．水処理装置事業
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 １）資産・負債及び純資産の状況 

当期末における流動資産は、109,297百万円となり、前期末に比べ10,608百万円増加しました。

これは主に現金及び預金が9,698百万円、受取手形と売掛金を合わせた売上債権が5,029百万円それ

ぞれ減少したものの、有価証券が27,467百万円増加したことによるものです。現金及び預金の減少

は、売上債権の回収が進んだものの、有価証券扱いとなる譲渡性預金での運用増加によるもので

す。受取手形及び売掛金の減少は回収が進んだことおよび売上高が減少したことによるものです。

有価証券の増加は、前述の譲渡性預金による運用増加によるもので、現金及び預金と合わせた合計

では17,769百万円増加しております。 

 固定資産は、142,323百万円となり、前期末に比べ4,394百万円減少しました。これは主に投資有

価証券が4,831百万円増加したものの、前期までの大型設備投資による有形固定資産の減価償却費

の計上額が設備投資額を上回ったため、有形固定資産が9,563百万円減少したことによるもので

す。 

 流動負債は、38,592百万円となり、前期末に比べ9,343百万円減少しました。これは主に未払法

人税等が3,649百万円増加したものの、未払金及び未払費用が9,719百万円減少したことによるもの

です。未払金及び未払費用の減少は、主に前期の超純水供給事業用設備取得代金の支払によるもの

です。 

 固定負債は、19,088百万円となり、前期末に比べ244百万円の微増となりました。 

 純資産合計は193,939百万円となり、前期末に比べ15,313百万円増加しました。これは主に配当

金の支払により利益剰余金が4,374百万円減少したものの、当期純利益17,288百万円の計上によ

り、利益剰余金が12,925百万円、投資有価証券の時価上昇および円安に伴う海外関係会社の純資産

の円換算額の増加により評価・換算差額等が2,381百万円それぞれ増加したことによるものです。 

  

 ２）キャッシュ・フローの状況 

当期末における連結キャッシュ・フローの状況につきましては、現金及び現金同等物の当期末残

高は、20,590百万円となり、前期末に比べ4,672百万円減少しました。 

 当期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。 

  

  ①営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動で得られた資金は、43,644百万円（前年同期比9,986百万円増）となりました。これは

主に法人税等の支払額8,209百万円などで資金が減少したことに対し、税金等調整前当期純利益

28,178百万円、減価償却費15,523百万円、売上債権の減少額4,351百万円などで資金が増加したこ

とによるものです。  

  

  ②投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資活動の結果使用した資金は、44,350百万円（前年同期比11,428百万円増）となりました。こ

れは主に有価証券の取得・償還等による差引支出が23,200百万円、超純水供給事業用設備等の有形

固定資産の取得による支出が19,278百万円あったことによるものです。  

  

  ③財務活動によるキャッシュ・フロー  

財務活動の結果使用した資金は、4,859百万円（前年同期比146百万円増）となりました。これは

主に配当金の支払額4,465百万円によるものです。 

(2) 財政状態に関する分析
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
自己資本比率・・・・・・・・・・・・・・自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率・・・・・・・・株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率・・・有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ・・・・キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

（注２）株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

（注４）有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての

負債を対象としております。 
  

当社は、株主の皆様への利益配分につきましては、業績の推移および事業への投資を勘案のうえ、

安定配当の継続に努めてまいります。  

 当社の当期末の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、１株につき19円（前期比2円増）を予定しております。その結果、当期の年間

配当金は中間配当金17円（前期比同額）を含め、１株につき36円（前期比2円増）を予定しておりま

す。  

 次期の配当につきましては、中間配当金１株につき19円、期末配当金１株につき19円の計38円を予

定しております。 
  

当社グループの事業上のリスクとして経営成績に与える重要な要因は、国内外の経済動向、顧客の

水処理関連設備投資動向・工場操業度、原油・原材料価格の動向などが挙げられます。 
  

主な需要先である鉄鋼産業、石油精製・石油化学産業、紙・パルプ産業等の工場操業度により

需要が変動し、経営成績に影響を与えます。また、原油など資源の価格動向により主要原材料の

価格が変動し、経営成績に影響を与えます。 

主な需要先である電子産業分野等の設備投資の動向により需要が変動し、経営成績に影響を与

えます。また、資材価格・外注費の動向により装置生産コストが変動し、経営成績に影響を与え

ます。 
  
 ２）為替変動リスクについて 

当社グループは、全体の売上高・仕入高に占める外貨建取引の割合が小さく、為替変動による業

績への影響は軽微と考えております。 

  

平成18年
３月期

平成19年
３月期

平成20年
３月期

平成21年 
３月期

平成22年 
３月期

自己資本比率（％） 68.3 66.7 73.2 72.2 76.5

時価ベースの自己資本比率（％） 152.3 155.9 203.9 99.2 135.2

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 8.9 4.1 4.0 24.8 18.7

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 322.2 601.6 452.9 1,051.8 1,148.5

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク

 １）経営成績の変動要因について

各事業における当社グループの経営成績の変動要因は以下のとおりであります。

 ①水処理薬品事業

 ②水処理装置事業
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[参考情報]

 直近３期間の業績は下表のとおりであります。

（単位：百万円）

平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期

第1 第2 第3 通期 第1 第2 第3 通期 第1 第2 第3 通期

連
結
受
注
高

水処理薬品 14,924 29,725 43,833 59,029 15,602 31,198 45,262 58,470 13,560 26,775 39,487 53,370

対通期比(％) 25.3 50.4 74.3 100.0 26.7 53.4 77.4 100.0 25.4 50.2 74.0 100.0

水処理装置 39,722 79,070 107,892 149,659 38,767 75,557 105,278 136,595 26,942 61,325 85,537 121,791

対通期比(％) 26.5 52.8 72.1 100.0 28.4 55.3 77.1 100.0 22.1 50.4 70.2 100.0

 合  計 54,647 108,795 151,725 208,689 54,369 106,755 150,541 195,065 40,503 88,101 125,024 175,162

対通期比(％) 26.2 52.1 72.7 100.0 27.9 54.7 77.2 100.0 23.1 50.3 71.4 100.0

連
結
売
上
高

水処理薬品 13,704 28,875 43,534 58,646 14,338 30,682 45,288 58,331 12,820 26,665 40,054 53,743

対通期比(％) 23.4 49.2 74.2 100.0 24.6 52.6 77.6 100.0 23.9 49.6 74.5 100.0

水処理装置 26,815 65,236 95,940 146,228 26,755 64,989 93,310 141,374 23,764 57,150 83,403 124,777

対通期比(％) 18.3 44.6 65.6 100.0 18.9 46.0 66.0 100.0 19.0 45.8 66.8 100.0

 合  計 40,520 94,112 139,474 204,875 41,093 95,671 138,599 199,706 36,584 83,815 123,458 178,520

対通期比(％) 19.8 45.9 68.1 100.0 20.6 47.9 69.4 100.0 20.5 46.9 69.2 100.0

連結営業利益 4,697 13,496 19,657 30,468 4,840 13,203 17,753 27,935 4,785 12,878 18,415 26,358

対通期比(％) 15.4 44.3 64.5 100.0 17.3 47.3 63.6 100.0 18.2 48.9 69.9 100.0

連結経常利益 5,048 14,063 20,475 31,243 5,124 13,655 18,489 28,917 5,004 13,166 18,831 27,096

対通期比(％) 16.2 45.0 65.5 100.0 17.7 47.2 63.9 100.0 18.5 48.6 69.5 100.0

連結当期純利益 2,907 7,522 11,432 18,297 2,872 7,478 8,843 16,299 3,197 8,142 12,019 17,288

対通期比(％) 15.9 41.1 62.5 100.0 17.6 45.9 54.3 100.0 18.5 47.1 69.5 100.0

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

栗田工業(株) (6370) 平成22年3月期決算短信

- 8 -



当社グループ（当社及び当社の関係会社）は栗田工業株式会社（当社）、子会社41社及び関連会社１

社により構成されております。 

 事業としては、水処理に関する製品、技術、メンテナンス・サービスを幅広く提供しておりますが、

事業区分としては、水処理に関する薬品類の製造販売及びメンテナンス・サービスの提供を行う水処理

薬品事業と、水処理に関する装置・施設類の製造販売及びメンテナンス・サービスの提供を行う水処理

装置事業の２つに区分できます。 

 当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業における位置付けは次のとおりであります。

 なお、事業区分は事業の種類別セグメント情報と同一であります。 

－ボイラ水系処理薬品、冷却水系処理薬品、空調関係水処理薬品、石油化学・紙パルプなどの製造プロ

セス処理薬品、排水処理薬品、土木建築関連処理薬品、ダイオキシン処理薬品、重金属固定剤等の水

処理に関する薬品類及び付帯機器の製造販売並びにメンテナンス・サービスの提供 

－会社総数23社 

国内では、クリタ・ケミカル製造(株)が薬品類を製造しており、薬品類及び付帯機器の販売並びにメ

ンテナンス・サービスの提供は、主に当社が行うほか、一部はクリタ・ビルテック(株)、クリタ・ケ

ミカル関東(株)、クリタ・ケミカル関西（株)等11社が行っております。そのほか水質等の分析会社

（国内1社）、海外の製造販売会社としてクリタ（シンガポール）Pte.Ltd.等8社及び販売会社が1社

あります。 

－超純水製造装置、用水処理装置、純水装置・排水処理装置・各種水処理装置の規格型商品、排水処理

装置、海水淡水化装置等の水処理に関する装置・施設類の製造販売、超純水供給・化学洗浄・精密洗

浄及び土壌・地下水浄化並びに水処理施設の運転・維持管理等のメンテナンス・サービスの提供 

－会社総数22社 

装置・施設類の製造販売及びメンテナンス・サービスの提供は主に当社が行っておりますが、装置の

製造販売の一部はクリタ（シンガポール）Pte.Ltd.等4社（国内2社、海外2社）が行っております。

機器・装置類の化学洗浄・精密洗浄は栗田エンジニアリング(株)等7社（国内7社）で行っており、他

に主に当社が販売した水処理施設の運転・維持管理等のメンテナンス・サービスに携っている(株)ク

リタス等6社（国内2社、海外4社）、土壌浄化に関わる会社（国内2社）、装置の販売会社（海外2

社）があります。 

 なお、重要な子会社は次のとおりであります。 

 
以上述べた事項を事業系統図に示すと次のとおりであります。 

  

2. 企業集団の状況

[水処理薬品事業]

[水処理装置事業]

名     称 住所 資本金 主要な事業内容 議決権の
所有割合

百万円 ％

(株)ク リ タ ス 東京都豊島区 220 水処理施設の運転・維持
管理 100

栗田エンジニアリング(株) 大阪市中央区 160 化学洗浄 100

クリテックサービス(株) 大阪市中央区 50 精密洗浄 100

クリタ・ケミカル製造(株) 茨城県猿島郡
五霞町 50 水処理薬品の製造 100
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当社グループは、「水を究め、自然と人間が調和した豊かな環境を創造する」を企業理念とし、企

業ビジョン「水と環境の先進的マネジメント企業」の実現を目指して事業活動を展開しております。

また、株主・投資家をはじめとするすべてのステークホルダーの皆様に対する適正かつ迅速な情報開

示を通して、より透明性の高い経営の実現に取り組んでおります。  

 当期より「変革と前進」を基本テーマとする３か年の中期経営計画「ＭＰ－１１」をスタートさせ

ました。 

  

当期におきましては、中期経営計画「ＭＰ－１１」の初年度にあたり、「顧客の信頼獲得と新たな

事業領域の創造に向けて、日々前進する」を基本方針に定め、水と環境に係わる顧客の課題をより迅

速に解決し、国内外の顧客からビジネスパートナーとして確固たる信頼が得られるよう、事業基盤の

拡大、強化に取り組んでまいりました。 

  

１）サービス事業の拡大・進化 

当社グループは、顧客と徹底して向き合い、「生産性向上」、「環境負荷低減」などの顧客の

課題解決に貢献する「サービス事業」の拡大を事業活動の柱に定め、グループの持続的な成長の

実現を目指しております。また、超純水供給事業に代表される、これまで発展させてきたビジネ

スモデルを更に進化させるとともに、新しい水の価値を創出し、提供する価値の向上に努め、収

益力および競争力の強化を図ってまいります。  

 当期におきましては、超純水供給事業における安定供給と事業拡大に取り組んでまいりまし

た。 
  

２）グローバル事業の拡大 

当社グループは、「水と環境の先進的マネジメント企業」として、経済成長が加速し、水資源

の有効活用が求められる中国、東アジアを中心に積極的な人員の投入および組織力の強化を図

り、事業領域とシェアの拡大に継続して取り組んでまいります。  

 当期におきましては、海外事業会社との連携を一層強め、各国状況に応じた営業戦略を展開

し、受注の確保に努めました。 
  

３）経営・事業基盤の強化 

企業を取り巻くリスクが多様化するなか、当社グループは、平成18年度に制定した「内部統制

システム構築に関する基本方針」に基づき、リスクマネジメントおよび内部統制の整備、強化に

グループを挙げて取り組んでおります。また、顧客に提供する商品・技術・サービスの品質およ

び生産性の向上と、それを支える人材の育成を目的とした「人づくり、ものづくり」の取り組み

にも注力してまいります。 

  

当社グループは中期経営計画「ＭＰ－１１」の中間期にあたる平成22年度の基本方針を「顧客との

信頼関係のさらなる強化、事業品質の強化と新たな市場創出に果敢に挑戦する」と定め、当社グルー

プの持続的な成長の実現を目指してまいります。  

 特に注力して取組む重点施策は、以下の３つであります。    

１）持続的な成長の実現に向けて、サービス事業及びグローバル事業を一層拡大する。 

２）新商品、新事業の開発及び新たな水の価値、水の機能の創出に取り組む。 

３）グループを挙げてリスクマネジメントを徹底して実行する。 

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 中長期的な会社の経営戦略

(3) 会社の対処すべき課題
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4.【連結財務諸表】 
(1)【連結貸借対照表】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 26,061 16,363

受取手形 8,284 5,393

売掛金 52,113 49,975

有価証券 1,033 28,500

製品 1,414 1,334

仕掛品 4,293 2,600

原材料及び貯蔵品 1,440 1,186

繰延税金資産 2,635 2,463

その他 1,552 1,611

貸倒引当金 △140 △132

流動資産合計 98,689 109,297

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 40,220 36,541

機械装置及び運搬具（純額） 50,942 51,742

土地 13,895 13,981

リース資産（純額） 7,254 7,051

建設仮勘定 11,448 5,273

その他（純額） 2,301 1,909

有形固定資産合計 ※1  126,063 ※1  116,500

無形固定資産   

ソフトウエア 1,557 1,536

その他 728 637

無形固定資産合計 2,285 2,173

投資その他の資産   

投資有価証券 9,612 14,443

関係会社株式 1,175 1,299

繰延税金資産 5,677 6,184

その他 2,053 1,926

貸倒引当金 △152 △205

投資その他の資産合計 18,368 23,649

固定資産合計 146,717 142,323

資産合計 245,406 251,620
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,820 1,198

買掛金 17,010 15,632

未払金及び未払費用 17,655 7,936

未払法人税等 3,781 7,430

前受金 2,766 1,955

賞与引当金 2,372 2,377

その他 2,529 2,060

流動負債合計 47,935 38,592

固定負債   

リース債務 7,183 6,925

再評価に係る繰延税金負債 1,519 1,509

退職給付引当金 8,644 9,465

その他 1,497 1,187

固定負債合計 18,844 19,088

負債合計 66,779 57,680

純資産の部   

株主資本   

資本金 13,450 13,450

資本剰余金 11,426 11,426

利益剰余金 159,792 172,717

自己株式 △4,847 △4,855

株主資本合計 179,821 192,738

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 170 1,989

土地再評価差額金 △750 △764

為替換算調整勘定 △1,950 △1,374

評価・換算差額等合計 △2,530 △149

少数株主持分 1,335 1,350

純資産合計 178,626 193,939

負債純資産合計 245,406 251,620
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 199,706 178,520

売上原価 135,874 117,221

売上総利益 63,831 61,299

販売費及び一般管理費 ※1  35,896 ※1  34,941

営業利益 27,935 26,358

営業外収益   

受取利息及び配当金 573 331

持分法による投資利益 269 270

その他 339 404

営業外収益合計 1,183 1,006

営業外費用   

支払利息 36 26

その他 164 241

営業外費用合計 200 268

経常利益 28,917 27,096

特別利益   

契約解除に伴う清算益 － 1,507

特別利益合計 － 1,507

特別損失   

固定資産除却損 100 253

減損損失 － 36

事業整理損 － 136

投資有価証券評価損 2,018 －

訴訟和解金 480 －

その他 215 －

特別損失合計 2,814 426

税金等調整前当期純利益 26,103 28,178

法人税、住民税及び事業税 10,689 12,197

法人税等調整額 △1,160 △1,379

法人税等合計 9,529 10,817

少数株主利益 273 72

当期純利益 16,299 17,288
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 13,450 13,450

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 13,450 13,450

資本剰余金   

前期末残高 11,426 11,426

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 11,426 11,426

利益剰余金   

前期末残高 147,874 159,792

当期変動額   

剰余金の配当 △4,374 △4,374

役員賞与 △6 －

その他 △1 △2

当期純利益 16,299 17,288

土地再評価差額金の取崩 － 13

当期変動額合計 11,917 12,925

当期末残高 159,792 172,717

自己株式   

前期末残高 △4,827 △4,847

当期変動額   

自己株式の取得 △19 △8

当期変動額合計 △19 △8

当期末残高 △4,847 △4,855

株主資本合計   

前期末残高 167,924 179,821

当期変動額   

剰余金の配当 △4,374 △4,374

役員賞与 △6 －

その他 △1 △2

当期純利益 16,299 17,288

自己株式の取得 △19 △8

土地再評価差額金の取崩 － 13

当期変動額合計 11,897 12,916

当期末残高 179,821 192,738
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 1,773 170

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,603 1,818

当期変動額合計 △1,603 1,818

当期末残高 170 1,989

土地再評価差額金   

前期末残高 △750 △750

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － △13

当期変動額合計 － △13

当期末残高 △750 △764

為替換算調整勘定   

前期末残高 455 △1,950

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,405 575

当期変動額合計 △2,405 575

当期末残高 △1,950 △1,374

評価・換算差額等合計   

前期末残高 1,478 △2,530

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,008 2,380

当期変動額合計 △4,008 2,380

当期末残高 △2,530 △149

少数株主持分   

前期末残高 1,658 1,335

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △323 15

当期変動額合計 △323 15

当期末残高 1,335 1,350

純資産合計   

前期末残高 171,061 178,626

当期変動額   

剰余金の配当 △4,374 △4,374

役員賞与 △6 －

その他 △1 △2

当期純利益 16,299 17,288

自己株式の取得 △19 △8

土地再評価差額金の取崩 － 13

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,331 2,395

当期変動額合計 7,565 15,312

当期末残高 178,626 193,939
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 26,103 28,178

減価償却費 11,716 15,523

持分法による投資損益（△は益） △269 △270

退職給付引当金の増減額（△は減少） 332 799

その他の引当金の増減額（△は減少） △132 △645

受取利息及び受取配当金 △573 △331

支払利息 36 26

その他の営業外損益（△は益） △137 △140

その他の特別損益（△は益） 695 △1,371

投資有価証券評価損益（△は益） 2,018 －

有形固定資産除売却損益（△は益） 79 245

売上債権の増減額（△は増加） 11,430 4,351

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,086 2,194

その他の流動資産の増減額（△は増加） 536 △230

仕入債務の増減額（△は減少） △4,110 △1,936

前受金の増減額（△は減少） △651 △878

その他の流動負債の増減額（△は減少） △1,857 1,945

その他 71 125

小計 48,374 47,586

利息及び配当金の受取額 1,094 685

その他の収入 312 4,025

利息の支払額 △32 △38

その他の支出 △841 △404

法人税等の支払額 △15,249 △8,209

営業活動によるキャッシュ・フロー 33,658 43,644

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △864 △587

定期預金の払戻による収入 2,094 1,357

有価証券の取得による支出 △4,497 △27,999

有価証券の売却及び償還による収入 7,897 4,799

有形固定資産の取得による支出 △38,291 △19,278

有形固定資産の売却による収入 47 56

投資有価証券の取得による支出 △648 △2,109

投資有価証券の売却及び償還による収入 610 71

子会社の清算による収入 1,451 －

その他の支出 △859 △1,176

その他の収入 137 515

投資活動によるキャッシュ・フロー △32,922 △44,350
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △0 67

長期借入金の返済による支出 △92 －

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △131 △451

自己株式の取得による支出 △19 △8

配当金の支払額 △4,370 △4,369

少数株主への配当金の支払額 △98 △96

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,713 △4,859

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,119 832

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,097 △4,732

現金及び現金同等物の期首残高 30,360 25,262

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 ※  25,262 ※  20,590
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該当事項はありません。 

(5)【継続企業の前提に関する注記】
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(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

１．連結の範囲に関する事項

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(1) 連結子会社数  38社

  子会社のうち、連結の範囲に含めた主要な会社名は

次のとおりであります。

  株式会社クリタス

  栗田エンジニアリング株式会社

  クリテックサービス株式会社

 

(1) 連結子会社数  37社

  子会社のうち、連結の範囲に含めた主要な会社名は

次のとおりであります。

  株式会社クリタス

  栗田エンジニアリング株式会社

  クリテックサービス株式会社

  クリタ・ケミカル製造株式会社

なお、当連結会計年度から、新たに設立したクリ

タ・ケミカル製造株式会社及び重要性が増加したクリ

タ・ケミカル熊本株式会社を連結の範囲に含めており

ます。 

 また、当連結会計年度から、クリタ・ケミカル神奈

川株式会社については、クリタ・ケミカル関東株式会

社（クリタ・ケミカル東京株式会社より社名変更）と

合併し、クリタ・ケミカル兵庫株式会社については、

クリタ・ケミカル関西株式会社と合併し、海外子会社

１社については、清算したため、連結の範囲から除外

しております。

(2) 主要な非連結子会社の名称等

  主要な非連結子会社名

   栗田総合サービス株式会社

  (連結の範囲から除いた理由)

非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の

総資産、売上高、当期純利益(持分相当額)及び利益

剰余金(持分相当額)等は、いずれも連結財務諸表に

重要な影響を及ぼしていないためであります。

(2) 主要な非連結子会社の名称等

  主要な非連結子会社名

同左

  (連結の範囲から除いた理由)

同左

２．持分法の適用に関する事項

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(1) 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の数と

主要な会社名は、次のとおりであります。

  持分法適用非連結子会社数  ２社

  持分法適用関連会社数    １社

  主要な持分法適用会社名   栗田総合サービス

                株式会社

  なお、重要性が増加した１社を持分法適用範囲に含

めております。また、会社清算した１社を持分法の適

用範囲から除外しております。

(1) 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の数と

主要な会社名は、次のとおりであります。

  持分法適用非連結子会社数  ２社

  持分法適用関連会社数    １社

  主要な持分法適用会社名   同左 

 

  

(2) 持分法を適用していない非連結子会社(クリタ・ケ

ミカル熊本株式会社他)は、それぞれ当期純利益(持分

相当額)及び利益剰余金(持分相当額)等からみて、持

分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が

軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、

持分法の適用範囲から除外しております。

(2) 持分法を適用していない非連結子会社(クリタ・ケ

ミカル北陸株式会社他)は、それぞれ当期純利益(持分

相当額)及び利益剰余金(持分相当額)等からみて、持

分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が

軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、

持分法の適用範囲から除外しております。

(3) 持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異な

る会社については、各社の各事業年度に係る財務諸表

を使用しております。

(3)           同左
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４．会計処理基準に関する事項 

 
  

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 連結子会社のうち、すべての在外連結子会社15社{ク

リタ(シンガポール)Pte.Ltd.他}の決算日は、平成20年

12月31日であります。連結財務諸表の作成に当たって

は、同決算日現在の財務諸表を使用しております。ただ

し、平成21年１月１日から連結決算日平成21年３月31日

までの期間に発生した重要な取引については、連結上必

要な調整を行っております。

 連結子会社のうち、すべての在外連結子会社14社{ク

リタ(シンガポール)Pte.Ltd.他}の決算日は、平成21年

12月31日であります。連結財務諸表の作成に当たって

は、同決算日現在の財務諸表を使用しております。ただ

し、平成22年１月１日から連結決算日平成22年３月31日

までの期間に発生した重要な取引については、連結上必

要な調整を行っております。

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

 ① 有価証券

   その他有価証券：

イ．時価のあるもの

連結決算日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定)

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

 ① 有価証券 

   その他有価証券：

   イ．時価のあるもの

同左

ロ．時価のないもの 

移動平均法による原価法

   ロ．時価のないもの

同左

 ② 通常の販売目的で保有するたな卸資産

イ．製品・原材料

主として移動平均法による原価法(貸借対

照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定)

ロ．仕掛品

主として個別法による原価法(貸借対照表

価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法により算定)

（会計方針の変更）

当連結会計年度から、「棚卸資産の評価に

関する会計基準」(企業会計基準第９号)を適

用し、評価基準については、原価法から原価

法（貸借対照表価額については収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法）に変更しており

ます。これに伴う当連結会計年度の損益への

影響は軽微であります。

 ② 通常の販売目的で保有するたな卸資産 

   イ．製品・原材料

主として移動平均法による原価法(貸借対

照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定)

   ロ．仕掛品

主として個別法による原価法(貸借対照表

価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法により算定)

  

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

 ① 有形固定資産（リース資産を除く）

当社及び国内連結子会社は定率法、在外連結子会

社は定額法を採用しております。ただし、当社及び

国内連結子会社が平成10年４月１日以降に取得した

建物(建物附属設備を除く)並びに当社が客先に設置

している超純水等の供給用設備については定額法を

採用しております。

② リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース

取引に係るもの）

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法を採用しております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

 ① 有形固定資産（リース資産を除く）

同左 

 

 

  

 

 

② リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース

取引に係るもの）

同左
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前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(3) 重要な引当金の計上基準

① 賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額基準

により計上しております。

② 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当社、主要な国

内連結子会社および一部の海外連結子会社は当連結

会計年度末における退職給付債務の見込額に基づ

き、その他の国内連結子会社は当連結会計年度末に

おける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき

計上しております。なお、数理計算上の差異は、１

～２年による按分額をその発生連結会計年度から費

用処理することとしております。 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の

基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して

おります。なお、在外子会社等の資産及び負債は、当

該子会社等の決算日の直物為替相場により円貨に換算

し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算

し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定

及び少数株主持分に含めて計上しております。

(3) 重要な引当金の計上基準

① 賞与引当金

同左 

 

② 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当社、主要な国

内連結子会社および一部の海外連結子会社は当連結

会計年度末における退職給付債務の見込額に基づ

き、その他の国内連結子会社は当連結会計年度末に

おける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき

計上しております。なお、数理計算上の差異は、１

～２年による按分額をその発生連結会計年度から費

用処理することとしております。

（会計方針の変更）

当連結会計年度から、「退職給付に係る会計基

準」の一部改正（その３）(企業会計基準第19号

平成20年７月31日)を適用しております。これに伴

う退職給付債務の差額に関わる費用処理額は876百

万円であり、営業利益、経常利益及び税金等調整前

当期純利益は、いずれも同額減少しております。な

お、本会計基準の適用に伴い発生する退職給付債務

の差額の未処理残高は62百万円であります。セグメ

ント情報に与える影響は、当該箇所に記載しており

ます。

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の

基準

同左

(5) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

  消費税等の会計処理方法 

   税抜方式を採用しております。

(5) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

  消費税等の会計処理方法

同左

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時

価評価法を採用しております。

同左

６．のれん及び負ののれんの償却に関する事項

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 発生年度より実質的判断による償却年数の見積りが可

能なものはその見積年数で、その他については３年間で

定額法により償却しております。ただし、金額が僅少の

場合は発生年度に全額償却しております。

同左
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７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ、原則として価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から３か月以内に満期又は償

還期限の到来する短期投資からなっております。

同左

(7)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針) 

 平成21年３月31日公布の法人税法の改正(外国子会社

からの配当金のうち95％を益金不算入にする等)に伴い

過年度に計上した在外連結子会社の留保利益に係る繰延

税金負債を取崩し、平成21年４月14日に改正された「連

結財務諸表における税効果会計に関する実務指針」(会

計制度委員会報告第６号)に基づき繰延税金負債を計上

しました。これにより従来の方法によった場合に比べ、

法人税等調整額が558百万円減少し、当期純利益が同額

増加しております。

(連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関

する当面の取扱い) 

 当連結会計年度から、「連結財務諸表作成における在

外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応

報告第18号 平成18年５月17日)を適用し、連結決算上

必要な修正を行っております。これに伴う当連結会計年

度の損益への影響は軽微であります。

(リース取引に関する会計基準) 

 当連結会計年度から、「リース取引に関する会計基

準」{企業会計基準第13号 平成５年６月17日(企業会計

審議会第一部会)、平成19年３月30日改正}及び「リース

取引に関する会計基準の適用指針」{企業会計基準適用

指針第16号 平成６年１月18日(日本公認会計士協会

会計制度委員会)、平成19年３月30日改正}を適用し、所

有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売

買取引に係る方法に準じた会計処理に変更しておりま

す。これにより、従来の方法によった場合に比べ、リー

ス資産が有形固定資産に7,254百万円計上されておりま

すが、当連結会計年度の損益への影響はありません。な

お、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転

外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用してお

ります。

(完成工事高及び完成工事原価の計上基準) 

 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、当

社は請負金額1,500百万円以上で、かつ工期１年超の工

事については工事進行基準を、その他の工事については

完成引渡基準を採用しておりましたが、当連結会計年度

から、当社及び一部の連結子会社は「工事契約に関する

会計基準」(企業会計基準第15号 平成19年12月27日)及

び「工事契約に関する会計基準の適用指針」(企業会計

基準適用指針第18号 平成19年12月27日)を適用し、当

連結会計年度に着手した工事契約から、進捗部分の成果

の確実性が認められる工事については工事進行基準(工

事の進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の工事に

ついては工事完成基準を採用しております。 

 これにより当連結会計年度の売上高は6,265百万円、

営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれ

ぞれ1,244百万円、いずれも増加しております。なお、

セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載してお

ります。
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前連結会計年度(自平成20年４月１日 至平成21年３月31日) 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
(注) 自己株式数の増加は単元未満株式の買取りによるものであります。 

  

２．配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  

 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(平成22年３月31日)

※１．有形固定資産の減価償却累計額 54,572百万円 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 65,971百万円

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

※１．研究開発費の総額

   一般管理費に含まれる研究開発費

4,363百万円

※１．研究開発費の総額

   一般管理費に含まれる研究開発費

3,990百万円

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度末 
株式数(千株)

当連結会計年度増加
株式数(千株)

当連結会計年度減少 
株式数(千株)

当連結会計年度末
株式数(千株)

発行済株式

 普通株式 132,800 ― ― 132,800

合計 132,800 ― ― 132,800

自己株式

 普通株式(注) 4,138 6 ― 4,145

合計 4,138 6 ― 4,145

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年６月27日 
定時株主総会

普通株式 2,187 17 平成20年３月31日 平成20年６月30日

平成20年10月31日 
取締役会

普通株式 2,187 17 平成20年９月30日 平成20年12月５日

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年６月26日 
定時株主総会

普通株式 2,187 利益剰余金 17 平成21年３月31日 平成21年６月29日
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当連結会計年度(自平成21年４月１日 至平成22年３月31日) 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
(注) 自己株式数の増加は単元未満株式の買取りによるものであります。  

  

２．配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  

 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

   次のとおり決議を予定しております。 

 
  

 
  

前連結会計年度末 
株式数(千株)

当連結会計年度増加
株式数(千株)

当連結会計年度減少 
株式数(千株)

当連結会計年度末
株式数(千株)

発行済株式

 普通株式 132,800 ― ― 132,800

合計 132,800 ― ― 132,800

自己株式

 普通株式(注) 4,145 2 ― 4,148

合計 4,145 2 ― 4,148

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年６月26日 
定時株主総会

普通株式 2,187 17 平成21年３月31日 平成21年６月29日

平成21年10月30日 
取締役会

普通株式 2,187 17 平成21年９月30日 平成21年12月７日

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年６月29日 
定時株主総会

普通株式 2,444 利益剰余金 19 平成22年３月31日 平成22年６月30日

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 

※現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

(平成21年３月31日現在)

(百万円)

現金及び預金勘定 26,061

預入期間が３か月を超える定期預金等 △1,032

有価証券勘定のうち譲渡性預金 234

現金及び現金同等物 25,262
 
(重要な非資金取引の内容)

 連結貸借対照表に計上した所有権移転外ファイナン

ス・リース取引に係る資産の取得額は7,370百万円で

あります。

 

※現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

(平成22年３月31日現在)

(百万円)

現金及び預金勘定 16,363

預入期間が３か月を超える定期預金等 △272

有価証券勘定のうち譲渡性預金 
(預入期間が３か月を超えるものは除く)

4,500

現金及び現金同等物 20,590
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前連結会計年度(自平成20年４月１日 至平成21年３月31日) 

 
  

当連結会計年度(自平成21年４月１日 至平成22年３月31日) 

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

水処理薬品事業
(百万円)

水処理装置事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業利益

  売上高

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高

58,331 141,374 199,706 ― 199,706

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

353 102 455 (455) ―

計 58,685 141,476 200,162 (455) 199,706

  営業費用 50,267 121,959 172,226 (455) 171,771

  営業利益 8,417 19,517 27,935 0 27,935

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
  資本的支出

  資産 34,476 180,626 215,102 30,304 245,406

  減価償却費 1,745 9,970 11,716 ― 11,716

  資本的支出 1,432 54,889 56,322 ― 56,322

水処理薬品事業
(百万円)

水処理装置事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業利益

  売上高

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高

53,743 124,777 178,520 ─ 178,520

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

455 78 534 (534) ─

計 54,199 124,855 179,055 (534) 178,520

  営業費用 46,022 106,674 152,697 (534) 152,162

  営業利益 8,177 18,181 26,358 ─ 26,358

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
  資本的支出

  資産 35,194 168,119 203,314 48,306 251,620

  減価償却費 1,662 13,860 15,523 ─ 15,523

  資本的支出 1,151 6,932 8,083 ─ 8,083
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(注) １．事業区分の方法 

当社グループの主な事業内容は、水処理に関する薬品類の製造販売と水処理に関する装置・施設類の製

造販売であります。従って、事業区分は製品の系列を考慮し、水処理薬品事業と水処理装置事業の２つ

に区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

 
３．前連結会計年度及び当連結会計年度における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営

業費用はありません。 

４．前連結会計年度及び当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額

は、30,353百万円及び48,369百万円であり、その主なものは、預金、運用有価証券及び長期投資資金(有

価証券及び投資有価証券)であります。 

５．「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当連結会計年度から、「退職給

付に係る会計基準」の一部改正（その３）(企業会計基準第19号 平成20年７月31日)を適用しておりま

す。これにより、従来の方法によった場合に比べ、当連結会計年度の水処理薬品事業の営業利益は290百

万円、水処理装置事業の営業利益は585百万円、いずれも減少しております。 

６．「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度から、当

社及び一部の連結子会社は「工事契約に関する会計基準」(企業会計基準第15号 平成19年12月27日)及

び「工事契約に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日)を適用

しております。これにより、従来の方法によった場合に比べ、当連結会計年度の水処理装置事業の売上

高は6,265百万円、営業利益は1,244百万円、いずれも増加しております。 

  

事業区分 主要製品

水処理薬品事業

ボイラ水系処理薬品、冷却水系処理薬品、空調関係水処理薬品、石油化学・紙パルプなどの製

造プロセス処理薬品、船舶関連処理薬品、排水処理薬品、汚泥脱水処理薬品、土木建築関連処

理薬品、ダイオキシン処理薬品、重金属固定剤、薬注装置、イオン交換樹脂、水質試験器、メ

ンテナンス・サービス、水質分析

水処理装置事業

超純水製造装置、医薬用水製造装置、純水装置、復水脱塩装置、ろ過装置、純水装置・排水処

理装置・各種水処理装置の規格型商品、鉄鋼・石油化学・電力・紙パルプ・医薬品・食品など

各種産業の用水・排水処理装置、工業用高性能液体クロマトグラフィー装置、資源化装置、海

水淡水化装置、プール循環浄化装置、浄水器、超純水供給、メンテナンス・サービス、精密洗

浄、化学洗浄、水処理施設の運転・維持管理、土壌・地下水浄化、宅配用ミネライズウォータ

ー
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前連結会計年度(自平成20年４月１日 至平成21年３月31日) 

 
  

当連結会計年度(自平成21年４月１日 至平成22年３月31日) 

 
(注) １．国又は地域は、地理的近接度によって区分しております。 

２．その他の地域はアジア等であります。 

３．前連結会計年度及び当連結会計年度における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費

用はありません。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額及びその主な内容は、「事業の種類別セグメント

情報」の「(注)４．」と同一であります。 

５．「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当連結会計年度から、「退職給付に

係る会計基準」の一部改正（その３）(企業会計基準第19号 平成20年７月31日)を適用しております。これ

により、従来の方法によった場合に比べ、当連結会計年度の日本の営業利益は876百万円減少しておりま

す。 

６．「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度から、当社及

び一部の連結子会社は「工事契約に関する会計基準」(企業会計基準第15号 平成19年12月27日)及び「工事

契約に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日)を適用しておりま

す。これにより従来の方法によった場合に比べ、当連結会計年度の日本の売上高は6,265百万円、営業利益

は1,244百万円、いずれも増加しております。 

  

【所在地別セグメント情報】

日本 
(百万円)

その他の地域
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業利益

  売上高

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高

179,726 19,980 199,706 ― 199,706

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

2,057 433 2,490 (2,490) ―

計 181,783 20,413 202,197 (2,490) 199,706

  営業費用 155,950 18,679 174,629 (2,858) 171,771

  営業利益 25,833 1,734 27,567 367 27,935

Ⅱ 資産 198,465 8,683 207,148 38,258 245,406

日本 
(百万円)

その他の地域
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業利益

  売上高

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高

163,696 14,824 178,520 ─ 178,520

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

1,561 238 1,799 (1,799) ─

計 165,257 15,063 180,320 (1,799) 178,520

  営業費用 140,733 13,544 154,278 (2,115) 152,162

  営業利益 24,523 1,518 26,042 315 26,358

Ⅱ 資産 185,816 8,116 193,932 57,687 251,620
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前連結会計年度(自平成20年４月１日 至平成21年３月31日) 

 
  

当連結会計年度(自平成21年４月１日 至平成22年３月31日) 

 
(注) １．国又は地域は、地理的近接度によって区分しております。 

２．各区分に属する主な国又は地域は以下のとおりであります。 

 アジア   ：韓国、中国、台湾、シンガポール、インドネシア、タイ 

 北アメリカ ：アメリカ 

 ヨーロッパ ：ドイツ 

 その他の地域：ブラジル 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

４．「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度から、当社及

び一部の連結子会社は「工事契約に関する会計基準」(企業会計基準第15号 平成19年12月27日)及び「工事

契約に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日)を適用しておりま

す。これにより従来の方法によった場合に比べ、当連結会計年度のアジアの売上高は1,794百万円増加して

おります。 

  

【海外売上高】

アジア 北アメリカ ヨーロッパ その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 20,070 1,371 1,576 2,936 25,955

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― ― 199,706

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

10.0 0.7 0.8 1.5 13.0

アジア 北アメリカ ヨーロッパ その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 13,404 1,626 1,399 2,581 19,011

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― ― 178,520

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

7.5 0.9 0.8 1.4 10.6
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(税効果会計関係)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(平成22年３月31日)

 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

(単位：百万円)

繰延税金資産

退職給付引当金 3,462

減価償却費 2,731

賞与引当金 949

計画設計費用 565

未払事業税 374

製品保証引当金 362

減損損失 319

役員退職慰労引当金 293

投資有価証券評価損 277

ゴルフ会員権評価損 125

その他 920

繰延税金資産小計 10,381

評価性引当額 △660

繰延税金資産合計 9,721

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △116

在外連結子会社の留保利益に係る 
追加納税見込額

△554

固定資産圧縮積立金 △736

繰延税金負債合計 △1,408

繰延税金資産(負債)の純額 8,312

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

(単位：％)

法定実効税率 40.6

(調整)

投資有価証券評価損否認 0.9

交際費等永久に損金に算入されない 
項目

0.6

試験研究費税額控除 △0.9

受取配当金等永久に益金に算入され 
ない項目

△1.6

在外連結子会社の留保利益に係る繰 
延税金負債取崩

△1.8

その他 △1.3

税効果会計適用後の法人税等の負担率 36.5

 

 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

(単位：百万円)

繰延税金資産

減価償却費 3,834

退職給付引当金 3,796

賞与引当金 945

未払事業税 565

減損損失 309

投資有価証券評価損 277

未実現固定資産売却益 240

製品保証引当金 213

計画設計費用 203

役員退職慰労引当金 181

その他 994

繰延税金資産小計 11,562

評価性引当額 △687

繰延税金資産合計 10,875

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △1,049

在外連結子会社の留保利益に係る 
追加納税見込額

△443

固定資産圧縮積立金 △734

繰延税金負債合計 △2,227

繰延税金資産(負債)の純額 8,648

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

(単位：％)

法定実効税率 40.6

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない 
項目

0.4

受取配当金等永久に益金に算入され 
ない項目

△0.2

在外連結子会社の留保利益に係る繰 
延税金負債取崩

△0.4

試験研究費税額控除 △0.7

その他 △1.3

税効果会計適用後の法人税等の負担率 38.4
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当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

当連結会計年度から、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 平成20年３月10日)

及び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 平成20年３月

10日)を適用しております。 
  

１．金融商品の状況に関する事項 

(１)金融商品に対する取組方針 

当社グループは、資金運用については、基本的に安全性の高い商品（預金等）に限定して行っ

ております。当社グループは現状、運転資金及び設備投資資金については自己資金で全て賄えて

おり、基本的に外部調達は不要の状況にありますが、大型設備投資等の特別な資金需要が発生し

た場合は、必要に応じて外部調達をすることがあります。デリバティブ取引については、必要に

応じて利用するリスク回避目的の為替予約取引のみであり、投機的な取引は一切行わない方針で

あります。 
  

(２)金融商品の内容及びそのリスク 

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外に

事業を展開していることで生じる一部の外貨建営業債権は、為替変動リスクに晒されておりま

す。 

 有価証券及び投資有価証券は、市場価格の変動リスクや投資先の事業リスクに晒されておりま

す。 

 営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。 
  

(３)金融商品に係るリスク管理体制 

①信用リスク（取引先の契約不履行に係るリスク）の管理 

 当社は、営業債権については、与信管理規程に基づき、各事業部門の管理部門及び法務部門

が特定取引先の信用情報を定期的に収集し、取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、

財務状況等の悪化等による回収懸念債権の早期把握等により、損害防止と取引の安全性向上に

努めております。連結子会社も、取引先ごとに営業債権の期日及び残高を管理することによ

り、信用リスク低減に努めております。 

②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理 

 当社及び一部の連結子会社は、外貨建ての営業債権債務について、通貨別月別に把握された

為替の変動リスクに対して、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。 

 有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しており

ます。 

③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理 

 当社及び連結子会社は、財務部門が各事業部門からの報告等に基づき、毎月資金繰計画を作

成・更新するとともに、相当額の手元流動性を維持し、流動性リスクを管理しております。 
  

(金融商品関係)

 (追加情報)
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２．金融商品の時価等に関する事項 

平成22年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとお

りであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めており

ません｛（注）２．を参照ください。｝。 

   
(注)１．金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項 
  
  (１)現金及び預金、並びに(２)受取手形及び売掛金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該

帳簿価額によっております。 

  (３)有価証券及び投資有価証券 

有価証券は全て譲渡性預金であり、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似して

いることから、当該帳簿価額によっております。投資有価証券は全て株式であるため、時

価は取引所の価格によっております。 

  (４)支払手形及び買掛金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価

額によっております。 
  

    ２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

 
上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、

「(３)有価証券及び投資有価証券」には含まれておりません。 
  

  ３．満期のある金銭債権及び有価証券の連結決算日後の償還予定額 

 

連結貸借対照表
計上額 
(百万円)

時価
(百万円)

差額
(百万円)

(１) 現金及び預金 16,363 16,363 ─

(２) 受取手形及び売掛金 55,369 55,369 ─

(３) 有価証券及び投資有価証券

     その他有価証券 42,603 42,603 ─

資産計 114,337 114,337 ─

(４) 支払手形及び買掛金 16,830 16,830 ─

負債計 16,830 16,830 ─

区分
連結貸借対照表計上額

（百万円）

非上場株式 340

1年以内
（百万円）

1年超 
5年以内 

（百万円）

5年超 
10年以内 
（百万円）

10年超
（百万円）

 預金 16,320 ─ ─ ─

 受取手形及び売掛金 55,369 ─ ─ ─

 有価証券及び投資有価証券

 その他有価証券のうち満期があるもの
 （譲渡性預金）

28,500 ─ ─ ─

合計 100,189 ─ ─ ─
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前連結会計年度 

 
  

 
  

 
  

(有価証券関係)

１．その他有価証券で時価のあるもの（平成21年３月31日）

区分
取得原価
(百万円)

連結決算日における
連結貸借対照表計上額 

(百万円)

差額 
(百万円)

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの

 株式 3,478 4,590 1,111

 債券

  国債・地方債 ― ― ―

  社債 300 300 0

  その他 ─ ─ ─

 その他 ― ― ―

小計 3,778 4,890 1,111

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの

 株式 5,538 4,678 △859

 債券

  国債・地方債 ― ― ―

  社債 500 499 △0

  その他 ─ ─ ─

 その他 ― ― ―

小計 6,038 5,177 △860

合計 9,816 10,068 251

２．連結会計年度中に売却したその他有価証券（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日）

売却額 
(百万円)

売却益の合計額
(百万円)

売却損の合計額 
(百万円)

110 ─ 12

３．時価評価されていない主な有価証券の内容（平成21年３月31日）

内容
連結貸借対照表計上額

(百万円)

その他有価証券

 譲渡性預金 234

 非上場株式 343

合計 577

４．その他有価証券のうち満期があるものの連結決算日後における償還予定額（平成21年３月31日）

区分
１年以内 
(百万円)

１年超
５年以内 
(百万円)

５年超
10年以内 
(百万円)

10年超 
(百万円)

債券

 国債・地方債 ― ― ― ―

 社債 799 ─ ― ―

 その他 ─ ― ― ―

その他

 譲渡性預金 234 ― ― ―

合計 1,033 ─ ― ―
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当連結会計年度 

  

 
  

 
  

１．その他有価証券（平成22年３月31日）

区分
連結決算日における
連結貸借対照表計上額 

（百万円）

取得原価
（百万円）

差額 
（百万円）

連結貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの

 株式 10,839 7,413 3,425

 債券 ─ ─ ─

 その他 ─ ─ ─

小計 10,839 7,413 3,425

連結貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの

 株式 3,264 3,657 △392

 債券 ─ ─ ─

 その他 ─ ─ ─

小計 3,264 3,657 △392

合計 14,103 11,071 3,032

２．連結会計年度中に売却したその他有価証券（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日）

区分
売却額

（百万円）
売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

  株式 70 16 0

合計 70 16 0
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当社及び国内連結子会社４社は、退職一時金制度と確定拠出年金制度を、国内連結子会社２社は、退

職一時金制度と適格退職年金制度を併用しております。その他の連結子会社については、22社(国内17

社、海外５社)が、退職一時金制度、適格退職年金制度または確定拠出年金制度を設けており、国内連

結子会社のうち２社は全面的に適格退職年金制度を、海外連結子会社１社は全面的に確定拠出年金制度

を採用しております。 

  

 
(注) 国内連結子会社は、１社を除き退職給付債務の算定に当たり、簡便法を採用しております。 

  

 
(注) 簡便法を採用している国内連結子会社の退職給付費用は「イ．勤務費用」に計上しております。また、

「チ．その他」は、確定拠出年金への掛金額であります。 

  

(退職給付関係)

１．採用している退職給付制度の概要

２．退職給付債務に関する事項

前連結会計年度 
(平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(平成22年３月31日)

イ．退職給付債務 △18,796百万円 △17,722百万円

ロ．年金資産 10,153 8,138

ハ．未積立退職給付債務(イ＋ロ) △8,643 △9,584

ニ．未認識数理計算上の差異 △0 118

ホ．未認識過去勤務債務 ― ―

ヘ．連結貸借対照表計上額純額(ハ＋ニ＋ホ) △8,644 △9,465

ト．前払年金費用 ― ―

チ．退職給付引当金(ヘ－ト) △8,644 △9,465

３．退職給付費用に関する事項

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

イ．勤務費用 923百万円 877百万円

ロ．利息費用 242 191

ハ．期待運用収益 ― ―

ニ．数理計算上の差異の費用処理額 57 663

ホ．臨時に支払った割増退職金等 4 4

ヘ．退職給付費用(イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ) 1,227 1,736

ト. 確定拠出年金制度への移行に伴う損益 215 1

チ. その他  482 639

リ. 計(ヘ＋ト＋チ) 1,924 2,376
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(注) １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
(注) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

リース取引に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられる

ため開示を省略しております。また、関連当事者との取引及び賃貸等不動産に関する注記事項について

は、記載すべき重要な取引がありません。デリバティブ取引及びストック・オプション等に関する注記

事項については、該当事項がありません。 

  

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

前連結会計年度 
(平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(平成22年３月31日)

イ．退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準

ロ．割引率 2.5％ 1.7～1.8％

ハ．期待運用収益率 0.0～0.8％ 0.5～0.7％

ニ．数理計算上の差異の処理年数 １～２年 １～２年

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 1,378.04円 １株当たり純資産額 1,496.98円

１株当たり当期純利益金額 126.69円 １株当たり当期純利益金額 134.38円

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(平成22年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 178,626 193,939

純資産の部の合計額から控除する金額 
(百万円)

1,335 1,350

 (うち少数株主持分) (1,335) (1,350)

普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 177,291 192,588

１株当たり純資産額の算定に用いられた 
期末の普通株式の数(株) 

128,654,837 128,651,945

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当期純利益(百万円) 16,299 17,288

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ─

普通株式に係る当期純利益(百万円) 16,299 17,288

期中平均株式数(株) 128,658,142 128,653,126

＜開示の省略＞
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１．売 上 高                               （単位：百万円） 

   
２．受注高及び受注残高                            （単位：百万円）

   
３．生 産 実 績                              （単位：百万円）

 
（注）金額は販売価格によっております。 
  

４．設備投資額（有形固定資産）                       （単位：百万円）

   
５．減価償却費（有形固定資産）                       （単位：百万円）

 
  

[その他の連結情報]

事 業 区 分

前連結会計年度
（自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成21年４月１日  
至 平成22年３月31日）

金   額 構 成 比 金   額 構 成 比

水処理薬品事業 58,331 29.2％ 53,743 30.1％

水処理装置事業 141,374 70.8 124,777 69.9

合   計 199,706 100.0 178,520 100.0

事 業 区 分

前連結会計年度
（自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成21年４月１日  
至 平成22年３月31日）

金   額 構 成 比 金   額 構 成 比

受 
注 
高

水処理薬品事業 58,470 30.0％ 53,370 30.5％

水処理装置事業 136,595 70.0 121,791 69.5

合   計 195,065 100.0 175,162 100.0

受 
注 
残 
高

水処理薬品事業 4,021 7.4 3,647 7.1

水処理装置事業 50,483 92.6 47,497 92.9

合   計 54,504 100.0 51,145 100.0

事 業 区 分

前連結会計年度
（自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成21年４月１日  
至 平成22年３月31日）

金   額 構 成 比 金   額 構 成 比

水処理薬品事業 58,696 30.1％ 52,575 29.9％

水処理装置事業 136,297 69.9 123,306 70.1

合   計 194,994 100.0 175,882 100.0

事 業 区 分

前連結会計年度
（自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成21年４月１日  
至 平成22年３月31日）

金   額 構 成 比 金   額 構 成 比

水処理薬品事業 1,174 2.1％ 908 12.1％

水処理装置事業 54,560 97.9 6,616 87.9

合   計 55,734 100.0 7,525 100.0

事 業 区 分

前連結会計年度
（自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成21年４月１日  
至 平成22年３月31日）

金   額 構 成 比 金   額 構 成 比

水処理薬品事業 1,378 12.6％ 1,319 8.9％

水処理装置事業 9,537 87.4 13,520 91.1

合   計 10,916 100.0 14,840 100.0
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5.【個別財務諸表】 
(1)【貸借対照表】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 17,039 7,770

受取手形 6,027 3,812

売掛金 39,854 37,093

有価証券 799 28,500

製品 606 635

仕掛品 2,505 1,846

原材料 683 295

短期貸付金 1,230 877

繰延税金資産 1,849 1,758

その他 1,190 1,736

貸倒引当金 △44 △32

流動資産合計 71,742 84,295

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 36,393 32,777

機械装置及び運搬具（純額） 49,519 49,709

土地 12,362 12,326

リース資産（純額） 7,206 6,958

建設仮勘定 10,762 5,053

その他（純額） 1,110 788

有形固定資産合計 117,354 107,614

無形固定資産   

ソフトウエア 1,376 1,366

その他 260 248

無形固定資産合計 1,636 1,615

投資その他の資産   

投資有価証券 9,521 14,334

関係会社株式 4,821 5,338

関係会社出資金 1,297 1,297

長期貸付金 483 1,576

繰延税金資産 5,031 5,281

その他 1,160 946

貸倒引当金 △93 △90

投資その他の資産合計 22,223 28,684

固定資産合計 141,214 137,914

資産合計 212,956 222,209
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 13,637 13,464

未払金及び未払費用 16,299 6,271

未払法人税等 2,650 6,322

前受金 707 1,571

預り金 4,210 4,227

賞与引当金 1,300 1,228

その他 1,391 1,000

流動負債合計 40,196 34,085

固定負債   

リース債務 7,165 6,875

再評価に係る繰延税金負債 1,519 1,509

退職給付引当金 6,495 6,897

その他 1,164 995

固定負債合計 16,343 16,278

負債合計 56,540 50,363

純資産の部   

株主資本   

資本金 13,450 13,450

資本剰余金   

資本準備金 11,426 11,426

資本剰余金合計 11,426 11,426

利益剰余金   

利益準備金 2,919 2,919

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 1,078 1,074

配当準備積立金 1,000 1,000

別途積立金 115,680 127,580

繰越利益剰余金 16,295 18,043

利益剰余金合計 136,972 150,617

自己株式 △4,847 △4,855

株主資本合計 157,002 170,639

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 164 1,971

土地再評価差額金 △750 △764

評価・換算差額等合計 △586 1,206

純資産合計 156,416 171,846

負債純資産合計 212,956 222,209
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(2)【損益計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 134,844 121,058

売上原価 92,826 79,072

売上総利益 42,017 41,985

販売費及び一般管理費 22,529 22,101

営業利益 19,488 19,884

営業外収益   

受取利息及び配当金 5,156 4,784

その他 1,470 1,708

営業外収益合計 6,627 6,492

営業外費用   

支払利息 29 19

その他 255 588

営業外費用合計 285 608

経常利益 25,830 25,769

特別利益   

契約解除に伴う清算益 － 1,507

子会社清算益 270 －

特別利益合計 270 1,507

特別損失   

固定資産除却損 58 214

減損損失 － 36

投資有価証券評価損 1,918 －

訴訟和解金 480 －

特別損失合計 2,456 250

税引前当期純利益 23,644 27,026

法人税、住民税及び事業税 7,950 10,144

法人税等調整額 △547 △1,123

法人税等合計 7,402 9,020

当期純利益 16,241 18,005
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 13,450 13,450

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 13,450 13,450

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 11,426 11,426

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 11,426 11,426

資本剰余金合計   

前期末残高 11,426 11,426

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 11,426 11,426

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 2,919 2,919

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,919 2,919

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 1,083 1,078

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △5 △3

当期変動額合計 △5 △3

当期末残高 1,078 1,074

配当準備積立金   

前期末残高 1,000 1,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,000 1,000

別途積立金   

前期末残高 104,380 115,680

当期変動額   

別途積立金の積立 11,300 11,900

当期変動額合計 11,300 11,900

当期末残高 115,680 127,580
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 15,722 16,295

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 5 3

別途積立金の積立 △11,300 △11,900

剰余金の配当 △4,374 △4,374

当期純利益 16,241 18,005

土地再評価差額金の取崩 － 13

当期変動額合計 572 1,747

当期末残高 16,295 18,043

利益剰余金合計   

前期末残高 125,105 136,972

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △4,374 △4,374

当期純利益 16,241 18,005

土地再評価差額金の取崩 － 13

当期変動額合計 11,866 13,644

当期末残高 136,972 150,617

自己株式   

前期末残高 △4,827 △4,847

当期変動額   

自己株式の取得 △19 △8

当期変動額合計 △19 △8

当期末残高 △4,847 △4,855

株主資本合計   

前期末残高 145,155 157,002

当期変動額   

剰余金の配当 △4,374 △4,374

当期純利益 16,241 18,005

自己株式の取得 △19 △8

土地再評価差額金の取崩 － 13

当期変動額合計 11,847 13,636

当期末残高 157,002 170,639
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 1,747 164

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,583 1,806

当期変動額合計 △1,583 1,806

当期末残高 164 1,971

土地再評価差額金   

前期末残高 △750 △750

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － △13

当期変動額合計 － △13

当期末残高 △750 △764

評価・換算差額等合計   

前期末残高 996 △586

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,583 1,793

当期変動額合計 △1,583 1,793

当期末残高 △586 1,206

純資産合計   

前期末残高 146,152 156,416

当期変動額   

剰余金の配当 △4,374 △4,374

当期純利益 16,241 18,005

自己株式の取得 △19 △8

土地再評価差額金の取崩 － 13

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,583 1,793

当期変動額合計 10,263 15,429

当期末残高 156,416 171,846
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該当事項はありません。 

(4)【継続企業の前提に関する注記】
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