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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 88,101 -18,654 -17.5% 175,162 -19,903 -10.2% 96,300 89,946 +1,845 +2.1% 200,000 200,000 +24,838 +14.2%

薬　品 26,775 -4,423 -14.2% 53,370 -5,100 -8.7% 29,034 29,156 +2,381 +8.9% 57,924 57,900 +4,530 +8.5%

装　置 61,325 -14,232 -18.8% 121,791 -14,804 -10.8% 67,266 60,789 -536 -0.9% 142,076 142,100 +20,309 +16.7%

売上高 83,815 -11,856 -12.4% 178,520 -21,186 -10.6% 88,300 87,712 +3,897 +4.6% 195,000 195,000 +16,480 +9.2%

薬　品 26,665 -4,017 -13.1% 53,743 -4,588 -7.9% 28,374 28,663 +1,998 +7.5% 57,320 57,300 +3,557 +6.6%

装　置 57,150 -7,839 -12.1% 124,777 -16,597 -11.7% 59,926 59,048 +1,898 +3.3% 137,680 137,700 +12,923 +10.4%

　（原価率） (64.3%) (-2.6) (65.7%) (-2.3) (66.0%) (64.4%) (+0.1) (66.6%) (66.6%) (+0.9)

売上総利益 29,933 -1,719 -5.4% 61,299 -2,532 -4.0% 30,000 31,225 +1,292 +4.3% 65,100 65,100 +3,801 +6.2%

販売費及び一般管理費 17,055 -1,393 -7.6% 34,941 -955 -2.7% 17,800 17,812 +757 +4.4% 35,600 35,600 +659 +1.9%

　（販管費率） (20.3%) (1.0) (19.6%) (+1.6) (20.2%) (20.3%) (0.0) (18.3%) (18.3%) (-1.3)

営業利益 12,878 -325 -2.5% 26,358 -1,577 -5.6% 12,200 13,412 +534 +4.1% 29,500 29,500 +3,142 +11.9%

　（営業利益率） (15.4%) (+1.6) (14.8%) (+0.8) (13.8%) (15.3%) (-0.1) (15.1%) (15.1%) (+0.3)

営業外収支 288 -164 738 -244 200 490 +202 500 500 -238

経常利益 13,166 -489 -3.6% 27,096 -1,821 -6.3% 12,400 13,902 +736 +5.6% 30,000 30,000 +2,904 +10.7%

　（経常利益率） (15.7%) (+1.4) (15.2%) (+0.7) (14.0%) (15.8%) (+0.1) (15.4%) (15.4%) (+0.2)

特別損益 543 +860 1,082 +3,896 － － -543 -250 -250 -1,332

8,142 +664 +8.9% 17,288 +989 +6.1% 7,500 8,202 +60 +0.7% 17,300 17,300 +12 +0.1%

　（当期純利益率） (9.7%) (+1.9) (9.7%) (+1.5) (8.5%) (9.4%) (-0.3) (8.9%) (8.9%) (-0.8)

63.29 +5.17 +8.9% 134.38 +7.69 +6.1% 58.30 63.76 +0.47 +0.7% 134.47 134.47 +0.09 +0.1%1株当たり当期純利益(円)

当期(四半期)純利益

2011/3期

上期計画
通期計画
（今回）

前年同期比 前年同期比上期実績
通期計画
（期初）

上期実績

2010/3期

通期実績前年同期比 前年同期比

１



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 881 -187 -17.5% 1,752 -199 -10.2% 963 899 +18 +2.1% 2,000 2,000 +248 +14.2%

薬　品 268 -44 -14.2% 534 -51 -8.7% 290 292 +24 +8.9% 579 579 +45 +8.5%

装　置 613 -142 -18.8% 1,218 -148 -10.8% 673 608 -5 -0.9% 1,421 1,421 +203 +16.7%

電子産業向け 325 -72 -18.2% 710 -27 -3.7% 386 362 +38 +11.6% 842 842 +132 +18.6%

一般産業向け 289 -70 -19.6% 508 -121 -19.2% 287 246 -43 -14.9% 578 578 +71 +13.9%

売上高 838 -119 -12.4% 1,785 -212 -10.6% 883 877 +39 +4.6% 1,950 1,950 +165 +9.2%

薬　品 267 -40 -13.1% 537 -46 -7.9% 284 287 +20 +7.5% 573 573 +36 +6.7%

装　置 572 -78 -12.1% 1,248 -166 -11.7% 599 590 +19 +3.3% 1,377 1,377 +129 +10.3%

電子産業向け 311 -65 -17.3% 673 -103 -13.3% 380 380 +70 +22.5% 825 825 +152 +22.7%

一般産業向け 261 -13 -4.9% 575 -63 -9.8% 219 210 -51 -19.5% 551 551 -23 -4.1%

営業利益 129 -3 -2.5% 264 -16 -5.6% 122 134 +5 +4.1% 295 295 +31 +11.9%

　(利益率) (15.4%) (+1.6) (14.8%) (+0.8) (13.8%) (15.3%) (-0.1) (15.1%) (15.1%) (+0.3)

薬　品 42 -8 -16.1% 82 -2 -2.9% 47 55 +13 +30.9% 93 101 +19 +23.5%

　(利益率) (15.9%) (-0.5) (15.2%) (+0.8) (16.6%) (19.3%) (+3.4) (16.2%) (17.6%) (+2.4)

装　置 86 +5 +6.0% 182 -13 -6.8% 75 79 -8 -8.9% 202 194 +12 +6.7%

　(利益率) (15.1%) (+2.5) (14.6%) (+0.8) (12.5%) (13.3%) (-1.8) (14.7%) (14.1%) (-0.5)

電子産業向け 73 +8 +12.0% 140 -4 -2.7% 71 77 +4 +5.7% 166 164 +23 +16.7%

　(利益率) (23.6%) (+6.2) (20.9%) (+2.3) (18.6%) (20.3%) (-3.3) (20.1%) (19.9%) (-1.0)

一般産業向け 13 -3 -18.3% 41 -10 -18.8% 4 1 -12 -89.5% 36 30 -11 -27.2%

　(利益率) (5.1%) (-0.8) (7.2%) (-0.8) (1.9%) (0.7%) (-4.4) (6.5%) (5.5%) (-1.7)

上期計画
通期計画
（期初）

2011/3期

上期実績
通期計画
（今回）

前年同期比 前年同期比

2010/3期

上期実績 通期実績前年同期比 前年同期比

２



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 288 -45 -13.5% 593 -31 -4.9% 294 283 -5 -1.6% 638 638 +45 +7.6%

受 装  置 190 +16 +9.5% 375 +42 +12.7% 182 178 -13 -6.6% 387 390 +14 +3.8%

メンテナンス 46 -38 -45.0% 115 -44 -27.7% 59 57 +11 +24.6% 141 143 +28 +24.1%

注 精密洗浄 51 -24 -31.5% 102 -29 -22.1% 53 48 -3 -6.5% 110 105 +3 +2.8%

  海　外 37 -27 -42.4% 117 +4 +3.2% 91 79 +42 +113.7% 205 205 +87 +74.3%

高 装　置 24 -25 -50.3% 91 +0 +0.1% 77 68 +43 +177.4% 177 177 +86 +94.6%

メンテナンス 13 -3 -17.2% 27 +4 +15.5% 14 12 -1 -8.1% 28 28 +1 +5.4%

325 -72 -18.2% 710 -27 -3.7% 386 362 +38 +11.6% 842 842 +132 +18.6%

  国　内 276 -35 -11.3% 584 -46 -7.2% 318 313 +37 +13.3% 646 646 +62 +10.7%

売 装  置 175 +23 +15.2% 367 +25 +7.2% 202 203 +29 +16.4% 395 398 +31 +8.6%

メンテナンス 50 -35 -41.4% 115 -41 -26.6% 63 62 +12 +23.9% 140 142 +28 +24.4%

上 精密洗浄 52 -23 -30.7% 102 -29 -22.0% 53 48 -4 -7.4% 110 105 +3 +2.9%

  海　外 34 -30 -46.6% 89 -58 -39.3% 62 67 +33 +96.5% 180 180 +90 +100.9%

高 装　置 23 -29 -56.5% 64 -58 -47.6% 47 55 +32 +143.4% 150 150 +87 +136.1%

メンテナンス 12 -0 -4.1% 26 +0 +0.5% 15 12 +1 +5.0% 29 29 +3 +13.3%

311 -65 -17.3% 673 -103 -13.3% 380 380 +70 +22.5% 825 825 +152 +22.7%

173 +72 +70.1% 346 +107 +45.0% 174 177 +4 +2.2% 347 350 +4 +1.2%

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。

上期計画
通期計画
（期初）

2011/3期

上期実績
通期計画
（今回）

前年同期比 前年同期比

2010/3期

上期実績 通期実績前年同期比 前年同期比

超純水供給事業

計

計

３



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

5 11 6 13

14 29 14 30

20 40 20 43

設備投資額・減価償却費推移 （単位：億円）

設備投資額（有形） 40 75 17 43 70

減価償却費（有形） 71 148 77 155 155

従業員数 （単位：人）

2009/9末 2010/3末

連　　結 4,520 4,445 4,568 +48 +123

主要連結子会社業績推移 （単位：億円）

受注高 119 160 105 155

売上高 65 164 62 165

受注高 30 56 22 60

売上高 27 55 27 59

受注高 51 102 48 105

売上高 52 102 48 105

注：数値は連結消去前のものです。

上期実績 通期計画

2010/3末 2010/9末
比較増減

2010/3期 2011/3期

2011/3期

通期実績 上期実績
通期計画
（期初）

通期計画
（今回）

2010/3期 2011/3期

上期実績

薬　品　事　業

装　置　事　業

計

栗田エンジニアリング(株)

クリテックサービス(株)

（株）クリタス

2009/9末

2010/3期

上期実績 通期実績

４




