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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 89,739 -4,331 -4.6% 173,463 -13,278 -7.1% 92,000 96,967 +7,228 +8.1% 189,000 189,000 +15,537 +9.0%

薬　品 29,327 +633 +2.2% 59,413 +3,373 +6.0% 30,000 29,732 +405 +1.4% 61,000 59,800 +387 +0.7%

装　置 60,411 -4,965 -7.6% 114,049 -16,651 -12.7% 62,000 67,235 +6,824 +11.3% 128,000 129,200 +15,151 +13.3%

売上高 82,772 -7,464 -8.3% 178,137 -2,006 -1.1% 87,000 88,956 +6,184 +7.5% 185,000 185,000 +6,863 +3.9%

薬　品 28,806 +132 +0.5% 58,844 +2,753 +4.9% 29,800 29,349 +543 +1.9% 60,900 59,700 +856 +1.5%

装　置 53,965 -7,597 -12.3% 119,292 -4,760 -3.8% 57,200 59,606 +5,641 +10.5% 124,100 125,300 +6,008 +5.0%

　（原価率） (67.7%) (+0.9) (69.0%) (+1.8) (67.6%) (68.0%) (+0.3) (68.8%) (69.0%) (0.0)

売上総利益 26,747 -3,195 -10.7% 55,267 -3,829 -6.5% 28,200 28,444 +1,697 +6.3% 57,800 57,400 +2,133 +3.9%

20,044 +956 +5.0% 40,380 +2,274 +6.0% 20,300 19,808 -236 -1.2% 40,800 40,400 +20 +0.0%

　（販管費率） (24.2%) (+3.0) (22.7%) (+1.5) (23.3%) (22.3%) (-1.9) (22.1%) (21.8%) (-0.9)

営業利益 6,702 -4,152 -38.3% 14,886 -6,103 -29.1% 7,900 8,636 +1,934 +28.9% 17,000 17,000 +2,114 +14.2%

　（営業利益率） (8.1%) (-3.9) (8.4%) (-3.3) (9.1%) (9.7%) (+1.6) (9.2%) (9.2%) (+0.8)

営業外収支 456 -26 1,185 +129 400 555 +99 800 800 -385

経常利益 7,158 -4,177 -36.9% 16,072 -5,974 -27.1% 8,300 9,191 +2,033 +28.4% 17,800 17,800 +1,728 +10.8%

　（経常利益率） (8.6%) (-4.0) (9.0%) (-3.2) (9.5%) (10.3%) (+1.7) (9.6%) (9.6%) (+0.6)

特別損益 -500 +2,095 -697 +1,572 - - +500 -350 -350 +347

4,104 -761 -15.6% 9,352 -2,124 -18.5% 5,300 5,885 +1,781 +43.4% 11,000 11,000 +1,648 +17.6%

　（当期純利益率） (5.0%) (-0.4) (5.2%) (-1.2) (6.1%) (6.6%) (+1.6) (5.9%) (5.9%) (+0.7)

34.44 -3.97 -10.3% 78.48 -13.95 -15.1% 44.48 49.39 +14.95 +43.4% 92.31 92.31 +13.83 +17.6%

上期実績 前年同期比

販売費及び一般管理費

2015/3期

上期計画
通期計画
(期初)

通期計画
（今回）

前年同期比

2014/3期

上期実績 通期実績前年同期比 前年同期比

1株当たり当期（四半期）
純利益(円)

当期(四半期)純利益

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 897 -43 -4.6% 1,735 -133 -7.1% 920 970 +72 +8.1% 1,890 1,890 +155 +9.0%

薬　品 293 +6 +2.2% 594 +34 +6.0% 300 297 +4 +1.4% 610 598 +4 +0.7%

装　置 604 -50 -7.6% 1,140 -167 -12.7% 620 672 +68 +11.3% 1,280 1,292 +152 +13.3%

電子産業向け 327 -39 -10.7% 652 -102 -13.5% 328 363 +36 +11.0% 729 744 +92 +14.2%

一般産業向け 277 -10 -3.6% 489 -65 -11.7% 292 309 +32 +11.6% 551 548 +59 +12.1%

売上高 828 -75 -8.3% 1,781 -20 -1.1% 870 890 +62 +7.5% 1,850 1,850 +69 +3.9%

薬　品 288 +1 +0.5% 588 +28 +4.9% 298 293 +5 +1.9% 609 597 +9 +1.5%

装　置 540 -76 -12.3% 1,193 -48 -3.8% 572 596 +56 +10.5% 1,241 1,253 +60 +5.0%

電子産業向け 319 -43 -12.0% 710 -23 -3.1% 340 356 +37 +11.4% 731 731 +20 +2.9%

一般産業向け 221 -33 -12.9% 483 -25 -4.8% 232 241 +20 +9.0% 510 522 +40 +8.2%

営業利益 67 -42 -38.3% 149 -61 -29.1% 79 86 +19 +28.8% 170 170 +21 +14.2%

　(利益率) (8.1%) (-3.9) (8.4%) (-3.3) (9.1%) (9.7%) (+1.6) (9.2%) (9.2%) (+0.8)

薬　品 44 -2 -5.3% 80 -4 -4.6% 47 41 -3 -7.5% 88 75 -5 -5.7%

　(利益率) (15.4%) (-0.9) (13.5%) (-1.4) (15.8%) (14.0%) (-1.4) (14.4%) (12.6%) (-0.9)

装　置 23 -39 -63.1% 69 -57 -45.1% 32 45 +23 +99.4% 82 95 +26 +37.0%

　(利益率) (4.2%) (-5.8) (5.8%) (-4.4) (5.6%) (7.6%) (+3.4) (6.6%) (7.6%) (+1.8)

電子産業向け 32 -21 -39.4% 78 -38 -32.8% 33 43 +10 +32.5% 82 88 +10 +13.0%

　(利益率) (10.1%) (-4.6) (10.9%) (-4.8) (9.8%) (12.0%) (+1.9) (11.2%) (12.0%) (+1.1)

一般産業向け -10 -18 - -8 -19 - -1 3 +12 - 0 7 +16 -

　(利益率) (-4.3%) (-) (-1.7%) (-) (-0.5%) (1.1%) (-) (0.1%) (1.4%) (-)

2015/3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）

2014/3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 253 -14 -5.3% 542 -6 -1.1% 249 252 -1 -0.4% 521 525 -17 -3.1%

受 装  置 173 -13 -6.8% 359 -1 -0.3% 168 166 -8 -4.4% 339 341 -18 -5.0%

メンテナンス 39 -0 -0.9% 103 -1 -0.5% 41 43 +4 +10.3% 100 103 +0 +0.2%

注 精密洗浄 41 -1 -3.2% 81 -5 -5.3% 40 44 +3 +6.1% 82 82 +1 +1.0%

  海　外 74 -25 -25.3% 110 -96 -46.6% 79 111 +37 +50.0% 209 219 +109 +99.5%

高 装　置 47 -35 -42.8% 52 -114 -68.9% 57 85 +39 +83.3% 154 166 +115 +223.1%

メンテナンス 28 +10 +54.4% 58 +18 +45.4% 21 26 -2 -6.3% 55 53 -6 -9.6%

327 -39 -10.7% 652 -102 -13.5% 328 363 +36 +11.0% 729 744 +92 +14.2%

  国　内 254 -23 -8.2% 543 -23 -4.1% 259 268 +14 +5.6% 527 528 -15 -2.8%

売 装  置 168 -17 -9.3% 361 -11 -3.1% 172 175 +8 +4.5% 343 343 -18 -5.0%

メンテナンス 46 -4 -7.1% 102 -7 -6.4% 48 50 +4 +9.7% 102 104 +2 +1.7%

上 精密洗浄 41 -2 -5.0% 81 -5 -5.7% 40 43 +2 +5.2% 82 82 +1 +1.2%

  海　外 65 -21 -24.0% 167 +0 +0.1% 81 87 +22 +34.3% 204 203 +36 +21.5%

高 装　置 44 -26 -36.8% 115 -16 -12.2% 59 66 +22 +50.4% 146 147 +31 +27.2%

メンテナンス 21 +5 +32.8% 52 +16 +46.1% 23 21 +0 +0.4% 59 56 +4 +8.7%

319 -43 -12.0% 710 -23 -3.1% 340 356 +36 +11.4% 731 731 +20 +2.9%

158 -9 -5.6% 316 -8 -2.5% 157 159 +1 +0.5% 315 318 +2 +0.6%

注：超純水供給事業の金額は、国内の装置の内数で、受注高・売上高同額です。

2015/3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）

2014/3期

上期実績 前年同期比 前年同期比通期実績

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

8 16 7 16
14 30 14 32
22 45 21 48

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）

20 53 31 73 73
71 143 71 145 144

従業員数 （単位：人）

2013/9末 2014/3末

4,740 4,635 4,755 +15 +120

主要連結子会社業績推移 （単位：億円）

受注高 127 167 130 169

売上高 68 162 67 164

受注高 30 55 32 56

売上高 29 54 31 54

受注高 41 81 44 82

売上高 41 81 43 82

注：数値は連結消去前のものです。

2013/9末 2014/3末 2014/9末
比較増減

2014/3期

上期実績 通期実績

2015/3期

上期実績 通期計画

2014/3期 2015/3期計画

2014/3期

上期実績 通期実績 上期実績

2015/3期計画

クリテックサービス(株)

薬　品　事　業

装　置　事　業

計

（株）クリタス

栗田エンジニアリング(株)

設備投資額（有形）

減価償却費（有形）

連　　結
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