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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 96,967 +7,228 +8.1% 181,282 +7,819 +4.5% 111,200 110,000 +13,033 +13.4% 217,000 215,000 +33,718 +18.6%

薬　品 29,732 +405 +1.4% 59,353 -60 -0.1% 42,600 41,335 +11,603 +39.0% 86,200 84,200 +24,847 +41.9%

装　置 67,235 +6,824 +11.3% 121,928 +7,879 +6.9% 68,600 68,664 +1,429 +2.1% 130,800 130,800 +8,872 +7.3%

売上高 88,956 +6,184 +7.5% 189,398 +11,261 +6.3% 101,400 97,918 +8,962 +10.1% 216,000 214,000 +24,602 +13.0%

薬　品 29,349 +543 +1.9% 59,999 +1,155 +2.0% 42,600 40,595 +11,246 +38.3% 86,200 84,200 +24,201 +40.3%

装　置 59,606 +5,641 +10.5% 129,399 +10,107 +8.5% 58,800 57,322 -2,284 -3.8% 129,800 129,800 +401 +0.3%

　（原価率） (68.0%) (+0.3) (68.9%) (-0.1) (66.8%) (65.5%) (-2.5) (67.6%) (67.6%) (-1.3)

売上総利益 28,444 +1,697 +6.3% 58,889 +3,622 +6.6% 33,700 33,788 +5,344 +18.8% 70,000 69,300 +10,411 +17.7%

19,808 -236 -1.2% 39,454 -926 -2.3% 25,000 24,654 +4,846 +24.5% 50,500 49,800 +10,346 +26.2%

　（販管費率） (22.3%) (-1.9) (20.8%) (-1.9) (24.7%) (25.2%) (+2.9) (23.4%) (23.3%) (+2.4)

営業利益 8,636 +1,934 +28.9% 19,435 +4,549 +30.6% 8,700 9,133 +497 +5.8% 19,500 19,500 +65 +0.3%

　（営業利益率） (9.7%) (+1.6) (10.3%) (+1.9) (8.6%) (9.3%) (-0.4) (9.0%) (9.1%) (-1.1)

営業外収支 555 +99 -501 -1,686 200 355 -200 500 500 +1,001

経常利益 9,191 +2,033 +28.4% 18,934 +2,862 +17.8% 8,900 9,490 +299 +3.3% 20,000 20,000 +1,066 +5.6%

　（経常利益率） (10.3%) (+1.7) (10.0%) (+1.0) (8.8%) (9.7%) (-0.6) (9.3%) (9.3%) (-0.7)

特別損益 - +500 -467 +230 - -4 -4 -250 -250 +217

5,885 +1,781 +43.4% 10,434 +1,082 +11.6% 5,500 5,764 -121 -2.1% 12,300 12,300 +1,866 +17.9%

　（当期純利益率） (6.6%) (+1.6) (5.5%) (+0.3) (5.4%) (5.9%) (-0.7) (5.7%) (5.7%) (+0.2)

49.39 +14.95 +43.4% 87.81 +9.33 +11.9% 47.19 49.61 +0.22 +0.4% 105.54 105.85 +18.04 +20.5%
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

上期実績 前年同期比

販売費及び一般管理費

2015/3期

前年同期比通期実績

2016/3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）

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 970 +72 +8.1% 1,813 +78 +4.5% 1,112 1,100 +130 +13.4% 2,170 2,150 +337 +18.6%

薬　品 297 +4 +1.4% 594 -1 -0.1% 426 413 +116 +39.0% 862 842 +248 +41.9%

装　置 672 +68 +11.3% 1,219 +79 +6.9% 686 687 +14 +2.1% 1,308 1,308 +89 +7.3%

電子産業向け 363 +36 +11.0% 693 +42 +6.4% 375 384 +20 +5.6% 722 750 +56 +8.1%

一般産業向け 309 +32 +11.6% 526 +37 +7.6% 311 303 -6 -2.0% 586 558 +32 +6.2%

売上高 890 +62 +7.5% 1,894 +113 +6.3% 1,014 979 +90 +10.1% 2,160 2,140 +246 +13.0%

薬　品 293 +5 +1.9% 600 +12 +2.0% 426 406 +112 +38.3% 862 842 +242 +40.3%

装　置 596 +56 +10.5% 1,294 +101 +8.5% 588 573 -23 -3.8% 1,298 1,298 +4 +0.3%

電子産業向け 356 +37 +11.4% 754 +44 +6.2% 342 332 -24 -6.6% 739 761 +6 +0.8%

一般産業向け 241 +20 +9.0% 540 +57 +11.8% 246 241 +1 +0.3% 559 537 -2 -0.4%

営業利益 86 +19 +28.8% 194 +45 +30.5% 87 91 +5 +5.8% 195 195 +1 +0.3%

　(利益率) (9.7%) (+1.6) (10.3%) (+1.9) (8.6%) (9.3%) (-0.4) (9.0%) (9.1%) (-1.1)

薬　品 41 -3 -7.5% 79 -1 -1.0% 42 36 -5 -12.3% 77 70 -9 -11.1%

　(利益率) (14.0%) (-1.4) (13.1%) (-0.4) (9.9%) (8.9%) (-5.1) (8.9%) (8.3%) (-4.8)

装　置 45 +23 +99.4% 116 +46 +66.7% 45 55 +10 +22.1% 118 125 +9 +8.1%

　(利益率) (7.6%) (+3.4) (8.9%) (+3.1) (7.7%) (9.7%) (+2.1) (9.1%) (9.6%) (+0.7)

電子産業向け 43 +10 +32.5% 97 +20 +25.3% 43 55 +12 +27.6% 100 121 +23 +24.0%

　(利益率) (12.0%) (+1.9) (12.9%) (+2.0) (12.6%) (16.4%) (+4.4) (13.5%) (15.8%) (+2.9)

一般産業向け 3 +12 - 18 +27 - 2 1 -2 -70.1% 18 4 -14 -75.7%

　(利益率) (1.1%) (-) (3.4%) (+5.1) (0.8%) (0.3%) (-0.8) (3.2%) (0.8%) (-2.6)

2015/3期

前年同期比上期実績 前年同期比 通期実績

2016/3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）

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 252 -1 -0.4% 522 -20 -3.8% 244 267 +15 +5.8% 504 519 -3 -0.6%

受 装  置 166 -8 -4.4% 329 -30 -8.4% 167 173 +8 +4.5% 328 328 -1 -0.2%

メンテナンス他 43 +4 +10.3% 109 +6 +6.3% 42 61 +18 +42.5% 107 122 +13 +11.5%

注 精密洗浄 44 +3 +6.1% 84 +3 +4.0% 35 32 -11 -25.7% 69 69 -15 -17.8%

  海　外 111 +37 +50.0% 172 +62 +56.5% 131 117 +6 +5.3% 219 231 +59 +34.4%

高 装　置 85 +39 +83.3% 115 +63 +122.6% 102 84 -2 -1.9% 164 160 +46 +39.8%

メンテナンス他 26 -2 -6.3% 57 -1 -1.9% 30 33 +8 +29.1% 55 71 +14 +23.8%

363 +36 +11.0% 693 +42 +6.4% 375 384 +20 +5.6% 722 750 +56 +8.1%

  国　内 268 +14 +5.6% 544 +1 +0.2% 256 261 -8 -2.8% 514 528 -16 -3.0%

売 装  置 175 +8 +4.5% 351 -10 -2.7% 172 175 +0 +0.1% 333 343 -8 -2.3%

メンテナンス他 50 +4 +9.7% 110 +8 +8.0% 49 53 +2 +4.2% 112 116 +6 +5.1%

上 精密洗浄 43 +2 +5.2% 83 +3 +3.1% 35 33 -10 -23.3% 69 69 -14 -16.9%

  海　外 87 +22 +34.3% 210 +43 +25.9% 85 71 -16 -18.3% 225 233 +23 +10.8%

高 装　置 66 +22 +50.4% 157 +42 +36.5% 63 50 -16 -24.2% 159 167 +10 +6.3%

メンテナンス他 21 +0 +0.4% 53 +1 +2.2% 23 21 +0 +0.2% 66 65 +13 +24.1%

356 +36 +11.4% 754 +44 +6.2% 342 332 -24 -6.6% 739 761 +6 +0.8%

159 +1 +0.5% 322 +6 +1.8% 160 161 +2 +1.3% 316 316 -6 -1.8%

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。

超純水供給事業

計

計

2015/3期

前年同期比上期実績 前年同期比 通期実績

2016/3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）

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

7 15 10 22

14 29 16 33

21 44 26 55

.

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）

31 85 83 165 200

71 144 65 137 137

従業員数 （単位：人）

2014/9末 2015/3末

4,755 5,222 5,523 +768 +301

主要連結子会社業績推移 （単位：億円）

受注高 130 165 133 172

売上高 67 167 75 173

受注高 32 56 31 53

売上高 31 55 27 51

受注高 44 84 32 69

売上高 43 83 33 69

注：数値は連結消去前のものです。

（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)

薬　品　事　業

装　置　事　業

計

設備投資額（有形）

減価償却費（有形）

連　　結

2015/3期 2016/3期

2015/3期

上期実績 通期実績

2016/3期

上期実績

比較増減
2015/9末2015/3末2014/9末

2015/3期 2016/3期

通期実績上期実績 上期実績 通期計画

４


