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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 125,300 +12,819 +11.4% 251,447 +32,717 +15.0% 126,500 139,584 +14,284 +11.4% 247,000 256,000 +4,552 +1.8%

水処理薬品 44,582 +2,577 +6.1% 90,358 +8,240 +10.0% 51,800 52,473 +7,891 +17.7% 102,200 102,000 +11,641 +12.9%

水処理装置 80,717 +10,241 +14.5% 161,088 +24,477 +17.9% 74,700 87,110 +6,392 +7.9% 144,800 154,000 -7,088 -4.4%

売上高 108,107 +4,296 +4.1% 236,815 +22,628 +10.6% 127,200 128,587 +20,479 +18.9% 255,000 260,000 +23,184 +9.8%

水処理薬品 44,074 +2,623 +6.3% 90,361 +8,478 +10.4% 51,200 51,875 +7,800 +17.7% 102,200 101,900 +11,538 +12.8%

水処理装置 64,032 +1,672 +2.7% 146,453 +14,149 +10.7% 76,000 76,711 +12,678 +19.8% 152,800 158,100 +11,646 +8.0%

　（原価率） (66.2%) (-0.7) (67.8%) (-0.1) (67.8%) (69.4%) (+3.2) (67.3%) (68.1%) (+0.3)

売上総利益 36,532 +2,208 +6.4% 76,338 +7,606 +11.1% 41,000 39,297 +2,764 +7.6% 83,400 83,000 +6,661 +8.7%

26,378 +1,698 +6.9% 53,863 +4,583 +9.3% 29,600 29,024 +2,645 +10.0% 59,400 59,000 +5,136 +9.5%

　（販管費率） (24.4%) (+0.6) (22.7%) (-0.3) (23.3%) (22.6%) (-1.8) (23.3%) (22.7%) (-0.0)

営業利益 10,153 +510 +5.3% 22,475 +3,023 +15.5% 11,400 10,272 +119 +1.2% 24,000 24,000 +1,524 +6.8%

　（営業利益率） (9.4%) (+0.1) (9.5%) (+0.4) (9.0%) (8.0%) (-1.4) (9.4%) (9.2%) (-0.3)

営業外収支 121 +125 - -370 -992 - 100 104 -17 - 200 200 +570 -

経常利益 10,274 +635 +6.6% 22,104 +2,030 +10.1% 11,500 10,376 +101 +1.0% 24,200 24,200 +2,095 +9.5%

　（経常利益率） (9.5%) (+0.2) (9.3%) (-0.1) (9.0%) (8.1%) (-1.4) (9.5%) (9.3%) (-0.0)

特別損益 206 +206 - 3,430 +3,039 - - -723 -929 - - - -3,430 -

7,412 +870 +13.3% 17,897 +3,391 +23.4% 8,100 6,516 -896 -12.1% 17,000 17,000 -897 -5.0%

　（当期純利益率） (6.9%) (+0.6) (7.6%) (+0.8) (6.4%) (5.1%) (-1.8) (6.7%) (6.5%) (-1.0)

65.99 +9.63 +17.1% 159.37 +34.14 +27.3% 72.14 58.04 -7.95 -12.0% 151.41 151.41 -7.96 -5.0%

2019/3期

上期計画
通期計画

(期初)
前年同期比 前年同期比通期実績

2018/3期

前年同期比 前年同期比上期実績 上期実績
通期見通し

(今回)

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

販売費及び一般管理費

  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 1,253 +128 +11.4% 2,514 +327 +15.0% 1,265 1,396 +143 +11.4% 2,470 2,560 +46 +1.8%

水処理薬品 446 +26 +6.1% 904 +82 +10.0% 518 525 +79 +17.7% 1,022 1,020 +116 +12.9%

国　内 230 +6 +2.7% 445 +10 +2.3% 236 235 +5 +2.0% 453 454 +8 +1.9%

海　外 215 +20 +10.1% 458 +73 +18.8% 282 290 +74 +34.5% 569 566 +108 +23.6%

水処理装置 807 +102 +14.5% 1,611 +245 +17.9% 747 871 +64 +7.9% 1,448 1,540 -71 -4.4%

国　内 630 +30 +5.0% 1,117 -30 -2.7% 612 689 +59 +9.4% 1,163 1,244 +127 +11.4%

海　外 177 +73 +69.5% 493 +275 +126.2% 135 182 +5 +2.8% 285 296 -198 -40.1%

 売上高 1,081 +43 +4.1% 2,368 +226 +10.6% 1,272 1,286 +205 +18.9% 2,550 2,600 +232 +9.8%

水処理薬品 441 +26 +6.3% 904 +85 +10.4% 512 519 +78 +17.7% 1,022 1,019 +115 +12.8%

国　内 226 +7 +3.2% 444 +11 +2.4% 230 230 +4 +1.6% 452 452 +8 +1.8%

海　外 214 +19 +9.8% 459 +74 +19.3% 282 289 +74 +34.7% 570 567 +107 +23.4%

水処理装置 640 +17 +2.7% 1,465 +141 +10.7% 760 767 +127 +19.8% 1,528 1,581 +116 +8.0%

国　内 514 +5 +1.0% 1,138 +72 +6.7% 560 561 +47 +9.1% 1,185 1,213 +75 +6.6%

海　外 126 +12 +10.3% 326 +70 +27.1% 200 206 +80 +63.3% 343 368 +42 +12.8%

 営業利益 102 +5 +5.3% 225 +30 +15.5% 114 103 +1 +1.2% 240 240 +15 +6.8%

（利益率） (9.4%) (+0.1) (9.5%) (+0.4) (9.0%) (8.0%) (-1.4) (9.4%) (9.2%) (-0.3)

水処理薬品 39 -2 -5.7% 72 -1 -0.7% 44 45 +7 +17.3% 82 84 +12 +17.0%

（利益率） (8.7%) (-1.2) (7.9%) (-0.9) (8.6%) (8.6%) (-0.1) (8.0%) (8.2%) (+0.3)

水処理装置 63 +7 +13.3% 153 +31 +25.3% 70 58 -5 -8.6% 158 156 +3 +1.9%

（利益率） (9.8%) (+0.9) (10.4%) (+1.2) (9.2%) (7.4%) (-2.4) (10.3%) (9.9%) (-0.6)

2018/3期 2019/3期

上期実績 通期実績 上期計画
通期計画

(期初)
前年同期比 前年同期比 前年同期比

注1．受注高・売上高は、外部顧客向けの数値です。
注2．セグメント別営業利益の実績は、セグメント間の調整額消去前の数値です。
注3．セグメント別営業利益率の実績は、売上高・営業利益ともにセグメント間の調整額消去前の数値を用いて算出しています。

前年同期比上期実績
通期見通し

(今回)
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水処理装置事業　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 630 +30 +5.0% 1,117 -30 -2.7% 612 689 +59 +9.4% 1,163 1,244 +127 +11.4%

電子産業向け 276 +33 +13.6% 553 +40 +7.8% 281 316 +40 +14.6% 533 593 +40 +7.2%

装置 47 +36 +307.6% 92 +49 +115.6% 55 63 +16 +33.0% 65 100 +8 +8.7%

メンテナンス他 71 +16 +28.1% 146 +15 +11.4% 65 88 +17 +24.2% 145 168 +21 +14.7%

超純水供給事業 123 -22 -15.1% 246 -28 -10.3% 128 131 +8 +6.3% 253 256 +10 +4.1%

精密洗浄 34 +4 +12.2% 69 +4 +6.1% 34 34 -0 -0.5% 69 69 +0 +0.5%

一般産業向け 354 -3 -0.9% 565 -70 -11.1% 331 373 +19 +5.3% 630 652 +87 +15.4%

エネルギー・インフラ 275 -20 -6.6% 443 -72 -14.0% 264 275 +0 +0.0% 519 527 +84 +19.1%

土壌浄化 64 +14 +29.1% 91 -1 -1.1% 55 83 +19 +30.3% 87 101 +10 +11.5%

その他 16 +2 +13.2% 32 +3 +10.9% 12 15 -1 -3.8% 24 24 -8 -24.7%

 海　外 177 +73 +69.5% 493 +275 +126.2% 135 182 +5 +2.8% 285 296 -198 -40.1%

装置 127 +56 +78.2% 391 +247 +171.7% 68 121 -6 -4.6% 168 182 -209 -53.5%

メンテナンス他 39 +12 +43.5% 75 +14 +23.1% 52 45 +7 +17.4% 89 83 +9 +11.7%

超純水供給事業 12 +5 +82.5% 28 +14 +103.0% 15 16 +4 +34.4% 29 30 +3 +10.3%

計 807 +102 +14.5% 1,611 +245 +17.9% 747 871 +64 +7.9% 1,448 1,540 -71 -4.4%

 国　内 514 +5 +1.0% 1,138 +72 +6.7% 560 561 +47 +9.1% 1,185 1,213 +75 +6.6%

電子産業向け 250 +3 +1.2% 544 +51 +10.4% 273 284 +33 +13.2% 560 596 +52 +9.5%

装置 28 +14 +94.1% 79 +53 +203.6% 38 41 +13 +46.3% 87 103 +23 +29.3%

メンテナンス他 65 +8 +14.0% 150 +22 +17.3% 74 77 +12 +19.0% 150 168 +18 +11.7%

超純水供給事業 123 -22 -15.1% 246 -28 -10.3% 128 131 +8 +6.3% 253 256 +10 +4.1%

精密洗浄 34 +3 +10.8% 69 +4 +6.6% 34 34 +0 +0.4% 69 69 +0 +0.7%

一般産業向け 264 +2 +0.7% 594 +21 +3.6% 287 278 +14 +5.3% 625 617 +23 +3.9%

エネルギー・インフラ 223 +11 +5.1% 484 +27 +5.9% 228 209 -14 -6.3% 502 476 -8 -1.7%

土壌浄化 29 -7 -19.7% 78 -10 -10.9% 47 55 +26 +90.7% 99 108 +30 +37.8%

その他 12 -2 -12.7% 31 +3 +10.3% 12 14 +2 +14.7% 24 33 +2 +6.6%

 海　外 126 +12 +10.3% 326 +70 +27.1% 200 206 +80 +63.3% 343 368 +42 +12.8%

装置 87 +3 +3.9% 225 +43 +23.6% 147 161 +73 +84.0% 228 256 +30 +13.5%

メンテナンス他 27 +3 +13.2% 74 +13 +20.9% 38 29 +2 +8.5% 86 82 +8 +11.5%

超純水供給事業 12 +5 +82.5% 28 +14 +103.0% 15 16 +4 +34.4% 29 30 +3 +10.3%

計 640 +17 +2.7% 1,465 +141 +10.7% 760 767 +127 +19.8% 1,528 1,581 +116 +8.0%

前年同期比

受
　
　
注
　
　
高

2018/3期 2019/3期

上期実績 通期実績 上期計画
通期計画

(期初)
通期見通し

(今回)

売
　
　
上
　
　
高

前年同期比 前年同期比 前年同期比上期実績
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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
（期初）

通期見通し
(今回)

10 21 9 17 17

15 32 18 38 37

26 53 27 55 55

設備投資額（有形）の内訳 （単位：億円）

上期実績 通期実績 上期実績
通期計画
（前回）

通期見通し
(今回)

9 28 16

79 193 113

88 221 129 360 360

減価償却費（有形）の内訳 （単位：億円）

上期実績 通期実績 上期実績
通期計画
（期初）

通期見通し
(今回)

8 18 10 20 20

57 117 65 115 115

66 135 75 135 135

従業員数 （単位：人）

2017/9末 2018/3末

5,837 6,011 6,219 +382 +208

計

水処理薬品事業

水処理装置事業

計

水処理薬品事業

連　　結

水処理装置事業

計

水処理薬品事業

水処理装置事業

比較増減
2017/9末 2018/3末 2018/9末

2018/3期 2019/3期

2018/3期 2019/3期

2018/3期 2019/3期
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