
 

2019年 3月期通期決算補足資料 

 

目 次 

 

連結業績推移 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 1 

連結業績推移（IFRS） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 2 

セグメント別受注高・売上高・営業利益推移 ．．．．．．．．．． 3 

セグメント別受注高・売上高・事業利益・営業利益推移  

（IFRS） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 4 

水処理装置事業 受注高・売上高の内訳 ．．．．．．．．．．．．．．． 5 

水処理装置事業 受注高・売上高の内訳（IFRS） ．．．．．．．． 6 

 

研究開発費の内訳 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7 

設備投資額（有形）の内訳 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7 

減価償却費（有形）の内訳 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7 

従業員数 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7 

 

 

  

 

 

 

2019年 5月 13日 

 

 

 

 

 

本資料に掲載されている見通しは、現在入手可能な情報からの判断に基づいていますが、様々な要因により変化することがあり、 

実際の業績を確約するものではありません。 



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% 139,584 +14,284 +11.4% 256,000 258,439 +6,991 +2.8%

水処理薬品 44,582 +2,577 +6.1% 90,358 +8,240 +10.0% 52,473 +7,891 +17.7% 101,800 102,939 +12,580 +13.9%

水処理装置 80,717 +10,241 +14.5% 161,088 +24,477 +17.9% 87,110 +6,392 +7.9% 154,200 155,500 -5,588 -3.5%

売上高 108,107 +4,296 +4.1% 236,815 +22,628 +10.6% 128,587 +20,479 +18.9% 260,000 259,409 +22,593 +9.5%

水処理薬品 44,074 +2,623 +6.3% 90,361 +8,478 +10.4% 51,875 +7,800 +17.7% 101,400 102,088 +11,726 +13.0%

水処理装置 64,032 +1,672 +2.7% 146,453 +14,149 +10.7% 76,711 +12,678 +19.8% 158,600 157,321 +10,867 +7.4%

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

売上総利益 36,532 +2,208 +6.4% 76,338 +7,606 +11.1% 39,297 +2,764 +7.6% 83,000 82,746 +6,407 +8.4%

26,378 +1,698 +6.9% 53,863 +4,583 +9.3% 29,024 +2,645 +10.0% 59,000 58,420 +4,556 +8.5%

営業利益 10,153 +510 +5.3% 22,475 +3,023 +15.5% 10,272 +119 +1.2% 24,000 24,326 +1,850 +8.2%

営業外収支 121 +125 - -370 -992 - 104 -17 - 200 -407 -37 -

経常利益 10,274 +635 +6.6% 22,104 +2,030 +10.1% 10,376 +101 +1.0% 24,200 23,919 +1,814 +8.2%

特別損益 206 +206 - 3,430 +3,039 - -723 -929 - 3,000 3,613 +183 -

7,412 +870 +13.3% 17,897 +3,391 +23.4% 6,516 -896 -12.1% 17,000 17,323 -574 -3.2%

65.99 +9.63 +17.1% 159.37 +34.14 +27.3% 58.04 -7.95 -12.0% 151.41 154.29 -5.08 -3.2%

2019/3期（日本基準）

通期見通し前年同期比 前年同期比通期実績

2018/3期（日本基準）

前年同期比 前年同期比上期実績 上期実績 通期実績

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
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連結業績推移（IFRS）
(単位：百万円）

増減率 増減率

受注高 139,584 258,439 137,900 -1,684 -1.2% 270,000 +11,561 +4.5%

水処理薬品 52,473 102,939 59,700 +7,227 +13.8% 118,400 +15,461 +15.0%

水処理装置 87,110 155,500 78,200 -8,911 -10.2% 151,600 -3,900 -2.5%

売上高 126,458 257,280 133,800 +7,342 +5.8% 278,000 +20,721 +8.1%

水処理薬品 51,875 102,088 59,200 +7,325 +14.1% 118,100 +16,012 +15.7%

水処理装置 74,582 155,192 74,600 +18 +0.0% 159,900 +4,708 +3.0%

　（原価率） (68.9%) (67.8%) (65.6%) (-3.3) (66.0%) (-1.8)

売上総利益 39,297 82,746 46,000 +6,703 +17.1% 94,600 +11,854 +14.3%

28,201 56,777 33,700 +5,499 +19.5% 68,100 +11,323 +19.9%

事業利益 11,096 25,969 12,300 +1,204 +10.8% 26,500 +531 +2.0%

その他の収支 -3,176 -6,348 3,200 +6,376 - 2,500 +8,848 -

営業利益 7,920 19,621 15,500 +7,580 +95.7% 29,000 +9,379 +47.8%

税引前当期純利益 8,566 20,749 15,600 +7,034 +82.1% 29,200 8,451 +40.7%

5,961 12,681 11,000 +5,039 +84.5% 20,600 +7,919 +62.4%

53.09 112.95 97.97 +44.88 +84.5% 183.47 +70.52 +62.4%

注1．2019/3月期のIFRS参考値は、現時点においてIFRSベースに調整した未監査の数値であり、変更の可能性があります。

注2．事業利益は、売上高から売上原価、販売費及び一般管理費を控除して算出しています。

販売費及び一般管理費

親会社株主に帰属する
当期（四半期）純利益

1株当たり当期（四半期）
純利益(円)

2019/3期（IFRS参考値） 2020/3期（IFRS）

上期実績 通期計画前年同期比 前年同期比通期実績 上期計画
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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% 1,396 +143 +11.4% 2,560 2,584 +70 +2.8%

水処理薬品 446 +26 +6.1% 904 +82 +10.0% 525 +79 +17.7% 1,018 1,029 +126 +13.9%

国　内 230 +6 +2.7% 445 +10 +2.3% 235 +5 +2.0% 456 462 +17 +3.8%

海　外 215 +20 +10.1% 458 +73 +18.8% 290 +74 +34.5% 562 567 +109 +23.8%

水処理装置 807 +102 +14.5% 1,611 +245 +17.9% 871 +64 +7.9% 1,542 1,555 -56 -3.5%

国　内 630 +30 +5.0% 1,117 -30 -2.7% 689 +59 +9.4% 1,247 1,253 +135 +12.1%

海　外 177 +73 +69.5% 493 +275 +126.2% 182 +5 +2.8% 295 302 -191 -38.7%

 売上高 1,081 +43 +4.1% 2,368 +226 +10.6% 1,286 +205 +18.9% 2,600 2,594 +226 +9.5%

水処理薬品 441 +26 +6.3% 904 +85 +10.4% 519 +78 +17.7% 1,014 1,021 +117 +13.0%

国　内 226 +7 +3.2% 444 +11 +2.4% 230 +4 +1.6% 454 455 +11 +2.5%

海　外 214 +19 +9.8% 459 +74 +19.3% 289 +74 +34.7% 560 566 +106 +23.1%

水処理装置 640 +17 +2.7% 1,465 +141 +10.7% 767 +127 +19.8% 1,586 1,573 +109 +7.4%

国　内 514 +5 +1.0% 1,138 +72 +6.7% 561 +47 +9.1% 1,203 1,178 +40 +3.5%

海　外 126 +12 +10.3% 326 +70 +27.1% 206 +80 +63.3% 383 395 +69 +21.2%

 営業利益 102 +5 +5.3% 225 +30 +15.5% 103 +1 +1.2% 240 243 +19 +8.2%

水処理薬品 39 -2 -5.7% 72 -1 -0.7% 45 +7 +17.3% 84 83 +11 +16.0%

水処理装置 63 +7 +13.3% 153 +31 +25.3% 58 -5 -8.6% 156 159 +6 +4.1%

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。

前年同期比上期実績 通期実績

2018/3期（日本基準） 2019/3期（日本基準）

上期実績 通期実績 通期見通し前年同期比 前年同期比
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セグメント別受注高・売上高・事業利益・営業利益推移（IFRS）

（単位：億円）

増減率 増減率

 受注高 1,396 2,584 1,379 -17 -1.2% 2,700 +116 +4.5%

水処理薬品 525 1,029 597 +72 +13.8% 1,184 +155 +15.0%

国　内 235 462 242 +7 +2.9% 473 +11 +2.5%

海　外 290 567 355 +66 +22.6% 711 +143 +25.3%

水処理装置 871 1,555 782 -89 -10.2% 1,516 -39 -2.5%

国　内 689 1,253 548 -141 -20.4% 1,145 -108 -8.6%

海　外 182 302 234 +51 +28.2% 371 +69 +22.8%

 売上高 1,265 2,573 1,338 +73 +5.8% 2,780 +207 +8.1%

水処理薬品 519 1,021 592 +73 +14.1% 1,181 +160 +15.7%

国　内 230 455 236 +6 +2.8% 470 +15 +3.3%

海　外 289 566 356 +67 +23.1% 711 +145 +25.7%

水処理装置 746 1,552 746 +0 +0.0% 1,599 +47 +3.0%

国　内 543 1,159 550 +7 +1.3% 1,201 +42 +3.6%

海　外 203 393 196 -7 -3.4% 398 +5 +1.3%

 事業利益 111 260 123 +12 +10.8% 265 +5 +2.0%

水処理薬品 53 99 57 +3 +6.6% 110 +11 +11.4%

水処理装置 58 161 67 +9 +14.7% 155 -6 -3.7%

 営業利益 79 196 155 +76 +95.7% 290 +94 +47.8%

水処理薬品 23 48 49 +25 +108.9% 95 +47 +100.0%

水処理装置 56 149 107 +51 +90.2% 195 +46 +31.1%

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3．2019/3月期のIFRS参考値は、現時点においてIFRSベースに調整した未監査の数値であり、変更の可能性があります。
注4．事業利益は、売上高から売上原価、販売費及び一般管理費を控除して算出しています。

前年同期比 前年同期比

2019/3期（IFRS参考値） 2020/3期（IFRS）

上期実績 通期実績 上期計画 通期計画
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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% 689 +59 +9.4% 1,247 1,253 +135 +12.1%

電子産業向け 276 +33 +13.6% 553 +40 +7.8% 316 +40 +14.6% 603 618 +65 +11.8%

装置 47 +36 +307.6% 92 +49 +115.6% 63 +16 +33.0% 108 109 +18 +19.2%

メンテナンス他 71 +16 +28.1% 146 +15 +11.4% 88 +17 +24.2% 166 182 +35 +24.2%

超純水供給事業 123 -22 -15.1% 246 -28 -10.3% 131 +8 +6.3% 259 258 +12 +4.9%

精密洗浄 34 +4 +12.2% 69 +4 +6.1% 34 -0 -0.5% 70 69 +0 +0.0%

一般産業向け 354 -3 -0.9% 565 -70 -11.1% 373 +19 +5.3% 644 635 +70 +12.4%

エネルギー・インフラ 275 -20 -6.6% 443 -72 -14.0% 275 +0 +0.0% 514 499 +57 +12.8%

土壌浄化 64 +14 +29.1% 91 -1 -1.1% 83 +19 +30.3% 106 106 +15 +16.7%

その他 16 +2 +13.2% 32 +3 +10.9% 15 -1 -3.8% 23 30 -2 -5.1%

 海　外 177 +73 +69.5% 493 +275 +126.2% 182 +5 +2.8% 295 302 -191 -38.7%

装置 127 +56 +78.2% 391 +247 +171.7% 121 -6 -4.6% 181 184 -207 -52.9%

メンテナンス他 39 +12 +43.5% 75 +14 +23.1% 45 +7 +17.4% 83 86 +12 +15.5%

超純水供給事業 12 +5 +82.5% 28 +14 +103.0% 16 +4 +34.4% 31 32 +4 +15.9%

計 807 +102 +14.5% 1,611 +245 +17.9% 871 +64 +7.9% 1,542 1,555 -56 -3.5%

 国　内 514 +5 +1.0% 1,138 +72 +6.7% 561 +47 +9.1% 1,203 1,178 +40 +3.5%

電子産業向け 250 +3 +1.2% 544 +51 +10.4% 284 +33 +13.2% 598 598 +54 +9.9%

装置 28 +14 +94.1% 79 +53 +203.6% 41 +13 +46.3% 100 99 +19 +24.5%

メンテナンス他 65 +8 +14.0% 150 +22 +17.3% 77 +12 +19.0% 169 172 +22 +14.7%

超純水供給事業 123 -22 -15.1% 246 -28 -10.3% 131 +8 +6.3% 259 258 +12 +4.9%

精密洗浄 34 +3 +10.8% 69 +4 +6.6% 34 +0 +0.4% 70 69 +0 +0.4%

一般産業向け 264 +2 +0.7% 594 +21 +3.6% 278 +14 +5.3% 606 580 -14 -2.4%

エネルギー・インフラ 223 +11 +5.1% 484 +27 +5.9% 209 -14 -6.3% 464 445 -39 -8.0%

土壌浄化 29 -7 -19.7% 78 -10 -10.9% 55 +26 +90.7% 108 107 +29 +36.6%

その他 12 -2 -12.7% 31 +3 +10.3% 14 +2 +14.7% 33 28 -4 -12.2%

 海　外 126 +12 +10.3% 326 +70 +27.1% 206 +80 +63.3% 383 395 +69 +21.1%

装置 87 +3 +3.9% 225 +43 +23.6% 157 +70 +80.0% 268 287 +61 +27.2%

メンテナンス他 27 +3 +13.2% 74 +13 +20.9% 29 +2 +8.5% 83 77 +3 +4.7%

超純水供給事業 12 +5 +82.5% 28 +14 +103.0% 16 +4 +34.4% 31 32 +4 +15.9%

計 640 +17 +2.7% 1,465 +141 +10.7% 767 +127 +19.8% 1,586 1,573 +109 +7.4%

前年同期比

受
　
　
注
　
　
高

2018/3期（日本基準）

上期実績 通期実績 通期見通し 通期実績

2019/3期（日本基準）

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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水処理装置事業　受注高・売上高の内訳（IFRS）
（単位：億円）

増減率 増減率

 国　内 689 1,253 548 -140 -20.4% 1,145 -108 -8.6%

電子産業向け 316 618 260 -56 -17.8% 569 -49 -7.9%

装置 63 109 26 -37 -59.3% 66 -44 -40.1%

メンテナンス他 88 182 72 -16 -18.2% 161 -20 -11.1%

超純水供給事業 131 258 127 -5 -3.5% 269 +11 +4.4%

精密洗浄 34 69 36 +2 +4.5% 73 +4 +5.8%

一般産業向け 373 635 289 -84 -22.6% 576 -59 -9.3%

エネルギー・インフラ 275 499 242 -33 -11.9% 468 -31 -6.2%

土壌浄化 83 106 35 -48 -58.1% 81 -24 -23.2%

その他 15 30 12 -3 -21.2% 26 -3 -11.6%

 海　外 182 302 234 +51 +28.2% 371 +69 +22.8%

装置 121 184 176 +55 +45.6% 257 +73 +39.8%

メンテナンス他 45 86 43 -3 -5.7% 84 -2 -2.6%

超純水供給事業 16 32 15 -1 -6.9% 30 -2 -6.9%

計 871 1,555 782 -89 -10.2% 1,516 -39 -2.5%

 国　内 543 1,159 550 +7 +1.3% 1,201 +42 +3.6%

電子産業向け 280 594 292 +12 +4.1% 591 -3 -0.6%

装置 40 98 51 +11 +26.7% 77 -21 -21.3%

メンテナンス他 75 170 79 +4 +5.5% 172 +2 +1.3%

超純水供給事業 131 258 127 -5 -3.5% 269 +11 +4.4%

精密洗浄 34 69 36 +1 +4.0% 73 +4 +5.5%

一般産業向け 263 565 258 -4 -1.7% 610 +45 +8.0%

エネルギー・インフラ 197 433 208 +12 +6.0% 498 +65 +15.0%

土壌浄化 53 104 38 -15 -28.0% 85 -19 -18.6%

その他 14 28 12 -2 -11.4% 27 -0 -0.5%

 海　外 203 393 196 -7 -3.4% 398 +5 +1.3%

装置 158 284 136 -22 -13.9% 279 -4 -1.6%

メンテナンス他 29 77 45 +16 +55.9% 89 +12 +15.3%

超純水供給事業 16 32 15 -1 -6.9% 30 -2 -6.9%

計 746 1,552 746 +0 +0.0% 1,599 +47 +3.0%

注　2019/3月期のIFRS参考値は、現時点においてIFRSベースに調整した未監査の数値であり、変更の可能性があります。

前年同期比

受
　
　
注
　
　
高

売
　
　
上
　
　
高

2020/3期（IFRS）

通期計画前年同期比

2019/3期（IFRS参考値）

上期実績 通期実績 上期計画
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研究開発費の内訳 （単位：億円）

2018/3期 2019/3期
2020/3期計画

（IFRS）

21 19 18

32 36 38

53 55 56

設備投資額（有形）の内訳 （単位：億円）

2018/3期 2019/3期
2019/3期

（IFRS参考値）
2020/3期計画

（IFRS）

28 31 31

193 338 350

221 369 381 240

減価償却費（有形）の内訳 （単位：億円）

2018/3期 2019/3期
2019/3期

（IFRS参考値）
2020/3期計画

（IFRS）

18 24 33 33

117 115 136 127

135 139 169 160

従業員数 （単位：人）

2018/3末 2019/3末 比較増減

6,011 6,613 +602

注　2019/3月期のIFRS参考値は、現時点においてIFRSベースに調整した未監査の数値であり、変更の可能性があります。

計

連　　結

水処理薬品事業

水処理薬品事業

水処理装置事業

計

水処理装置事業

計

水処理薬品事業

水処理装置事業
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