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オシャレに変身！ 上から貼るだけ～カラーフィルム

2019年3月31日現在の株主名簿に記載された5単元（500株）以上保有の株主様

※ 2019年度優待価格対象製品（1,000株以上対象）

所有株式数 500株以上 1,000株以上

優待内容 3,000円相当の入浴用品 ・3,000円相当の入浴用品
・当社製品を優待価格でご提供※

用　途 浴　室 キッチン
品　番 KF3070 KM6061EC KM5061NSCEC KM6081SCEC

製品名
ラクダス

サーモスタット式シャワー
（ワンタッチ式）

シングルレバー式
シャワー付混合栓

ビルトイン浄水器付シングルレバー式シャワー付混合栓
（浄水器本体一式セット付）

　水栓を手軽にグレードアップできるカラーフィルムを５月より発売
しました。大理石調のカラーフィルムを水栓本体に貼るだけで、高級
感、重厚感のある雰囲気に変えられます。いつもの入浴を煌びやか
に演出します。

※３ヶ月ご使用で交換の目安となりますが、表面の汚れな
　ど目立った場合には新しいフィルムに貼り替えてお使
　いください。
※取付対象品：KF800(W)(T)タイプ・KF890(W)タイプ・
　KF880(W)(T)タイプ・KM800(W)(T)タイプに適合。
　このタイプ以外は使用できません。

KF800Tの貼付例

KF800の貼付例
水栓保護用カラーフィルム

Z404927S



　当期の住宅市況は、持家、分譲住宅は増加傾向となり
ましたが、貸家などの減少もあり、新設住宅着工戸数は、
おおむね横ばいで推移しました。こうしたなか、売上高は
24,152百万円（前期比1.6％減）となりました。今期から
フィリピン子会社（KVK PHILIPPINES,INC.）を連結対象と
したことから、フィリピン子会社に対する売上を相殺して
います。フィリピン子会社に対する売上を相殺した前期売
上高との比較では、34百万円増（0.1％増）とほぼ前年並
みとなりました。
　利益面では、原材料価格が高値で推移しており、グルー
プ一丸となってトータルコストの引き下げに努めたものの、
製造コスト増加を吸収しきれず、営業利益は1,813百万
円（前期比16.6％減）、経常利益は1,928百万円（前期比
12.6％減）となりました。親会社株主に帰属する当期純利
益は、黒野工場取壊し費用等にかかる減損損失294百万

　生産面では、KPS（KVK Production System）活動を
柱に、為替・受注の変動に柔軟に対応できる最適生産をめ
ざし、あらゆる無駄の排除とコスト競争力の強化を推し進
めております。昨年10月に、本社工場敷地内に物流棟が
竣工し、黒野工場に残された倉庫機能を移転しました。部
品在庫棚のレイアウトをゼロベースから見直し、運搬と停
滞の“ムダ ”をなくし、リードタイムの短縮に取り組んでい
ます。生産機能を集約したことによる一貫生産体制と、新
物流棟建設により出荷機能を持ったことにより、受注から
生産、出荷まで全工程に渡り効率化を図り、お客様の手元
へタイミングよく製品をお届けできる仕組みづくりを進め
てまいります。

円、及び役員向け株式交付信託制度導入に伴い新株予
約権戻入益83百万円と役員株式給付引当金繰入額229
百万円により純額で146百万円の損失等を計上した結果、
924百万円（前期比33.7％減）となりました。

代表取締役社長　末松 正幸

〜安定的な収益体質の実現をめざして〜
2019年度に81年目を踏み出したＫＶＫグループは、

様々な外部環境の変化のなかにあっても、

安定的に収益が確保できる体制の確立に取り組んでいます。

その取り組みと今後の方針などについて、

社長の末松正幸がご説明します。

当期を振り返って

お客様の手元にタイミングよくお届けする体制づくり

物流新棟
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シャワー付湯水混合水栓
10,880百万円

2018年度

品目別売上高構成比

その他
4,518百万円

18.7％

24.5％

11.8％ 45.0％
単独水栓
2,839百万円

湯水混合水栓
5,913百万円



　昨年11月、ホテルニューオータニ東京において、全国
ＫＶＫ会総会を開催しました。当日は業界屈指の販売ネッ
トワークである全国のＫＶＫ代理店特約店399社、総勢約
500名にご参加いただきました。
　２日間にわたる総会は、天候にも恵まれ、盛会裏に終了
しました。会員相互の親睦および情報交換を通じて結束
を固め、販売ルートでの連携強化を図ることができました。
　総会では、今後、地域ごとに地区大会を開催することを
決議しており、全国ＫＶＫ会の活動を一層活性化させてい
く予定です。

　ＫＶＫは2019年２月に創業80周年を迎えました。1939
年に北村鋳造所として創業以来、水栓金具の専業メー
カーとして、創意と工夫をもって常に新しい挑戦を続けて
きました。水栓金具は“人と水をつなぐ存在”です。これか
らも、お客様のニーズに応え、新しい生活スタイルを提案
する商品・サービスを生み出し続け、人々の生活が豊かに

　創業80周年を迎えることができましたのも、ひとえに
株主の皆様をはじめ、関係各位のご支援、ご協力の賜物
と心より御礼申し上げます。
　つきましては、株主の皆様のご支援に感謝の意を表す

　お客様のニーズ・価値観やライフスタイルが多様化し、
水栓金具にもより高いデザイン性とより良い使い勝手が
求められています。そのようなニーズと向き合い開発し
たのが、昨年11月発売の浴室用サーモスタット式混合水
栓「ＦＴＢ100ＫＴ」、キッチン用シングルレバー式混合水栓

「ＭＳＫ110ＫＴ」です。スタンダード品としてのあるべき姿
を見直し、「丸い四角」をコンセプトとした高いデザイン性
と、使い勝手の良さを両立しました。これからも、お客様と
ともに“快適な水まわり”を創造する企業として、お客様の
ニーズに応えた新しい生活スタイルを提案する市場創造
型の商品・サービスを生み出し続けていきます。

るため、当期末配当において、１株当たり５円の記念配当
を実施することといたします。これにより、当期末配当は、
１株当たり22円の普通配当に、５円の記念配当を加えて27
円とし、中間配当22円と合わせ年間で49円といたします。

なるような価値創造に取り組むことが、専業メーカーとし
ての使命です。創業90周年、100周年を見据え、社員一同、
社業に邁進し、安定的な収益体質の実現をめざします。今
後とも一層のご支援とご指導を賜りますようお願い申し上
げます。

中間配当金 期末配当金

2015 2016 2017 2018 2019（見込） （年度）
0 0

10 10.0

20 20.0

30 30.0

40 40.0

50 50.0
（円） （%）

18

22.0

※2017年10月1日付の株式併合に伴い、2015年度期首に株式併合が行われたと仮定して算出しています。
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1株当たり配当金／連結配当性向の推移

ＦＴＢ100ＫＴ

全国ＫＶＫ会総会

ＭＳＫ110ＫＴ

全国ＫＶＫ会総会開催

創業100周年に向けて

創業80周年記念配当について
水栓金具のスタンダードを作る
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売上高
今期からフィリピン子会社を連結対象とし、フィリピン子会社に
対する売上を相殺したことから、前期に比べ397百万円減少しま
したが、実質的にはほぼ横ばいの24,152百万円となりました。

流動資産・流動負債／純資産の部
流動比率は、前期末に比べ、20.4ポイント減少し、229.8％となりました。　自己資本比率は、前期末に比べ、0.5ポイント増加し、72.7％と
なりました。1株当たり純資産額は79円60銭増加し、2,310円60銭となりました。

営業利益
原材料価格が高値で推移しており、グループ一丸となってトータ
ルコストの引き下げに努めたものの、製造コスト増加を吸収しき
れず、前期に比べ361百万円減少し、1,813百万円となりました。

※見通しに関する注意事項 ： 業績の見通しは現時点での予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。様々な要因により、変動する可能性があります。
※記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しています。　※百分率（％）は小数点第二位を四捨五入して表示しています。 ※記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しています。

１株当たり当期純利益（EPS）
（円）

※期中平均発行済株式総数（自己株式数除く）で算
出しています。

※2017年10月1日付の株式併合に伴い、2015年
度期首に株式併合が行われたと仮定して算出し
ています。

2015
（見込）

2016 2017 2018 2019（年度）

173.55173.05

198.21

167.56

113.06

売上高
（百万円）

2015

24,500
23,382 23,730 24,550 24,152

（見込）
2016 2017 2018 2019（年度）

親会社株主に帰属する当期純利益
（百万円）

※会計基準等の改正に伴い、2015年度より従来
の当期純利益を、親会社株主に帰属する当期純
利益としています。

2015
（見込）

2016 2017 2018 2019（年度）

1,4001,419

1,629

1,395

924

営業利益・売上高営業利益率
■ 営業利益（百万円）

※売上高営業利益率＝営業利益／売上高×100

2015

1,902

8.1
2,585

10.9

2,175

8.9

1,813

7.5

1,850

7.6

（見込）
2016 2017 2018 2019（年度）

売上高営業利益率（％）

自己資本・自己資本当期純利益率（ROE）
■ 自己資本（百万円）

※自己資本当期純利益率（ROE）=
　当期純利益／自己資本（期中平均）×100
　（自己資本＝純資産ー非支配株主持分ー新株予約権）
※2015年度より、少数株主持分を非支配株主持分と

しています。

2015

18,639
16,193

17,402
18,600

2016 2017 2018（年度）

5.0

9.0
9.7

7.8

ROE（％）
総資産・使用総資本事業利益率（ROA）
■ 総資産（百万円）

※使用総資本事業利益率（ROA）=
　（営業利益＋受取利息及び配当金）／
　総資産（期中平均）×100
※営業利益は左記の通り、2015年度について遡

及修正しています。

2015

25,656

7.1
8.5

10.9

8.7

22,869
24,750 25,775

2016 2017 2018（年度）

ROA（％）
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資産の部  △119 負債・純資産の部  △119
■ 連結賃借対照表の概要 （百万円）

2018年3月31日現在 2018年3月31日現在
2019年3月31日現在

支払手形及び買掛金の減少
未払法人税等の減少

役員株式給付引当金

自己株式
利益剰余金の増加

現金及び預金の減少
受取手形及び売掛金の減少

△1,765
△707

△247
△379

＋229

△437
+543

投資不動産 +2,150

25,775 25,77525,656 25,656

17,264

6,900

184

18,690

△2,153

△326

+257

△50

6,574

442

8,510 +2,034

15,111
流動資産

流動負債

固定負債

18,639
純資産

10,545
固定資産

連 結 財 務 デ ー タ Financial Data

■ 連結キャッシュ・フロー計算書の概要（百万円）

2018年4月1日現在
2019年3月31日現在

税金等調整前当期純利益
減価償却費
売上債権の減少
法人税等の支払

自己株式の取得
配当金の支払

+1,358
+818
+322
△765

△439
△367

有形固定資産の取得
投資不動産の取得
定期預金の預入
定期預金の払戻

△991
△1,748
△300
+764

4,417

現金及び
現金同等物の

期首残高

2,961

現金及び
現金同等物の
期末残高

+1,687

営業活動による
キャッシュ・フロー

△2,319

投資活動による
キャッシュ・フロー

△833

財務活動による
キャッシュ・フロー

△11

現金及び
現金同等物に
係る換算差額

△1,455

+21

新規連結に伴う
現金及び

現金同等物の
増加額



マットブラックの質感が
高級感を演出

匠が使い込んだ道具のような
上質なデザイン

　高級感のある色調・質感で爽快な浴び心地を実現した「ＫＦ３０６０ＭＢ」
を本年3月より発売しました。
　日本を訪れる外国人観光客が増えるにつれてホテルの需要が高まる中、
ホテル業界から部屋と浴室をトータルコーディネートできるオーバーヘッ
ドシャワーの要望が高まっています。
　この商品はそんな要望に応えて開発されました。艶をおさえた深みの
あるマットブラックで、インテリアにも調和し、浴室空間を洗練された落ち
着いた雰囲気に演出します。視認性が必要とされる表示部分を除き、水
栓・パイプ・シャワーヘッド・シャワーハンガーにいたるまでブラックに揃
えました。
　幅の広いシャワーは肩までスッポリ入りますので、シャワーだけで全身
が温まります。シャワー位置が60°（片側30°）首振りができ、シャワーヘッ
ドが24°（片側12°）傾斜できますので、ベストな位置でシャワーが浴びら
れます。

住空間をトータルでコーディネートしたいこだわりのあるユー
ザー向けに開発しました。近年は、湯船につからないでシャワー
浴でリフレッシュするユーザーが増えてきているため、ホテルや
スポーツジムだけでなく、住宅へも展開していきたいと考えて
います。マットブラックでのコーディネートを楽しみつつ、オー
バーヘッドの爽快な浴び心地を体感していただきたいです。

外観や使い易さを重視したデザインであった為、水栓に水が
入ってしまった場合の水抜き穴の位置にこだわりました。外観を
損なわない隠蔽部に設けることで、シンプルなデザインを実現
することができました。また、そのデザイン性の高さから部品の
形状を考えるのに苦労しましたが、品質や生産効率を落とさな
い様、製造部門と何度も調整を行い商品化に成功しました。営業推進部 営業企画課 係長

川島 則行
開発部 設計二課 副主任

佐藤 大介

　ＫＶＫの80周年記念モデルとして開発された「ＦＳＬ１２０ＤＥＴ」を本年2月
より発売しました。
　デザインは「丸い四角」をコンセプトとし、適度なエッジや丸みが安心感
を得られる外観になっています。まるで匠が使い込んだ上質な道具のよ
うな馴染みやすさを実現しています。基本を守りつつ使いやすさ・性能を
向上させています。
　レバーハンドルの取付をワンタッチで脱着できるシンプルな構造にする
ことで、ビス式のキャップを無くし、継ぎ目の無いフラットな形状にしてい
ます。凹凸も無く清掃性が良好です。シャワー吐水・泡沫吐水の切替えは
プッシュするだけで簡単に切替わります。
　コンパクトで手にフィットするシャワーヘッドは引き出して使うことがで
きるので洗髪に便利です。さらに、シャワーヘッドが収まった状態でも左
右30度ずつ回転するので不便さがありません。きめが細かく、肌当りが
良いシャワーは、水ハネも少ない快適なシャワーです。

KF3060MB FSL120DET洗面用シングルレバー式洗髪シャワー浴室用オーバーヘッドシャワー付サーモ 発売 発売

営
業
の

声

開
発
の

声

シャワー吐水 泡沫吐水
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2019年3月31日現在

株主様の住所変更、買取請求など各種お手続きの窓口につきましては、株式のご所有状況によって異なりますので、ご留意ください。

2019年3月31日現在

商号

創業 1939年2月5日
設立 1949年1月25日
資本金 28億 5,493万 4千円
主要営業品目 1.

2.
3.

水栓金具
サーモスタット式シャワー・湯水混合水栓
シングルレバー式シャワー・湯水混合水栓
定量止水付サーモスタット式シャワー・
湯水混合水栓
2ハンドル式シャワー・湯水混合水栓
洗髪シャワー、単独水栓、自動水栓
継手、排水金具
水栓部品

本社 岐阜県加茂郡富加町高畑字稲荷641番地
〒501-3304
Tel （0574）55-1120

工場 本社・飛騨古川
支社 東北･関東･関西･西日本
営業所 札幌･盛岡･仙台･宇都宮･さいたま･千葉･東京･

東京特需･横浜･多摩･名古屋･大阪･大阪特需･
岡山･広島･福岡･鹿児島

出張所 つくば･新潟･静岡･北陸･京滋･神戸
従業員数 799名（連結1,279名）
子会社 大連北村閥門有限公司（中国）･

KVK PHILIPPINES, INC.
役員 代表取締役社長 末松 正幸

取締役 小関 智晶
2019年 取締役 坪田 充夫
6月21日現在 取締役 藤井 邦彦

取締役 杉山 正直
取締役 長濱 卓美
取締役（社外） 奥田 真之
常勤監査役 森田 恭二
監査役（社外） 杉浦 勝美
監査役（社外） 森　 裕之

株式の総数 発行可能株式総数 23,120,500株
発行済株式の総数 8,347,078株

株主数 1,258名
大株主 株主名 持株数（千株） 持株比率（％）

有限会社北村興産 1,132 13.56

株式会社十六銀行 400 4.79

KVK取引先持株会 387 4.64
日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社（信託口） 316 3.78

岐阜信用金庫 293 3.51

元気なぎふ応援基金 269 3.22

北村博志 268 3.21

北村嘉弘 264 3.16

北村和弘 262 3.14

末松容子 257 3.08

所有者別株式分布状況

事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日まで

定時株主総会 6月

定時株主総会の基準日 3月31日（その他必要のある場合は、あらかじめ公告した日）

配当の基準日 期末配当 3月31日
中間配当 9月30日

株主名簿管理人および
特別口座の口座管理機関 三井住友信託銀行株式会社

単元株式数 100株

公告方法

電子公告
※掲載先インターネットホームページ　http://www.kvk.co.jp/
ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、
日本経済新聞に掲載して行います。

株式のご所有状況 お問い合わせ先

証券会社等の口座をご利用の場合 お取引口座のある証券会社等

「特別口座」に記録されている場合
〒168-0063　東京都杉並区和泉二丁目８番４号
三井住友信託銀行　証券代行部
Tel：0120-782-031（通話料無料）

※支払期間経過後の配当金に関するお問い合わせは、三井住友信託銀行株式会社 証券代行部にお願いいたします。

（注）1.

2.

単独の従業員数には、当社から他社への出向者を除いています。
また、連結・単独の従業員数には、臨時社員を含めています。
すべての社外取締役および社外監査役を国内の金融商品取引所が定める
独立役員として指定しています。

（注）1.

2.

大株主の持株比率は、自己株式（112株）を控除して算出し、小数点３位以
下を切り捨てて表示しています。
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）の所有株式数のうち、
信託業務に係る株式数は、316,200株あり、役員向け株式交付信託が保
有する当社株式250,000株、従業員向け株式交付信託が保有する当社株
式30,000株が含まれています。
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会 社 情 報 Information

会 社 概 要 株式の状況 株主メモ

■ 株式に関するお問い合わせ先

◦外国法人等
　167,400株
　2.01%

◦金融商品取引業者
　6,883株
　0.08％

◦金融機関
　1,177,000株
　14.10％

◦個人･その他
　4,026,572株
　48.24％

◦その他の法人
　2,969,223株
　35.57％



Creating Value with You
お客様とともに＂快適な水まわり＂を創造する。

2019

夏号

FTB100KT

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

環境に配慮した植物油
インキを使用しています。

本　　社 ： 〒501-3304 岐阜県加茂郡富加町高畑字稲荷641番地
　　　　　Tel （0574）55-1120（代表）
株式事務 ： Tel （0574）55-0005
URL http://www.kvk.co.jp/

株主優待制度のご案内

オシャレに変身！ 上から貼るだけ～カラーフィルム

2019年3月31日現在の株主名簿に記載された5単元（500株）以上保有の株主様

※ 2019年度優待価格対象製品（1,000株以上対象）

所有株式数 500株以上 1,000株以上

優待内容 3,000円相当の入浴用品 ・3,000円相当の入浴用品
・当社製品を優待価格でご提供※

用　途 浴　室 キッチン
品　番 KF3070 KM6061EC KM5061NSCEC KM6081SCEC

製品名
ラクダス

サーモスタット式シャワー
（ワンタッチ式）

シングルレバー式
シャワー付混合栓

ビルトイン浄水器付シングルレバー式シャワー付混合栓
（浄水器本体一式セット付）

　水栓を手軽にグレードアップできるカラーフィルムを５月より発売
しました。大理石調のカラーフィルムを水栓本体に貼るだけで、高級
感、重厚感のある雰囲気に変えられます。いつもの入浴を煌びやか
に演出します。

※３ヶ月ご使用で交換の目安となりますが、表面の汚れな
　ど目立った場合には新しいフィルムに貼り替えてお使
　いください。
※取付対象品：KF800(W)(T)タイプ・KF890(W)タイプ・
　KF880(W)(T)タイプ・KM800(W)(T)タイプに適合。
　このタイプ以外は使用できません。

KF800Tの貼付例

KF800の貼付例
水栓保護用カラーフィルム

Z404927S
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