


　当期の市況は、前半は、雇用・所得環境の改善が見られ、
景気は緩やかに回復しつつありましたが、消費税増税によ
る消費マインドの低下や、2020年に入り急拡大した新型
コロナウイルス感染症の世界的な流行の影響により、足
元で大幅に景気が下押しされ厳しい状況にあります。当社
グループにおきましては、前期に住宅設備メーカーに新
規採用された製品が売上を牽引し、原価低減活動の効果
のほか円高、原料価格の安定により業績は順調に推移し
ました。第4四半期においては、新型コロナウイルス感染
拡大の影響により、大連工場では、春節休暇明けの工場
復帰までに、感染防止対策として14日間の観察期間が必
要となったため、当工場や外注先において人員不足が発
生し、本社工場への輸出品の一部に遅延が発生しました。
また、フィリピン工場では、移動制限措置により従業員の

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〜
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
出勤が困難となり、３月17日から５月４日までの操業を停
止致しました。しかしながら、ＢＣＰ対策の一環として本社
工場での生産バックアップ体制を整備して、複数の調達先
を確保していたことから、通常の生産体制を確保し、これ
らの影響を最小限に抑えることが出来ました。
　連結業績につきましては、第4四半期でのコロナウイル
スの影響はあったものの、売上高は24,531百万円（前期
比1.6％増）、営業利益は2,345百万円（前期比29.3％増）、
経常利益は2,523百万円（前期比30.9％増）となりました。
親会社株主に帰属する当期純利益は、1,701百万円（前
期比84.0％増）となりました。
　引き続き、サプライヤーとの連携、日本・中国大連・フィ
リピンの３拠点生産体制によるバックアップにより、生産
体制を維持し製品供給に努めてまいります。
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シャワー付湯水混合水栓
11,502百万円

2019年度

品目別売上高構成比

その他
4,354百万円

17.7％

24.1％

11.3％ 46.9％
単独水栓
2,762百万円

湯水混合水栓
5,912百万円



　生産面では、KPS（KVK Production System）活動を
柱に、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。一昨年、本社工場敷地
内に物流棟が竣工し、受注から生産、出荷まで全工程に亘
る一貫生産体制が整いました。工場内の部品在庫棚や作
業台のレイアウト、作業者の動線をゼロベースから見直し、
作業の効率化を進めております。また、工場の自働化の一
環として、主力製品の生産ラインの自働化に取り組んでお
り、原価低減の効果が徐々に現われております。受注から
調達・生産・出荷・納品まで全工程に亘り各部門が連携し、

　当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要政
策の一つとして位置づけ、次なる成長への投資に必要な
内部留保などを勘案しつつ、業績に応じて株主還元に充
てることを利益配分の基本的な考え方としております。
　当期末配当につきましては、１株当たり、普通配当22円
に大連北村閥門有限公司設立30周年記念配当５円を加

　お客様のところに頻繁に足を運び、お客様のニーズを
収集し、お客様の声を反映した商品づくりを進めておりま
す。高齢化が進むに伴って、浴室用水栓にも使いやすさや
安全性への要望が高まっており、指で押すだけの簡単操
作で湯水の出し止めができるワンタッチ式の壁付サーモ
スタット式混合水栓を発売しました。マットホワイトと淡い

えて27円とし、中間配当22円と合わせ年間で49円とさ
せていただきました。
　今後とも社員一同、社業に邁進し、安定的な収益体質
の実現をめざしてまいりますので、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。

お客様の手元へ“さらにタイミングよく”お届けできる仕組
みを追求してまいります。
　12月には、工場拡張と研修棟建設を視野に入れ、本社
工場北側の隣地23千㎡を取得しております。次なる成長
に向けて、一層の
効率化、生産能力
の向上に向けた投
資も進めてまいり
ます。

物流工程

FTB160KBRN

全工程に亘る一貫生産体制の構築

株主還元について新タッチサーモを発売
グレーの上品な色あいで、ボリュームを抑えたシンプルな
デザインとしました。シャンプーなど目を閉じている時で
も、カランとシャワーのボタンの判別ができるよう、カラン
側のボタンに凸を設け、押し間違いを防止しています。ま
た、ボディがカバーで覆われており、水栓本体に触れても
熱くありません。デザイン性だけでなく操作性、安全性を
一層高めています。
　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、お客様の豊かな生活に貢献する付加価値
の高い商品・サービスを生み出し続けていきます。

　ホテル業界への当社商品の認知向上を目的に、本年２
月18日～21日に幕張メッセで開催されました「第48回国
際ホテル・レストランショー」に初出展しました。
　当社は、和を感じさせる空間をテーマにデザインされ
たブースに、浴室用オーバーヘッドシャワー水栓のカラー
バリエーションや洗面用シングルレバー水栓の外観に「桜」

「梅」などの加飾を施したサンプルを参考出品しました。
オーバーヘッドシャワーは、マットブラックの質感と、シャ
ワーの散水範囲の広さを実感していただき、お客様から
高い評価をいただきました。

国際ホテル・レストランショーに初出展

第48回 国際ホテル・レストランショー
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1株当たり配当金／連結配当性向の推移

※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。
※次期の配当金につきましては、現時点で合理的に見積もることが困難であるため未定としています。

中間配当金 期末配当金
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売上高
住宅設備メーカーでの前期新規採用品の販売が順調に推移
し、また、一部消費税の駆け込み需要の影響もあり、前期に比べ
378百万円増加し、24,531百万円となりました。

流動資産・流動負債／純資産の部
流動比率は、前期末に比べ、0.9ポイント増加し、230.8％となりました。　自己資本比率は、前期末に比べ、0.5ポイント減少し、72.1％と
なりました。1株当たり純資産額は123円47銭増加し、2,434円7銭となりました。

営業利益
一貫生産体制による効率化、自働化の取り組みによる効果のほ
か、円高や原料価格の安定推移により、前期に比べ532百万円
増加し、2,345百万円となりました。

※2021年３月期の業績予想につきましては、新型コロナウイルスによる影響を合理的に算定することが困難なことから現時点では未定としています。
※記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しています。　※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 2016 2017 2018 2019（年度）

210.69

173.05

198.21

167.56

113.06

売上高
（百万円）

2015

24,531
23,382 23,730 24,550 24,152

2016 2017 2018 2019（年度）

親会社株主に帰属する当期純利益
（百万円）

2015 2016 2017 2018 2019（年度）

1,701

1,419

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 2,345

9.6

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）

2016

19,665
17,402

18,600 18,639

2017 2018 2019（年度）

8.9
9.7

7.8

5.0

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

2016

27,270

9.0

10.9

8.7

7.1

24,750 25,775 25,656

2017 2018 2019（年度）

ROA（％）

資産の部  ＋1,614 負債・純資産の部    ＋1,614
■ 連結賃借対照表の概要 （百万円）

2019年3月31日現在 2019年3月31日現在
2020年3月31日現在

営業外電子記録債務
未払法人税等
未払消費税等

利益剰余金

現金及び預金
受取手形及び売掛金

+1,720
△138

△173
+439
+309

+1,292

土地
投資不動産

+267
△120

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）

2019年4月1日現在
2020年3月31日現在

税金等調整前当期純利益
減価償却費
仕入債務の増加額

+2,465
+846
+278

固定資産の取得 △1,576

配当金の支払 △409
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25,656 25,656
27,270 27,270

15,111

6,574

442

18,639

+1,336
+36

+1,025

7,126

479

10,545 +278

16,447
流動資産

流動負債

固定負債

19,665
純資産

10,823
固定資産

+552

2,961

現金及び
現金同等物の

期首残高
4,682

現金及び
現金同等物の
期末残高

+3,824

営業活動による
キャッシュ・フロー

△1,633

投資活動による
キャッシュ・フロー

△440

財務活動による
キャッシュ・フロー

△30

現金及び
現金同等物に
係る換算差額

+1,720



高級感のあるデザインと
広範囲吐水を実現したシャワーヘッド。

撥水膜コーティング加工が水を弾く
新しいシングルレバー水栓を発売。

　近年、海外や国内競合メーカーで多く発売されている大きなシャワー
フェイスでデザイン性の高いシャワーヘッドに対抗する為、「PZS330」を
開発しました。80周年シリーズ（FTB100等）に合わせた統一感のあるデ
ザインで、高級クラスのユニットバスや水栓とセットでお使い頂けるシャ
ワーヘッドです。
　フェイスの大きな高価格帯のシャワーヘッドですが、普及クラスのサー
モ水栓にも合わせられるよう普遍的なシルエットを目指しました。大きな
フェイスに波紋をモチーフとした凹凸の加飾を施すことで、機能的な印象
と水が広がるイメージを与えています。また、シャワーヘッドの厚みを薄
くすることで、シャワーヘッドを横から見た時にきれいに見えるように工夫
しました。グリップはエッジに丸みを持たせた手に馴染みやすく滑りにく
い形状になっています。
　中抜け感のない広範囲吐水のため、手に持って使っても、ハンガーに掛
けて使っても快適に浴びられます。

　リビングとキッチンがひとつの部屋となったリビングダイニングは、今
や住まいの中心的な存在になっています。
　「リビングからキッチンが見えるため、常に綺麗にしておきたい。でもそ
うじは簡単に済ませたい」という要望がありました。
　2019年６月に、撥水膜コーティングを施した浴室用サーモスタット式
シャワー水栓を発売し、そのシリーズ展開として、キッチン用シングルレ
バー水栓 KM5021TECHSを発売しました。
　レバーハンドル・シャワーヘッド・吐水口・
ボディを撥水膜コーティングしているので、
汚れが付着しにくく、水アカや汚れが付いて
もカンタンに拭き取りができます。おそうじ
がしやすく輝きが長持ちする水栓です。

大きなシャワーフェイス径でありながら薄いシルエットとなる
ように設計しました。これによりシャワーの握り部とフェイスに
一体感のあるデザイン性の高い商品になりました。
大きなシャワーフェイスは、穴と穴の間隔が大きくなることによ
る中抜け感が欠点でしたが、穴径・配置・角度を何度も調整し、
中抜け感のない浴び心地と節水を両立させることができました。

日頃お手入れを欠かさないご家庭でも水栓は使う度に汚れ、衛
生的にも気を使う方が多いです。キッチンは清潔であるべき
という観点に基づき、撥水パワーシングルは誕生しました。また

「水栓はインテリア」という概念からデザイン面においてもスタ
イリッシュかつシンプルに仕上げています。「常に清潔にしたい
けれど、手入れには時間を掛けたくない」「シンプルでスタイリッ
シュなデザインが好き」といった方々にお勧めの商品となってい
ます。

開発部設計一課　副主任

渡邉 純也
営業推進部営業管理課　副主任

中川 元希

PZS330 KM5021TECHS

営
業
の

声

開
発
の

声

撥水膜コーティング（特殊フッ素コーティング）

水栓素地

メッキ面

特殊フッ素コーティング面

水をはじく撥水効果

撥水パワーシングル
2020年4月発売

ワイドシャワーヘッド　eシャワーNf／メッキタイプ
2019年5月発売

ワイドなシャワーで
快適さ、浴び心地が
さらにアップしました！

※水アカや汚れの取れやすさについては、
　当社で比較した結果です。
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2020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。

2020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 801名（連結1,267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
2020年 取締役 坪田 充夫
6月26日現在 取締役 杉山 正直

取締役 長濱 卓美
取締役 水谷 友保
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 1,340名
大株主 株主名 持株数（百株） 持株比率（％）

有限会社北村興産 11,324 13.56

KVK取引先持株会 4,258 5.10

株式会社十六銀行 4,000 4.79
日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社（信託口） 2,999 3.59

岐阜信用金庫 2,935 3.51

元気なぎふ応援基金 2,695 3.22

北村博志 2,685 3.21

北村嘉弘 2,645 3.16

北村和弘 2,628 3.14

末松容子 2,575 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（245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、299,900株あり、役員向け株式交付信託が保
有する当社株式238,000株、従業員向け株式交付信託が保有する当社株
式29,800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
　163,009株
　1.95%

◦金融商品取引業者
　8,789株
　0.11％

◦金融機関
　1,181,100株
　14.15％

◦個人･その他
　4,034,672株
　48.33％

◦その他の法人
　2,959,508株
　35.46％
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