


　当期の事業環境は、新型コロナウイルスの感染拡大を
受けて経済・社会活動が制限されたことにより、経済環境
は急激に後退しました。度重なる感染拡大によりコロナ禍
の収束は見えておらず、経済環境は不透明な状況のまま
推移してまいりました。また、住宅市場におきましても、新
設住宅着工戸数に関して持家で若干の持ち直しの動きが
見られたものの、貸家、分譲住宅はいずれも減少し、全体
としては減少傾向で推移しました。こうしたなか、巣ごも
りによる住宅リフォーム需要により管工資材商ルートから
の高付加価値商品の受注が堅調に推移したことや冬場の
寒波による需要も加わり、売上高は25,441百万円（前期
比3.7％増）となりました。利益面では、売上と同様に高付
加価値商品の受注が貢献したこと、また、新型コロナウイ
ルス感染拡大防止対策として営業活動の自粛や不要不急
な外出制限等により販管費が減少したこともあり、営業利
益は3,034百万円（前期比29.4％増）、経常利益は3,117

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
百万円（前期比23.5％増）となりました。親会社株主に帰
属する当期純利益は、2,196百万円（前期比29.1％増）と
なりました。
　引き続き収益力向上に取り組み、持続的成長と高収益
体質の実現をめざしてまいります。

　ホテル業界への当社商品の認知度向上を目的に、徹底
した新型コロナウイルス感染対策のもと、本年２月16日
～19日に東京ビッグサイトで開催されました「第49回国
際ホテル・レストランショー」に出展しました。
　当社は、「和」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、キッチン用・洗面用セン
サー水栓のカラーバリエーションなどを出品しました。一
部の商品は実際に通水させ、使い勝手を確認してもらい、
シャワーの肌触りや、センサー水栓の操作性に関し、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出展

第49回国際ホテル・レストランショー
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シャワー付湯水混合水栓
11,977百万円

2020年度

品目別売上高構成比

その他
4,507百万円

17.7％

24.8％

10.4％ 47.1％

単独水栓
2,651百万円

湯水混合水栓
6,304百万円



　成長に向けた取り組みとしては、生産能力増強のため
本社工場敷地内に新工場棟の増設準備を進めています。
また、工場増設に合わせて、ＬＮＧガスによる発電設備とＬ
ＮＧサテライトを設置し、電気と排熱を利用した蒸気・温
水の供給が可能となるコージェネレーションシステムの導

　当期において、大連工場およびフィリピン工場では、新
型コロナウイルス感染拡大による移動制限措置により従
業員の出勤が困難となり、工場の人員不足が発生しまし

　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。
　期末配当につきましては、当期の業績を鑑みて、１株当

　新型コロナウイルスの感染拡大を受けソーシャルディ
スタンスが定着し、接触を最小限に抑えたいという要望が
多くなりました。当社では、手をかざすだけで水を出し止
めできるセンサー式水栓において、キッチン用はカラーバ
リエーションや浄水機能付、洗面用はカラーバリエーショ
ンを取り揃えています。また、取替需要に対応するため
100Ｖ電源仕様に加え、乾電池仕様を追加しラインアップ
の充実を図りました。また、汚れが付いても簡単に拭き取
ることが出来る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前期に発売しご好評をいただ
いておりますが、当期には撥水仕様のキッチン用シングル
レバー水栓を発売しました。今後、洗面用シングルレバー

たり22円の普通配当に、３円増配し、中間配当22円と合
わせ年間で47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。

入を予定しています。エネルギー使用量と二酸化炭素排
出量の削減が図られ、コストと環境の両面に寄与していく
予定です。

た。これにより本社工場への輸出品の一部に遅延が発生
しました。当社グループでは、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で、影響を最小限に止めることが出来
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拠点生産によるバックアップ体制により新
型コロナウイルス感染拡大によるサプライチェーンリスク
を制御しながら、生産体制を維持し製品供給に努めてまい
ります。また、一貫生産体制のもと、各工程間の連携強化、
製造工程自働化に取り組みながら、受注から生産、出荷ま
での全工程に亘り効率化を追求してまいります。

ＫＭ６０９１ＳＣＥＣＭ４

成長に向けた投資と環境対応

サプライチェーンリスクを制御

株主還元について

商品ラインアップの強化
水栓など、シリーズ展開として撥水仕様の商品を拡充して
まいります。
　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まいります。

KM5021TECHS
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※2018年度はKVK創業80周年記念配当5円を含みます。
※2019年度は大連北村閥門有限公司設立30周年記念配当5円を含みます。

1株当たり配当金／連結配当性向の推移

中間配当金 期末配当金
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売上高
巣ごもりによる住宅リフォーム需要により管工資材商ルートから
の高付加価値商品の受注が堅調に推移したことや冬場の寒波に
よる需要も加わり、前期に比べ909百万円増加し、25,441百万
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、12.2ポイント増加し、243.0％となりました。　自己資本比率は、前期末と同じく72.1％となりました。1株当た
り純資産額は283円87銭増加し、2,717円94銭となりました。

営業利益
高付加価値商品の受注が貢献したこと、また、新型コロナウイル
ス感染拡大防止対策として営業活動の自粛や不要不急な外出制
限等により販管費が減少したこともあり、前期に比べ689百万円
増加し、3,034百万円となりました。

※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、2017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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親会社株主に帰属する当期純利益
（百万円）

2,196

1,395

924

1,701

2,000

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

2,175

1,813

2,345

3,034
2,800

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）

2017

21,969

18,600 18,639
19,665

2018 2019 2020（年度）

10.6

8.9
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

2017

30,484

10.6

8.7

7.1

9.0
25,775 25,656

27,270

2018 2019 2020（年度）

ROA（％）

資産の部  ＋3,213 負債・純資産の部    ＋3,213
■ 連結貸借対照表の概要 （百万円）

2020年3月31日現在 2020年3月31日現在
2021年3月31日現在

電子記録債務の増加
未払法人税等の増加
製品保証引当金の増加

利益剰余金の増加

投資不動産の増加

現金及び預金の増加
電子記録債権の増加

+2,019
+1,043

+474

+1,787

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）

2020年4月1日現在
2021年3月31日現在

税金等調整前当期純利益
減価償却費
売上債権の増加
仕入債務の増加
法人税等の支払

+3,073
+828
△860
+407
△839

有形固定資産の取得△516

配当金の支払 △408

8.9
7.5

9.6

11.9
10.9
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27,270 27,270
30,484 30,484

16,447

7,126

479

19,665

+3,076

+2

+2,304

8,0338,033

481481

10,823
+137

19,52319,523
流動資産

流動負債

固定負債

21,96921,969
純資産

10,96010,960
固定資産

++906906

4,682

現金及び
現金同等物の

期首残高
6,7016,701

現金及び
現金同等物の
期末残高

+2,822

営業活動による
キャッシュ・フロー △424

投資活動による
キャッシュ・フロー

△443

財務活動による
キャッシュ・フロー

+64

現金及び
現金同等物に
係る換算差額

+2,019

++471471
+163+163
+146+146



ボタンプッシュで、素早く確実にシャワー／泡沫の切替え 電源工事不要で、単水栓からの置き換えが可能なタッチレス水栓

　中高級グレードの1穴式の洗面用水栓FSL150DEFTは、清掃性の高い
フラットかつコンパクトなデザインに、「シャワー吐水」・「泡沫吐水」の吐水
切替機能を組み込んだ引出し式のシャワーヘッドを備えた商品です。
　水栓全体が前傾したデザインとなっており、既存の洗面用水栓よりもハ
ンドルのアクセスのしやすさ、背面の清掃のしやすさが向上しました。
　ヘッドの先端にプッシュ式切替ボタンを設けることで、吐水面を触るこ
となく切り替えできるため、水が手に触れて飛び散るということはありま
せん。ヘッドを引出した時、片手でヘッドを持ちながら素早く確実に吐水
状態を切り替えることができて便利です。

　新型コロナウイルス感染拡大の影響で衛生に対する意識が高まってい
ます。厚生労働省の新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」の
実践例では、「家に帰ったらまず手や顔を洗う」「まめに手洗い・手指消毒」
などの記述がありこまめな手洗いが推奨されています。
　こうした新しい生活様式の中、“タッチレス水栓”はレバーやハンドルに
触れることなく水を出し止めできるため、より衛生的に使用できます。特に、
不特定多数の人が使用する手洗い場の衛生対策としてニーズが高まって
います。
　筒状のシンプルなデザインは様々な空間とマッチしやすく、おそうじも
簡単です。手をかざすと吐水、手を引くと止水するので、うっかり水を出
しっぱなしにする心配がありません。
　単三アルカリ電池で作動するため電源工事が不要で単水栓からの置き
換えが可能です。公共施設の単水栓の置き換え需要にも対応しています。

水栓の溝部は水垢が溜まりやすく、清掃も手間がかかるため、溝
部となる部品の継ぎ目、小ねじを外観に出さない設計にこだわり
ました。レバーハンドルはキャップレス仕様を採用し、ボデーは取
り付け部箇所に部品の継ぎ目が無く、背面も小ねじを使用しない
清掃性の高い設計となっています。
水栓がコンパクトかつ前傾したデザインなので、引出し式ホース
が収まる通路の設計に苦労しました。3Dプリンタを使用し、ホー
スの通路となる部品の試作を繰り返すことで、最適な形状を作り、
ホースをスムーズに引出すことができるようになりました。

手洗い・消毒が習慣になっている昨今、“タッチレス水栓”はレバーや
ハンドルに触れることなく水を出し止めできるため、どなたでも安心
してご使用いただけます。吐水口部に手をかざすと吐水、手を引く
と止水の簡単操作であるため、レバーハンドルまで手が届かない小
さなお子様から力の弱いご高齢の方にもお勧めです。また、水栓に
触れないため、汚れにくく日頃のお手入れも簡単です。
ご家庭だけでなく、不特定多数の方が使われる公共施設などの衛生
対策にもご使用いただけます。是非ご利用ください。

開発部設計三課　副主任

三輪 裕哉
営業推進部アクアショップ課　副主任

池井戸 麻弥

ＦＳＬ１５０ＤＥＦＴ E1704

営
業
の

声

開
発
の

声

センサー水栓
2021年7月発売予定

シングルシャワー付混合栓
2021年8月発売予定

シャワー吐水／泡沫吐水の切替はプッシュするだけで
簡単に切替ります。

シャワー吐水 泡沫吐水

1wayプッシュ切替式

シャワーヘッドが引出せます
ので洗髪にも便利です。

シャワーヘッド引出し式

●手をさし出すと吐水、手を引けば止水します。
　吐水口先端部の内蔵センサーが反応し、水のムダをなくし

節水効果があります。
●蛇口に手を触れず手洗いができるので衛生的です。

止水吐水

蛇口に触れずに吐水・止水
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2021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。

2021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 819名（連結1,269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

常務取締役 小関 智晶
2021年 取締役 坪田 充夫
6月25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 北川 喜一
取締役（社外） 奥田 真之
取締役（社外） 山田 晋也
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 1,202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 4,686 5.61

株式会社十六銀行 4,000 4.79

岐阜信用金庫 2,935 3.51

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 2,714 3.25

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

末松容子 2,575 3.08

北村和弘 2,568 3.07

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（270株）を控除して算出し、小数点第３位
以下を切り捨てて表示しています。
株式会社日本カストディ銀行（信託口）の所有株式数のうち、信託業務に係
る株式数は271,400株であり、役員向け株式交付信託が保有する当社株
式234,000株、従業員向け株式交付信託が保有する当社株式29,700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
　222,114株
　2.66%

◦金融商品取引業者
　28,893株
　0.35％

◦金融機関
　1,193,900株
　14.30％

◦個人･その他
　3,964,734株
　47.50％

◦その他の法人
　2,937,437株
　35.19％
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