
Creating Value with You
お客様とともに＂快適な水まわり＂を創造する。
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　2021年度第２四半期における事業環境は、新型コロナ
ウイルス感染症の拡大により、依然として厳しい状況に
あるなか、９月末日にて緊急事態宣言が解除され、今後は
ワクチン接種促進による規制緩和により景気の回復が期
待されます。また、住宅市場におきましては、政府による
各種住宅取得支援策が継続されていることや引き続き巣
ごもりによる住環境改善のニーズの高まりもあり、新設
住宅着工戸数は前年比やや持ち直しの傾向が見られまし
た。当社グループにおきましては、売上高は、住宅リフォー
ム需要により管工機材商ルートからの受注が堅調に推移
したことと、住宅設備メーカールートが新型コロナウイル
ス感染拡大を受けた前年の受注減から回復の兆しが見ら
れたことにより、13,315百万円（前年同期比12.6％増）
となりました。利益面では、原材料価格の高騰による製
造コスト増加により、営業利益は1,582百万円（前年同期
比2.8％減）、経常利益は1,566百万円（前年同期比6.8％

　中国・アジア市場での販売を成長戦略と位置づけ、５月
に上海において開催された世界最大規模の「第26回中国
国際キッチン＆バス設備展覧会」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、キッチン用で
は、センサー式シングルレバー水栓、外観をマット調の白、
黒で仕上げたシングルレバー水栓、「桜」を加飾したシング
ルレバー水栓、浴室用では、撥水加工を施したサーモス
タット式水栓、ボタンを押すだけで湯水の出し止めができ
るタッチサーモ水栓、オーバーヘッドシャワーなどを出展
しました。商品は実演を交えながら紹介し、使い勝手やメ
イドインジャパンの品質をアピールし、来場者からは、日
本の技術は素晴らしいと好評をいただきました。

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～
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。

上期を振り返って

中国・アジア市場での販売力強化

展覧会

減）となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益は、
1,068百万円（前年同期比6.8％減）となりました。
　引き続き主力事業の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
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品目別売上高構成比

シャワー付湯水混合水栓
7,296百万円

2021年度 第2四半期

その他
2,082百万円

15.6％

17.2％

12.4％
54.8％

単独水栓
1,649百万円

湯水混合水栓
2,287百万円



　タレントに川栄李奈さんを起用し、新ＣＭ「ハーッスイ！」
篇を10月１日より全国に公開しました。新ＣＭで紹介して
いる撥水水栓は、「水栓に洗剤や油などの汚れが付いてし
まう」、「付いた汚れが落としにくい」といった従来からの
ユーザーの困りごとに向き合い、解決するべく製品化した
ものです。本製品は、表面にＫＶＫ独自のナノテクノロジー
による撥水膜コーティングを施しており、水や油を弾くた
め水アカなどの汚れが付きにくく拭き取りが簡単にでき
ることが特長です。新ＣＭを通してひとりでも多くの方に
知っていただき、興味を持っていただけたらと思います。

　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を行います。９月に造
成工事に着手し、新工場棟の建設着工に向けて計画的に
進めていきます。工場の完成により、地域の雇用の拡大に
貢献していきたいと思います。写真は造成工事の様子で
すが、林地を一部残し造成している状況です。

　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。中

間配当につきましては、2021年５月14日に公表の通り１
株当たり25円とさせていただきました。

1株当たり配当金／連結配当性向の推移

造成工事

洗面用撥水水栓シリーズ

新ＣＭ「ハーッスイ！」篇を公開 生産能力増強の為の新工場棟の増設

株主還元について

　撥水水栓シリーズは、キッチン用、浴室用だけでなく、
洗面用水栓にもラインアップ拡充を図りました。高いデザ
イン性と使い勝手の良さを両立した中高級グレードの洗
面用１穴シングルレバー水栓、および洗面用２穴シングル
レバー水栓に撥水膜コーティングを施した商品を発売し
ました。これからもお客様の声を活かした製品づくりに努
め、お客様の期待を超える商品やサービスを生み出し続
けていきたいと考えています。

FSL150DETHS

FSL120DETHS
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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。

中間配当金 期末配当金

2020 2021（見込） （年度）
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2021年9月30日現在

2021年4月1日現在 2021年9月30日現在

売上高
住宅リフォーム需要により管工機材商ルートからの受注が堅調に
推移したことと、住宅設備メーカールートが前年の新型コロナウ
イルス感染拡大を受けた受注減から回復の兆しが見られたこと
により、前年同期に比べ1,486百万円増加し、13,315百万円と
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、25.6ポイント増加し、268.6％となりました。自己資本比率は、前期末に比べ、2.3ポイント増加し、74.4％と
なりました。1株当たり純資産額は114円78銭増加し、2,832円72銭となりました。

営業利益
原材料価格の高騰による製造コスト増加により、前年同期に比
べ44百万円減少し、1,582百万円となりました。

※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株当たり四半期（当期）純利益（EPS）
（円）

売上高
（百万円）

親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益

■■ 第2四半期　　■■ 通 期　　■ 見込

（百万円）
営業利益

（百万円）

自己資本
（百万円）

総資産
（百万円）

25,441

271.82
30,484

21,969

3,034

2,19624,531

210.69
27,270

19,665

2,345

1,701

25,700

247.43 30,779

22,903

2,800

2,000
（見込）

（見込）

（見込）

（見込）

2019

2019 2019
（期末）

2019

2019 20192021

2021 2021
（第2四半期末）

2021

2021 20212020

2020 2020
（期末） （期末） （第2四半期末）（期末）

2020

2020 2020（年度）

（年度） （年度） （年度）

（年度） （年度）

11,828

141.85

1,627

1,146
12,106

96.54

1,038
779

13,315

132.12

1,582

1,068

※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。
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連 結 財 務 デ ー タ Financial Data

資産の部  +295 負債・純資産の部  +295
■ 四半期連結貸借対照表の概要 （百万円）

2021年3月31日現在 2021年3月31日現在

支払手形及び買掛金の減少
電子記録債務の増加
未払法人税等の減少
未払消費税等の減少

利益剰余金の増加

受取手形及び売掛金の減少
電子記録債権の増加 
たな卸資産の増加

△632
+488
+555

△234
＋130
△257
△266

+859
投資不動産の減少
投資有価証券の増加

△212
+142

30,484 30,48430,779 30,779

19,523

8,033

481

21,969

+307
+11

+934

7,3827,382

493493

10,960
△12

19,83119,831
流動資産

流動負債

固定負債

22,90322,903
純資産

10,94810,948
固定資産

△650

■ 四半期連結キャッシュ・フロー計算書の概要（百万円）

税金等調整前四半期純利益
減価償却費
賞与引当金の減少
売上債権の減少
たな卸資産の増加
仕入債務の減少
法人税等の支払額

+1,563
+401
△171
+143
△536
△59
△659

配当金の支払額 △208

有形固定資産の取得
投資有価証券の取得

△471
△123

6,701

現金及び
現金同等物の

期首残高

6,5056,505

現金及び
現金同等物の
期末残高

+653

営業活動による
キャッシュ・フロー

△641

投資活動による
キャッシュ・フロー

△224

財務活動による
キャッシュ・フロー

+16

現金及び
現金同等物に
係る換算差額

△196



https://www.kvk.co.jp/special/hassui/
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Water repellent
撥水水栓シリーズ

撥水水栓の新ＣＭ「ハーッスイ！」篇を10月１日（金）より公開しました。
⻑引くコロナ禍でおうち時間はますます増えており、⾃宅での料理や手洗いの機会は
以前より多くなっています。今回ＣＭで紹介している撥水水栓は、水や油を弾くため
汚れにくいのが特⻑です。
ＣＭには川栄李奈さんにご出演いただきました。「ハーッスイ！」と叫ぶ姿や、水滴をイ
メージした水色のボールが大量に落ちてくるシーンなど、撥水水栓の魅力をユニーク
に伝える川栄さんの表情豊かな姿が見どころです。

ＫＶＫではお客様からの『水栓をキレイに保ちたいのに、いつのまにか汚れが付いてしまう』という
課題に対して取り組み続けた結果、汚れが付きにくく、お掃除がカンタンな撥水水栓を製品化しました。
ＫＶＫ独⾃のナノテクノロジーによる撥水膜コーティングを施した撥水水栓の特⻑をご紹介します。

サッと拭き取れ、気持ちよくお掃除ができるので、毎日のお手入れが楽しくなります。
ＫＶＫでは浴室、キッチン、洗面とバリエーション豊かに撥水水栓を取り揃えております。

みなさんのご家庭にぴったりの撥水水栓を選んでいただき、
コーディネートを楽しみつつ撥水水栓の気持ちよさを体感してみませんか。

キッチン用水栓

洗面用水栓浴室用水栓

下記URLで撥水水栓の特⻑をご覧いただけます。
https://www.kvk.co.jp/movie/detail/KM6061ECHS.html

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

KF800THS

KM6061ECHS KM6091SCECHS KM6101ECHS KM5021TECHS

FSL120DETHS FSL150DETHS

CM使用
水栓

キレイが ベリー カンタン



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。

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 854名（連結1,298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
取締役 坪田 充夫
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 1,175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 4,675 5.60

株式会社十六銀行 4,000 4.79

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

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 2,614 3.13

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　https://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261,400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27,400株
が含まれています。

◦外国法人等
　239,714株
　2.87%

◦金融商品取引業者
　29,936株
　0.36％

◦金融機関
　1,208,700株
　14.48％

◦個人･その他
　3,925,938株
　47.03％

◦その他の法人
　2,942,790株
　35.26％
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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



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 https://www.kvk.co.jp/

用　途 浴　室 キッチン キッチン
品　番 KF800THS KM6061ECHS KM5021TECHS

製品名
サーモスタット式シャワー

（eシャワーNf 撥水膜コーティング）
シングルレバー式シャワー付混合栓

（撥水膜コーティング）
シングルレバー式シャワー付混合栓

（撥水膜コーティング）

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※

株主優待制度のご案内
2022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

※ 2022年度優待価格対象製品（1,000株以上対象）

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

撥水パワーでおそうじがしやすくなりました！

撥水膜コーティングあり
サッとキレイに拭き取れ

水アカが付きにくい

撥水パワーで水栓の
水をはじきます。
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