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（１）連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

  売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年３月期第２四半期  12,176  3.8  938 △7.4  1,034  △10.2  657 △13.3

25年３月期第２四半期  11,733  1.5  1,013  26.4  1,152  21.1  758  51.9

（注）包括利益 26年３月期第２四半期 761百万円（ ％） 15.5   25年３月期第２四半期 659百万円 （ ％） 57.5

  
１株当たり 
四半期純利益 

潜在株式調整後
１株当たり 
四半期純利益 

  円 銭 円 銭

26年３月期第２四半期  40.08  38.87

25年３月期第２四半期  46.21  45.06

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

26年３月期第２四半期  20,601  13,501  65.0

25年３月期  20,936  12,904  61.2

（参考）自己資本 26年３月期第２四半期 13,396百万円   25年３月期 12,823百万円 

  
年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計 

  円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 
25年３月期  － 9.00 － 9.00  18.00

26年３月期  － 9.00   

26年３月期（予想）     － 9.00  18.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

  （％表示は、対前期増減率）

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり
当期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期  24,600  1.3  2,300  0.6  2,450  1.8  1,500  2.6  91.35

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 無

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 有

（注）詳細は、添付資料Ｐ．３「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）四半期連結財務諸表の作成

に特有の会計処理の適用」をご覧ください。

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更        ： 無

②  ①以外の会計方針の変更                      ： 有

③  会計上の見積りの変更                        ： 有

④  修正再表示                                  ： 無

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。

詳細は、添付資料Ｐ.３「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積り

の変更・修正再表示」をご覧ください。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年３月期２Ｑ 16,531,157株 25年３月期 16,531,157株

②  期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 171,613株 25年３月期 109,999株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 16,412,164株 25年３月期２Ｑ 16,411,844株

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示

時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表に対するレビュー手続は終了しておりません。

 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判

断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等

は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての

注意事項等については、添付資料Ｐ．２「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測

情報に関する説明」をご覧ください。
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（1）経営成績に関する説明 

 当第２四半期連結累計期間（平成25年４月１日～平成25年９月30日）における事業環境は、昨年末以降の景気対

策が下支えとなり、一部において緩やかな持ち直しの動きが見られるなか、住宅市況におきましても、各種の住宅

取得支援策、低金利水準の継続を背景に、消費増税前の駆け込み需要も加わり、新設住宅着工戸数は堅調に推移し

ております。 

 このような状況のもとで、当社グループは、当期、最終年度とする中期経営計画「Innovation＆Growth」の基本

戦略に基づき、水栓金具のトップメーカーをめざし、既存事業の強化と新たな成長基盤づくりに取り組んでおりま

す。 

 商品面では、お客様視点に立ち、安全・安心、快適性、環境などのニーズや生活スタイルの変化に対応した商品

開発を推進し、節湯（せつゆ）と節水の２つの機能を持った「ｅレバー水栓」や既存の水栓の交換に便利な「マル

チリフォーム水栓」のラインアップの充実に取り組んでおります。 

 また、バスルーム、キッチン、洗面化粧台に次ぐ「第４の水まわり」として注目されつつある“トイレ用手洗い

カウンター”に使用する「センサー水栓」を、本年９月に市場投入いたしました。既存の単独水栓からの取替が簡

単で、狭小スペースでも設置が可能な新しいタイプの水栓であります。 

 営業面では、４支社14営業所１出張所、お客様相談センター、そして３つの物流拠点を連携させ、引き続き、よ

りきめ細かな地域密着型の営業活動に取り組むとともに、防災設備市場、パブリック市場など新需要の掘り起こし

を推し進めております。 

 生産面では、あらゆる無駄を排除しコスト競争力の強化を図るため、ＫＰＳ（KVK Production System）活動を

推し進めております。お客様に最も近い物流を基軸に、受注から調達・生産・出荷までの全工程のモノと情報

の“見える化”を追求し、生産性・稼働率の改善、部品の共通化・モジュール化を推進し、品種・量の変動に応じ

て、生産品目や人の配置を迅速かつ柔軟に組み替えられる最適生産体制づくりに、大連工場と一体となって取り組

んでまいりました。  

 こうした諸施策の結果、当第２四半期の連結業績につきましては、拡販活動に注力し、売上高は121億76百万円

（前年同期比3.8％増）と３期連続の増収となりました。利益面につきましては、売上高の増加に加え、グループ一

丸となって、調達コストの削減、経費の削減などトータルのコスト管理を強化し、固定費・変動費の引き下げに努

めたものの、予想を上回る為替の変動による製造コストの増加分を吸収しきれず、営業利益は９億38百万円（前年

同期比7.4％減）、経常利益は10億34百万円（前年同期比10.2％減）、四半期純利益は６億57百万円（前年同期比

13.3％減）となりました。 

 自己株式については、株主還元の充実と柔軟な資本政策のため、平成25年７月30日から平成25年９月17日にか

け、６万株の自己株式取得を実施しております。 

   

（2）財政状態に関する説明 

 資産は、前連結会計年度末に比べ３億34百万円減少し、206億１百万円となりました。これは主にたな卸資産が３

億19百万円、有形固定資産が２億44百万円増加した一方、現金及び預金が４億84百万円、受取手形及び売掛金が４

億52百万円減少したことによります。 

 負債は、前連結会計年度末に比べ９億31百万円減少し、71億円となりました。これは主に短期借入金が５億50百

万円、未払法人税等が１億79百万円減少したことによります。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ５億96百万円増加し、135億１百万円となりました。これは主に四半期純利益

６億57百万円及び剰余金の配当１億47百万円によるものです。この結果、自己資本比率は65.0％（前連結会計年度

末は61.2％）となりました。 

   

（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 今後の見通しにつきましては、景気回復への期待感から、消費マインド、建築着工動向に改善が見られるもの

の、急激な為替変動、原材料の上昇、消費増税の影響など厳しい経営環境が予想され、その対応が重要となってお

ります。 

 こうしたなか、当社グループは、中期経営計画の目標達成のため、経済環境や社会構造の変化を成長機会と捉

え、“挑戦と創造”で、各種の諸施策を一歩一歩着実に実行し、外部環境に左右されない、筋肉質で柔軟な小回り

の利いた経営体質づくりに挑戦し続けてまいります。 

なお、現時点において、平成25年５月13日に公表いたしました業績予想を変更しておりません。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

   

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利益に対する税効果

会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しておりま

す。 

   

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）  

 （有形固定資産の減価償却方法の変更）  

 従来、有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却方法は主として定率法を採用しておりましたが、当第１

四半期連結会計期間より定額法に変更しております。 

 当連結会計年度内に、当社の主要工場である富加工場内にめっき設備を導入し、一貫生産工場となります。こ

の設備投資を契機に固定資産管理システムを見直し、過去の有形固定資産の処分・更新実績や生産設備の使用状

況等、保有している有形固定資産の内容を精査し、減価償却方法を検討した結果、生産設備は耐用年数にわたり

長期安定的に稼動していること及び急激な技術的、経済的陳腐化は見られないことが確認されました。今後も安

定的な使用が見込まれることから、定額法の方が有形固定資産の実態をより適切に反映できるものと判断したも

のであります。 

 なお、この変更による当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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３．四半期連結財務諸表 
 (1) 四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,370,796 1,885,866

受取手形及び売掛金 9,255,148 8,802,155

商品及び製品 707,000 1,013,607

仕掛品 650,249 717,961

原材料及び貯蔵品 1,214,288 1,159,324

その他 522,421 491,732

貸倒引当金 △87,020 △16,880

流動資産合計 14,632,884 14,053,768

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 1,602,187 1,654,141

土地 1,889,114 1,889,114

その他（純額） 2,149,951 2,342,595

有形固定資産合計 5,641,252 5,885,850

無形固定資産 105,368 100,705

投資その他の資産   

投資有価証券 292,357 307,056

その他 405,089 255,189

貸倒引当金 △140,485 △1,057

投資その他の資産合計 556,961 561,188

固定資産合計 6,303,582 6,547,744

資産合計 20,936,467 20,601,513
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,710,511 4,709,517

短期借入金 560,000 10,000

未払法人税等 536,808 356,877

その他 1,827,095 1,629,383

流動負債合計 7,634,415 6,705,778

固定負債   

退職給付引当金 210,712 177,785

その他 186,779 216,943

固定負債合計 397,492 394,729

負債合計 8,031,907 7,100,508

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,831,425 2,831,425

資本剰余金 2,999,825 2,999,825

利益剰余金 7,144,775 7,654,815

自己株式 △26,404 △67,890

株主資本合計 12,949,621 13,418,174

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 22,813 30,868

為替換算調整勘定 △149,018 △52,926

その他の包括利益累計額合計 △126,205 △22,058

新株予約権 81,144 104,888

純資産合計 12,904,559 13,501,005

負債純資産合計 20,936,467 20,601,513
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(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
(四半期連結損益計算書) 
(第２四半期連結累計期間) 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 11,733,972 12,176,339

売上原価 8,615,343 9,010,493

売上総利益 3,118,629 3,165,845

販売費及び一般管理費 2,104,758 2,227,043

営業利益 1,013,871 938,802

営業外収益   

受取利息 452 608

受取配当金 3,754 3,386

負ののれん償却額 33,237 －

為替差益 15,524 －

受取賃貸料 24,548 33,903

貸倒引当金戻入額 54,241 83,478

その他 29,811 27,608

営業外収益合計 161,570 148,984

営業外費用   

支払利息 4,252 1,111

売上割引 17,758 19,879

為替差損 － 26,895

その他 1,061 4,936

営業外費用合計 23,071 52,822

経常利益 1,152,369 1,034,964

特別利益   

固定資産売却益 446 1

特別利益合計 446 1

特別損失   

固定資産売却損 30 1,348

固定資産除却損 3,221 10,270

特別損失合計 3,251 11,619

税金等調整前四半期純利益 1,149,563 1,023,345

法人税、住民税及び事業税 425,858 347,319

法人税等調整額 △34,665 18,196

法人税等合計 391,192 365,515

少数株主損益調整前四半期純利益 758,371 657,830

四半期純利益 758,371 657,830

(株)ＫＶＫ（６４８４）　平成26年３月期　第２四半期決算短信

-　6　-



（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 758,371 657,830

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △7,264 8,055

為替換算調整勘定 △91,329 96,092

その他の包括利益合計 △98,593 104,147

四半期包括利益 659,777 761,977

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 659,777 761,977
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 1,149,563 1,023,345

減価償却費 282,007 286,484

株式報酬費用 26,320 23,744

負ののれん償却額 △33,237 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △18,945 △32,926

貸倒引当金の増減額（△は減少） △54,241 △209,568

受取利息及び受取配当金 △4,532 △4,161

支払利息 22,010 20,990

為替差損益（△は益） △14,452 7,797

有形固定資産売却損益（△は益） △415 1,347

有形固定資産除却損 3,221 10,270

売上債権の増減額（△は増加） 148,926 459,478

たな卸資産の増減額（△は増加） 207,910 △283,738

仕入債務の増減額（△は減少） △258,661 98,461

その他の資産の増減額（△は増加） 11,287 164,335

その他の負債の増減額（△は減少） △152,814 △347,626

小計 1,313,947 1,218,235

利息及び配当金の受取額 4,680 4,201

利息の支払額 △22,069 △21,063

法人税等の支払額 △529,674 △525,531

営業活動によるキャッシュ・フロー 766,883 675,842

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △221,833 △403,472

有形固定資産の売却による収入 3,514 292

投資有価証券の取得による支出 △2,942 △2,344

その他の支出 △9,681 △13,771

投資活動によるキャッシュ・フロー △230,942 △419,296

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △400,000 △520,000

長期借入金の返済による支出 △30,000 △30,000

リース債務の返済による支出 △22,767 △21,165

ストックオプションの行使による収入 39 －

自己株式の取得による支出 △61 △41,485

配当金の支払額 △115,114 △147,864

財務活動によるキャッシュ・フロー △567,904 △760,515

現金及び現金同等物に係る換算差額 △20,054 19,039

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △52,017 △484,930

現金及び現金同等物の期首残高 1,631,852 2,370,796

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,579,834 1,885,866
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 該当事項はありません。 

    

 該当事項はありません。 

     

（4）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）
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