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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

24年3月期第3四半期 17,641 5.8 1,280 10.0 1,389 11.7 776 5.5
23年3月期第3四半期 16,674 0.9 1,164 12.4 1,243 19.2 735 15.1

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 719百万円 （31.1％） 23年3月期第3四半期 548百万円 （―％）

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

24年3月期第3四半期 47.31 46.31
23年3月期第3四半期 44.83 44.12

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 19,224 11,057 57.2
23年3月期 19,353 10,525 54.2
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  10,996百万円 23年3月期  10,485百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無   

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

23年3月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00
24年3月期 ― 6.00 ―
24年3月期（予想） 6.00 12.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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 23,000 2.6 1,750 10.2 1,950 16.6 1,050 15.3 64.08



(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「サマリー情報（その他）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。 

(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 
 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のレビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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、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）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期3Q 16,531,157 株 23年3月期 16,531,157 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 146,817 株 23年3月期 127,743 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 16,404,616 株 23年3月期3Q 16,405,519 株



   

   

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

２．サマリー情報（その他）に関する事項 ………………………………………………………………………………  3

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …………………………………………………………  3

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………………………………………  3

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………………………………………  3

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  4

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  4

（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 ………………………………………………………  6

四半期連結損益計算書    

第３四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  6

四半期連結包括利益計算書    

第３四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  7

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………………  8

（４）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  9

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  9

(株)ＫＶＫ（６４８４）　平成24年３月期　第３四半期決算短信

-　1　-



（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間（平成23年４月１日～平成23年12月31日）におけるわが国経済は、東日本大震災の影

響を受け、一時的に弱含みとなったものの、その後生産活動は徐々に回復し、景気は緩やかに持ち直しの動きが見

られました。しかしながら、欧州の金融不安、円高の進行、タイの洪水被害など先行き不透明な状況が続いており

ます。 

 水栓業界におきましては、震災直後に着工が先送りされていた工事の再開などから新設住宅着工戸数は回復傾向

にあります。 

 このような状況のもとで、当社グループは、水栓金具のトップメーカーをめざし、中期経営計画「Innovation＆

Growth」に掲げる新たな成長基盤づくりを推し進めております。 

 商品面では、お客様視点に立ち、安全・安心、省エネ・省資源に配慮した商品づくりに取り組んでまいりまし

た。 

 営業面では、防災設備市場向けの「スプリンクラー用継手」のラインアップ拡充、パブリック市場向けの「自閉

式水栓」のリニューアルなど新需要の掘り起こしに取り組み、売上確保に努めてまいりました。 

 また、昨年10月には、西日本支社、鹿児島出張所を新設し、盛岡出張所を営業所に昇格させ、４支社、14営業

所、１出張所の営業体制とし、地域密着型の営業活動を推進してまいりました。 

 生産面では、ＫＰＳ(KVK Production System)活動を柱に、需要の変化に柔軟かつ迅速に対応できる多品種少量

生産に立ち返り、“シンプル、スリム、コンパクト”な最適生産体制づくりに取り組んでまいりました。在庫の持

ち方や受注から出荷までの仕組みの再構築など物流改革を推し進め、リードタイム短縮につなげるとともに、在庫

圧縮、生産性・稼働率のアップ、部品の共通化・標準化など徹底した品質向上とコスト削減に注力してまいりまし

た。 

 こうした諸施策の結果、当第３四半期の連結業績につきましては、拡販活動に努め、売上高は176億41百万円

（前年同期比5.8％増）となりました。損益面につきましては、原材料価格が高止まりするなか、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、引き続き固定

費・変動費の引き下げを図り、営業利益は12億80百万円（前年同期比10.0％増）、経常利益は貸倒引当金戻入額39

百万円の計上により13億89百万円（前年同期比11.7％増）となりました。四半期純利益は保有資産の見直しによる

減損損失71百万円を特別損失に計上したものの、７億76百万円（前年同期比5.5％増）と増収増益を確保すること

ができました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  資産は、前連結会計年度末に比べ１億29百万円減少し、192億24百万円となりました。これは主に現金及び預金

の２億93百万円、有形固定資産の２億94百万円減少に対し、受取手形及び売掛金が３億14百万円、たな卸資産が71

百万円増加したことによります。 

 負債は、前連結会計年度に比べ６億60百万円減少し、81億66百万円となりました。これは短期借入金の２億70百

万円、未払法人税等の２億38百万円、固定負債の１億31百万円減少に対し、支払手形及び買掛金が47百万円増加し

たことによります。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ５億31百万円増加し、110億57百万円となりました。これは主に四半期純利

益７億76百万円及び剰余金の配当１億96百万円によるものです。この結果、自己資本比率は57.2％（前連結会計年

度末は54.2％）となりました。  

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 今後の見通しにつきましては、各種の政策効果を背景に、景気の緩やかな持ち直し傾向が続くことが期待される

ものの、海外経済の減速、長期化する円高・株安、原子力災害の影響など下振れリスクがあり、先行き不透明感を

払拭できない状況が予想されます。 

 こうしたなか、当社グループは、営業業務の拡張を図るため、本年１月から東北支社および仙台営業所をお客様

により近いエリアに移転し、一部物流機能を東北支社内に兼ね備え、きめ細かな地域密着のサービス向上に取り組

んでおります。実行力とスピードで、前述いたしました各種の諸施策を着実に遂行し、持続的な成長と発展が可能

な筋肉質な経営体質づくりへ挑戦し続けてまいります。 

 なお、現時点において、平成23年10月27日に公表いたしました業績予想に変更はありません。 

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３四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 

  該当事項はありません。 

   

   

２．サマリー情報（その他）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23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,448,355 1,154,961

受取手形及び売掛金 8,453,583 8,768,454

商品及び製品 824,438 934,437

仕掛品 712,548 738,202

原材料及び貯蔵品 1,258,088 1,193,568

その他 458,153 522,248

貸倒引当金 △158,910 △120,060

流動資産合計 12,996,259 13,191,813

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 1,750,942 1,676,393

土地 1,976,651 1,860,091

その他（純額） 2,013,878 1,910,044

有形固定資産合計 5,741,472 5,446,529

無形固定資産 137,576 127,957

投資その他の資産   

投資有価証券 226,798 205,395

その他 395,714 394,083

貸倒引当金 △144,424 △141,689

投資その他の資産合計 478,088 457,789

固定資産合計 6,357,136 6,032,276

資産合計 19,353,395 19,224,090
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,516,664 4,564,420

短期借入金 1,780,000 1,510,000

未払法人税等 436,850 198,257

その他 1,367,813 1,298,963

流動負債合計 8,101,327 7,571,640

固定負債   

長期借入金 100,000 70,000

退職給付引当金 252,791 246,500

負ののれん 127,409 77,553

その他 246,012 200,888

固定負債合計 726,213 594,943

負債合計 8,827,541 8,166,584

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 5,093,665 5,671,500

自己株式 △24,555 △34,690

株主資本合計 10,900,360 11,468,060

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △5,832 △20,893

為替換算調整勘定 △409,053 △450,622

その他の包括利益累計額合計 △414,885 △471,516

新株予約権 40,379 60,961

純資産合計 10,525,854 11,057,505

負債純資産合計 19,353,395 19,224,090
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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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 16,674,486 17,641,679

売上原価 12,334,888 13,171,224

売上総利益 4,339,597 4,470,455

販売費及び一般管理費 3,175,280 3,189,537

営業利益 1,164,316 1,280,918

営業外収益   

受取利息 716 528

受取配当金 4,346 4,558

負ののれん償却額 49,855 49,855

為替差益 4,895 －

貸倒引当金戻入額 － 39,180

その他 71,889 68,436

営業外収益合計 131,704 162,559

営業外費用   

支払利息 25,012 14,094

売上割引 24,192 25,197

為替差損 － 13,322

その他 3,317 1,862

営業外費用合計 52,522 54,477

経常利益 1,243,497 1,389,000

特別利益   

固定資産売却益 9,000 －

貸倒引当金戻入額 8,140 －

投資有価証券売却益 155 －

特別利益合計 17,296 －

特別損失   

固定資産売却損 478 14,511

固定資産除却損 47,352 26,425

ゴルフ会員権評価損 － 2,600

減損損失 － 71,000

特別損失合計 47,831 114,537

税金等調整前四半期純利益 1,212,963 1,274,463

法人税、住民税及び事業税 494,988 477,931

法人税等調整額 △17,543 20,500

法人税等合計 477,445 498,431

少数株主損益調整前四半期純利益 735,517 776,031

四半期純利益 735,517 776,031
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 735,517 776,031

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △31,626 △15,061

為替換算調整勘定 △155,240 △41,569

その他の包括利益合計 △186,867 △56,630

四半期包括利益 548,650 719,400

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 548,650 719,400
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31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 1,212,963 1,274,463

減価償却費 511,357 466,776

減損損失 － 71,000

株式報酬費用 12,972 25,245

ゴルフ会員権評価損 － 2,600

負ののれん償却額 △49,855 △49,855

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,544 △6,290

貸倒引当金の増減額（△は減少） △23,750 △41,585

受取利息及び受取配当金 △5,760 △5,679

支払利息 49,205 39,291

為替差損益（△は益） △10,174 △9,063

投資有価証券売却損益（△は益） △155 －

有形固定資産売却損益（△は益） △8,521 14,511

有形固定資産除却損 47,352 26,425

売上債権の増減額（△は増加） △843,222 △362,099

たな卸資産の増減額（△は増加） 59,726 △87,798

仕入債務の増減額（△は減少） △13,139 117,693

その他の資産の増減額（△は増加） 14,784 △77,322

その他の負債の増減額（△は減少） △100,522 △44,120

小計 858,803 1,354,191

利息及び配当金の受取額 5,760 5,553

利息の支払額 △49,111 △37,833

法人税等の支払額 △483,297 △713,461

営業活動によるキャッシュ・フロー 332,154 608,450

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 △535,889 △362,668

有形固定資産の売却による収入 9,136 61,876

投資有価証券の取得による支出 △3,506 △3,601

投資有価証券の売却による収入 367 －

その他の支出 △18,706 △45,778

投資活動によるキャッシュ・フロー △548,599 △350,171

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） 180,000 △20,000

長期借入金の返済による支出 △305,000 △280,000

リース債務の返済による支出 △36,705 △44,664

ストックオプションの行使による収入 － 32

自己株式の取得による支出 △1,577 △16,296

配当金の支払額 △169,322 △187,061

財務活動によるキャッシュ・フロー △332,604 △547,990

現金及び現金同等物に係る換算差額 △33,463 △3,682

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △582,512 △293,393

現金及び現金同等物の期首残高 1,721,749 1,448,355

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,139,236 1,154,961
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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）継続企業の前提に関する注記

（５）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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