
  

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績(平成22年４月１日～平成22年６月30日) 

  

  

(２) 連結財政状態 

  

２．配当の状況 

 (注) 当四半期における配当予想の修正有無 ： 無 

  

３．平成23年３月期の連結業績予想(平成22年４月１日～平成23年３月31日) 

 (注) 当四半期における業績予想の修正有無 ： 無 
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四半期報告書提出予定日 平成22年８月10日 配当支払開始予定日  ― 
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  (百万円未満切捨て)

(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 ％ 

23年３月期第１四半期  5,297  △4.5  330  29.2  364  43.0  217  14.6

22年３月期第１四半期  5,549  △16.6  256  △24.3  254  △34.1  189  △77.5

  
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 

23年３月期第１四半期  13  23  13  07

22年３月期第１四半期  11  54  11  49

  総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

  百万円 百万円 ％ 円 銭 

23年３月期第１四半期  19,304  9,975  51.5  605  57

22年３月期  19,720  9,918  50.2  602  71

 (参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 9,934百万円 22年３月期 9,890百万円

  
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 

22年３月期  －        5 00 －      5 00  10  00

23年３月期  －      

23年３月期(予想)  6 00 －      6 00  12  00

  (％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

  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 

第２四半期(累計)  10,900  △1.5  550  △12.6  600  △5.0  350  △35.8  21  33

通期  22,400  1.7  1,400  2.9  1,400  2.0  900  10.4  54  84



４．その他 (詳細は、【添付資料】Ｐ.３「２．その他の情報」をご覧ください。) 

(１) 当四半期中における重要な子会社の異動  ： 無 

新規    －社 （社名）              除外     －社  （社名） 

(注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

(２) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有 

(注) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

  

(３) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更  ： 有 

②  ①以外の変更                ： 無 

(注) 「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作

成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

  

(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報告書のレビュー手続きの対象外であり、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報告書のレビュー手続き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 

 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確実な要素を含ん

でおります。実際の業績等は、業況の変化により、上記予想数値と異なる場合があります。なお、業績予想に関する

事項につきましては、【添付資料】Ｐ.２「１．当四半期の連結業績等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。 

  

①  期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 16,531,157株 22年３月期 16,531,157株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 125,146株 22年３月期 121,009株

③  期中平均株式数(四半期累計) 23年３月期１Ｑ 16,408,128株 22年３月期１Ｑ 16,413,315株
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(１) 連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間(平成22年４月１日～平成22年６月30日)におけるわが国経済は、輸出の増加や経済対

策の効果などにより、一部で景気回復の兆しが見られるものの、依然として雇用情勢は厳しく、海外景気の下振れ

懸念、為替・株式市場の不透明感、デフレの進行もあり、厳しい状況で推移いたしました。 

 水栓業界におきましては、住宅需要回復に向けた住宅ローン減税の拡充、環境配慮型住宅の普及促進を目的とし

た補助金制度などの住宅政策の効果もあり、新設住宅着工戸数に下げ止まりの動きが見えはじめたものの、先行き

不透明感から総じて低調な状況が続いております。 

 このようなもとで、当社グループは、水栓金具のトップメーカーをめざし、商品面では、他社と差別化した商品

づくりに取り組んでまいりました。本年４月には、シャープなデザイン、安全面に配慮した浴室用サーモスタット

式水栓や使い勝手の良いワンストップシャワーを発売いたしました。 

 営業面では、消費者に近い販売店・水道工事店への川上営業を強化し、採算性を重視した受注・売上の確保につ

なげるとともに、営業と開発が連携して水まわり周辺分野の新たな市場調査、お客様目線でのより迅速なアフター

サービス体制づくりに取り組んでまいりました。 

 生産面では、ＫＰＳ(KVK Production System)活動を柱に、需要の変化に柔軟な対応ができる 適生産体制づく

りに取り組んでまいりました。 

 さらに、組立工程の富加工場への集約化、外部委託倉庫の社内取込みによる工場直接出荷体制を推し進めるとと

もに、それに伴う受注から出荷までの仕組みの再構築を図り、工場の付加価値向上に注力しております。 

 こうした諸施策の結果、当第１四半期の連結業績につきましては、売上高52億97百万円(前年同期比4.5％減)と

なりました。損益面につきましては、原材料価格が変動するなかグループ一丸となって、コスト管理の徹底、継続

的な固定費・変動費の引下げ、在庫圧縮、業務全般の効率化などトータルコスト削減に努め、営業利益３億30百万

円(前年同期比29.2％増)、経常利益３億64百万円(前年同期比43.0％増)、四半期純利益２億17百万円(前年同期比

14.6％増)となりました。 

  

(２) 連結財政状態に関する定性的情報 

 ① 資産、負債及び純資産の状況 

 資産は、前連結会計年度末に比べ４億16百万円減少し、193億４百万円となりました。これは主に現金及び預金

の２億57百万円、受取手形及び売掛金の１億64百万円が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４億74百万円減少し、93億28百万円となりました。これは主に短期借入金の

１億45百万円、支払手形及び買掛金の１億50百万円、未払法人税等の１億79百万円が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57百万円増加し、99億75百万円となりました。 

 なお、この結果、自己資本比率は51.5％となりました。 

 ② キャッシュ・フローの状況 

 当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結会計年度末に比べ２

億57百万円減少し、14億63百万円となりました。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

 営業活動による資金の増加は50百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益を３億67百万円計上

した一方で、法人税等の支払額が３億７百万円発生したことによるものです。前年同期に比べ74百万円の減少とな

りました。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

 投資活動による資金の減少は63百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が56百万円発生

したことによります。前年同期に比べ13百万円の支出の減少となりました。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

 財務活動による資金の減少は２億30百万円となりました。これは主に短期借入金が１億20百万円減少し、長期借

入金の返済による支出が25百万円、配当金の支払が72百万円発生したことによります。前年同期に比べ４億50百万

円の減少となりました。  

  

(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、依然厳しい事業環境が続くものと予想されますが、グループ一丸となって、“変

革のスピードアップと質の進化” で、前述いたしました取り組み事項を着実に遂行し、継続して利益が出せる強

固な企業体質づくりに努めてまいります。 

 現時点において、平成22年５月14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．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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(１) 重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

  

(２) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 ① 簡便な会計処理 

 該当事項はありません。  

 ② 特有の会計処理 

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引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、税引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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

(資産除去債務に関する会計基準の適用) 

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年３月31日)

及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日)を適用して

おります。これに伴う損益に与える影響はありません。 

 当社は、土地の不動産賃借契約に基づく、退去時の原状回復に係る債務を有しておりますが、当該債務に関連す

る賃借資産の使用期間が明確でなく、現時点において将来退去する予定もないことから、資産除去債務を合理的に

見積もることができません。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。  

  

(４) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。 

  

２．その他の情報
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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）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,463,925 1,721,749

受取手形及び売掛金 7,797,136 7,961,803

商品及び製品 933,065 964,029

仕掛品 638,668 565,430

原材料及び貯蔵品 1,430,441 1,426,760

その他 417,876 434,920

貸倒引当金 △78,870 △114,170

流動資産合計 12,602,243 12,960,523

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 1,698,434 1,823,863

土地 2,065,382 2,065,382

その他（純額） 2,183,585 2,099,833

有形固定資産合計 5,947,402 5,989,079

無形固定資産 141,810 146,507

投資その他の資産   

投資有価証券 224,252 258,753

その他 550,969 528,288

貸倒引当金 △162,651 △162,224

投資その他の資産合計 612,570 624,817

固定資産合計 6,701,784 6,760,404

資産合計 19,304,027 19,720,927

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,327,284 4,478,217

短期借入金 2,060,000 2,205,000

未払法人税等 150,377 330,198

その他 1,461,629 1,437,428

流動負債合計 7,999,290 8,450,844

固定負債   

長期借入金 660,000 660,000

退職給付引当金 247,528 245,160

負ののれん 177,265 193,884

その他 244,652 253,028

固定負債合計 1,329,446 1,352,072

負債合計 9,328,737 9,802,917
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

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 4,498,377 4,363,346

自己株式 △23,832 △22,820

株主資本合計 10,305,794 10,171,775

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,251 15,945

為替換算調整勘定 △365,632 △297,116

評価・換算差額等合計 △370,884 △281,171

新株予約権 40,379 27,406

純資産合計 9,975,290 9,918,010

負債純資産合計 19,304,027 19,720,927

-　5　-

(株)ＫＶＫ（６４８４）　平成23年３月期　第１四半期決算短信



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 5,549,255 5,297,232

売上原価 4,228,586 3,882,669

売上総利益 1,320,669 1,414,562

販売費及び一般管理費 1,064,665 1,083,896

営業利益 256,004 330,666

営業外収益   

受取利息 164 195

受取配当金 1,660 1,987

負ののれん償却額 16,618 16,618

為替差益 － 9,386

その他 20,770 23,639

営業外収益合計 39,213 51,826

営業外費用   

支払利息 29,151 9,176

売上割引 7,746 7,851

為替差損 1,873 －

その他 1,648 1,219

営業外費用合計 40,420 18,246

経常利益 254,797 364,245

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 34,873

投資有価証券売却益 － 155

特別利益合計 － 35,029

特別損失   

固定資産売却損 523 280

固定資産除却損 921 31,173

特別損失合計 1,444 31,453

税金等調整前四半期純利益 253,352 367,821

法人税、住民税及び事業税 39,147 142,717

法人税等調整額 24,717 8,022

法人税等合計 63,864 150,739

四半期純利益 189,487 217,081
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６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 253,352 367,821

減価償却費 150,098 165,849

株式報酬費用 － 12,972

負ののれん償却額 △16,618 △16,618

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,566 2,368

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,530 △34,873

受取利息及び受取配当金 △2,114 △2,440

支払利息 36,898 17,027

為替差損益（△は益） 13,521 △6,425

有価証券及び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） 523 280

有形固定資産除却損 921 31,173

売上債権の増減額（△は増加） 329,687 136,431

たな卸資産の増減額（△は増加） 581,236 △58,261

仕入債務の増減額（△は減少） △717,166 △85,224

その他の資産の増減額（△は増加） 15,274 △1,948

その他の負債の増減額（△は減少） △489,370 △155,603

小計 163,340 372,372

利息及び配当金の受取額 2,335 2,440

利息の支払額 △13,648 △16,934

法人税等の支払額 △26,815 △307,274

営業活動によるキャッシュ・フロー 125,212 50,604

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 △68,558 △56,123

有形固定資産の売却による収入 700 －

投資有価証券の取得による支出 △898 △898

投資有価証券の売却による収入 － 367

その他の支出 △8,049 △6,917

その他の収入 50 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △76,755 △63,571

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） 360,000 △120,000

長期借入金の返済による支出 △5,000 △25,000

リース債務の返済による支出 △7,679 △11,742

自己株式の取得による支出 △405 △1,011

配当金の支払額 △138,477 △72,332

その他の収入 12,038 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 220,475 △230,086

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10,720 △14,769

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 258,212 △257,823

現金及び現金同等物の期首残高 1,085,704 1,721,749

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,343,916 1,463,925
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  該当事項はありません。 

  

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

 当社グループの事業内容は、給水栓・給排水金具・継手及び配管部材の製造・加工・仕入れ及び販売を主事業と

している専門メーカーであるため、事業の種類別セグメントの情報の記載を省略しております。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を

省略しております。  

  

〔海外売上高〕 

 海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。  

  

  

  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）セグメント情報

（６）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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