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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第3四半期 45,931 1.0 6,062 △19.4 6,558 △15.3 3,983 △13.0
25年3月期第3四半期 45,468 240.1 7,519 308.3 7,744 344.4 4,579 450.0

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 4,955百万円 （△1.1％） 25年3月期第3四半期 5,010百万円 （477.2％）

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3四半期 130.03 123.30
25年3月期第3四半期 149.42 149.02

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 113,404 80,091 70.4
25年3月期 103,901 76,625 73.5
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 79,782百万円 25年3月期 76,320百万円

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

25年3月期 ― 20.00 ― 25.00 45.00
26年3月期 ― 25.00 ―
26年3月期（予想） 25.00 50.00

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）

（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 70,400 5.5 12,200 8.5 12,600 5.2 7,600 7.1 248.08



(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 

（注）特定子会社の異動に該当しない子会社の異動につきましては、添付資料Ｐ．２ 「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （１）当四半期連結累計期
間における重要な子会社の異動」をご覧ください。 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無 

(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に対するレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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。 

※ 注記事項

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
②①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） 26年3月期3Q 30,821,687 株 25年3月期 30,792,587 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 158,024 株 25年3月期 188,384 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 30,632,332 株 25年3月期3Q 30,651,221 株
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（１）経営成績に関する説明 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、デフレ脱却と経済再生実現に向けた政府の各種政策の効果

もあり、円安・株高が進行し企業収益の改善が見られるなど、緩やかな景気回復傾向が継続しました。一方、新興

国をはじめとする海外景気の下振れがわが国の景気を下押しするリスクとなるなど、先行きにつきましては依然と

して不透明な状況となっております。 

このような環境のもと、当社グループは中核事業である医療及び高齢者施設向け製品の販売事業において、更

新需要掘り起こしの活動を推進するとともに、「海外事業の強化」と国内における「事業領域の拡大」に向けて注

力してまいりました。 

海外事業におきましては、グループ連携の強化と 適地生産体制を目指し、中南米諸国向け販売会社「パラマ

ウントベッド メキシコ」を、さらに医療ベッド関連備品等の製造会社「パラマウントベッド ベトナム」をそれぞ

れ設立いたしました。「パラマウントベッド メキシコ」については平成26年１月に始業し、「パラマウントベッ

ド ベトナム」については同６月に始業を予定しております。 

国内におきましては、福祉用具レンタル卸事業の拡大を目的として事業所を４ヵ所を新設いたしました。これ

により全国の直営拠点数は54ヵ所となりました。 

製品開発におきましては、在宅介護用ベッドの主力製品「楽匠Ｚシリーズ」を発表いたしました。ベッド全体

を傾かせる新機構の採用など、利用者の自立、介護者の負担軽減、福祉用具貸与事業者の業務効率化に資するさま

ざまな機能を搭載し、平成26年１月から販売を開始しております。 

販売面につきましては、国内の施設向け製品販売事業において、新築案件の減少等により、好調であった前年

同期を下回りましたが、その他は国内、海外とも概ね堅調に推移いたしました。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間は、売上高459億31百万円（前年同期比1.0％増）、営業利益60億62百万

円（同19.4％減）、経常利益65億58百万円（同15.3％減）、四半期純利益39億83百万円（同13.0％減）となりまし

た。 

 また、当社グループの事業は単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。   

   

（２）財政状態に関する説明 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、1,134億４百万円となり、前連結会計年度末より95億２百万円増加い

たしました。増加の主な要因は、売掛金及び受取手形は減少したものの、現金及び預金、有価証券、商品及び製品

が増加したことによるものです。  

 負債につきましては、333億12百万円となり、前連結会計年度末より60億36百万円増加いたしました。増加の主

な要因は、未払法人税等は減少したものの、第２四半期連結会計期間に新株予約権付社債を新たに発行したことに

よるものです。 

 純資産につきましては、800億91百万円となり、前連結会計年度末より34億66百万円増加いたしました。増加の

主な要因は、利益剰余金、その他有価証券評価差額金、為替換算調整勘定が増加したことによるものです。この結

果、当第３四半期連結会計期間末の自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ3.1ポイント減少し、70.4％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 

 平成25年５月13日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

   

（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。 

 なお、特定子会社の異動には該当しておりませんが、第１四半期連結会計期間より、当社の非連結子会社であっ

たパラマウントベッド アジア パシフィックは、当社グループにおける重要性が増したため、連結の範囲に含めて

おります。 

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

   

（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。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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 該当事項はありません。   

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 16,073 20,438

受取手形及び売掛金 21,616 15,321

リース債権及びリース投資資産 2,287 2,288

有価証券 4,640 8,561

商品及び製品 4,094 5,704

仕掛品 243 291

原材料及び貯蔵品 1,313 1,633

その他 2,531 3,383

貸倒引当金 △60 △49

流動資産合計 52,739 57,571

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 26,335 26,707

減価償却累計額 △16,836 △17,386

建物及び構築物（純額） 9,499 9,320

機械装置及び運搬具 7,056 7,354

減価償却累計額 △5,835 △6,146

機械装置及び運搬具（純額） 1,220 1,207

土地 8,676 8,685

リース資産 361 252

減価償却累計額 △240 △165

リース資産（純額） 120 86

賃貸資産 13,978 15,540

減価償却累計額 △5,085 △5,948

賃貸資産（純額） 8,892 9,592

建設仮勘定 191 89

その他 8,126 8,800

減価償却累計額 △6,806 △7,137

その他（純額） 1,320 1,662

有形固定資産合計 29,920 30,644

無形固定資産   

のれん 121 64

その他 2,299 2,157

無形固定資産合計 2,420 2,221

投資その他の資産   

投資有価証券 15,184 19,315

その他 3,701 3,714

貸倒引当金 △65 △63

投資その他の資産合計 18,821 22,966

固定資産合計 51,162 55,832

資産合計 103,901 113,404
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 7,978 6,890

短期借入金 215 472

リース債務 1,981 2,158

未払法人税等 3,460 482

賞与引当金 1,125 586

役員賞与引当金 104 －

その他 4,346 4,170

流動負債合計 19,212 14,760

固定負債   

新株予約権付社債 － 10,045

長期借入金 457 512

リース債務 3,665 3,492

退職給付引当金 3,278 3,661

環境対策引当金 46 46

その他 616 793

固定負債合計 8,064 18,551

負債合計 27,276 33,312

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,135 4,160

資本剰余金 49,805 49,830

利益剰余金 21,656 24,082

自己株式 △477 △405

株主資本合計 75,120 77,668

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 766 1,196

為替換算調整勘定 434 917

その他の包括利益累計額合計 1,200 2,114

新株予約権 29 20

少数株主持分 275 288

純資産合計 76,625 80,091

負債純資産合計 103,901 113,404
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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：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 45,468 45,931

売上原価 24,042 24,694

売上総利益 21,425 21,237

販売費及び一般管理費 13,906 15,175

営業利益 7,519 6,062

営業外収益   

受取利息 80 134

受取配当金 67 156

為替差益 69 150

投資事業組合運用益 － 148

匿名組合投資利益 37 218

その他 141 117

営業外収益合計 396 926

営業外費用   

支払利息 83 67

投資事業組合運用損 64 －

役員退職慰労金 － 320

その他 23 42

営業外費用合計 171 430

経常利益 7,744 6,558

特別利益   

投資有価証券売却益 51 225

投資有価証券償還益 － 54

特別利益合計 51 280

特別損失   

投資有価証券売却損 44 1

投資有価証券償還損 57 0

特別損失合計 102 1

税金等調整前四半期純利益 7,693 6,837

法人税、住民税及び事業税 2,907 2,640

法人税等調整額 145 200

法人税等合計 3,053 2,841

少数株主損益調整前四半期純利益 4,640 3,996

少数株主利益 60 13

四半期純利益 4,579 3,983
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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：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 4,640 3,996

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 307 430

為替換算調整勘定 62 529

その他の包括利益合計 370 959

四半期包括利益 5,010 4,955

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 4,950 4,896

少数株主に係る四半期包括利益 60 58
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 該当事項はありません。   

   

 該当事項はありません。   

   

（３）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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