


社長ごあいさつ
Top Message

先進の技術と優しさで、
快適なヘルスケア環境を
創造します。
　株主の皆さまには日ごろよりご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
　ここに当社第34期第2四半期連結累計期間（平成27年4月1日から平
成27年9月30日まで）の事業の概況と決算につきまして、ご報告申し
上げます。

代表取締役社長
木 村  恭 介

当第2四半期の業績（連結）について
どのようにお考えですか

前年同期比では減収減益となりましたが、期
初予算に対しましては売上高・利益ともに若

干上回る水準で推移しております。国内の製品販売事
業におきましては、平成26年1月発売の在宅介護用ベッ
ド「楽匠Zシリーズ」の新製品特需が一巡したことに
加え、平成26年4月の診療報酬改定及び平成27年4月
の介護報酬改定の影響等により、売上高が減少しまし
た。一方、海外向け販売や国内の福祉用具レンタル卸
事業等は概ね順調です。
　下期につきましては、周産期・小児医療向けライン
アップの拡充や医療・介護施設向けベッド等の新製品
の投入、海外事業のさらなる強化等により、計画の確
実な達成を図ってまいります。

強化している海外展開について
お聞かせください

当社グループの海外現地法人9社のうちシンガ
ポール、インド、ベトナム、タイ、メキシコ、

ブラジルなど、半数以上が直近5年以内に設立したも
のです。これらの新規拠点がいよいよ成果を出せる時
期に入ったと考えております。
　すでに実績のあるインドネシア、中国に加え、東南
アジア、中南米等に注力しております。地域に根ざし
た営業活動を続けるとともに、現地のニーズにあった
製品を開発し、海外生産拠点においての最適地生産を
推進しながら、業績を拡大していく計画です。
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財務ハイライト
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・平成26年に実施された診療報酬改定の影響等により、前年同期比では減収減
益となったものの、福祉用具レンタル卸事業及び海外事業は堅調に推移

当第2四半期のポイント
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33,402 百万円
（単位　百万円） （単位　百万円） （単位　百万円）

（単位　円） （単位　百万円） （単位　百万円）

4,190 百万円 2,703 百万円

92.92 円 119,384 百万円 83,967 百万円

売上高 経常利益 親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益

1株当たり四半期（当期）純利益 総資産 純資産

第2四半期累計期間 通期 通期見込



4月

5月

6月

7月

8月

8月

8月

9月

9月

9月

◆電動介護リフトのラインアップを拡充

◆パラマウントケアサービス株式会社
　南東京営業所を移転、小岩営業所を
　開設

◆海外向け主力ベッド
　「クオリタスプラスシリーズ」を発売

◆パラマウントケアサービス株式会社
　世田谷営業所を開設

◆パラマウントケアサービス株式会社
　西広島営業所を開設

◆新生児用ベッド
　「すやすやコットGCU」を発売

◆「日経IR・投資フェア2015」に出展

◆パラマウントベッド タイランド、
　チェンマイに支店を開設

◆新生児用ベッド
　「すやすやコットLARGE」を発売

◆小児用ストレッチャー
　「おでかけカート」を発売

4月◆電動介護リフトのラインアップを拡充
脚部電動開閉式の床走行式
電動介護リフト、起立・立
位補助リフト、歩行用リフ
トをそれぞれ発売いたしま
した。ベッド周りでの移乗
だけでなく、排泄介助やリ
ハビリなど使用目的に応じ
てより多くの場面で活用で
きます。

床走行式電動介護リフト
（脚部電動開閉式）

希望小売価格：460,000円（非課税）

起立・立位補助リフト
「ミニリフト125」

希望小売価格：500,000円
（非課税）

歩行用リフト
「エヴァ450」

希望小売価格：460,000円
（非課税）

※手すりはオプション（別売）

8月◆「日経IR・投資フェア2015」に出展
8月28日・29日の2日間、日本経済新聞社が主催する上
場企業と個人投資家の対話の場を提供するイベント「日
経IR・投資フェア2015」
（会場：東京ビッグサイト）
に出展しました。たくさん
の個人投資家の皆さまにご
来場いただきました。

当社ブースの様子
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床走行式電動介護リフト
（脚部電動開閉式）

希望小売価格：460,000円（非課税）

起立・立位補助リフト
「ミニリフト125」

希望小売価格：500,000円
（非課税）

歩行用リフト
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※手すりはオプション（別売）

8月◆「日経IR・投資フェア2015」に出展
8月28日・29日の2日間、日本経済新聞社が主催する上
場企業と個人投資家の対話の場を提供するイベント「日
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（会場：東京ビッグサイト）
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の個人投資家の皆さまにご
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当社ブースの様子

特集
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周産期・小児医療分野を強化

　当社グループは新たな事業領域として、周産期・小児医療分野を強化します。
　近年、高齢出産率の上昇や低出生体重児の出生割合の高止まりから、母体や胎児の管理と新生児に対する治療のた
めの専門病床や設備、医療機器等の整備が求められています。
　このような背景のもと当社グループは、より良いケアのためにお子さんとその家族の距離を近づける環境づくりを
支援したいという思いで、新生児用ベッド、小児用ストレッチャー、授乳チェアなどの製品を発売いたしました。
　当社の製品ラインアップは、若葉をモチーフとしたデザインや、樹脂素材、丸みを帯びた形状等を採用するなど、
優しさ・楽しさを感じられる意匠を取り入れているほか、看護のしやすさ・安全性を追求した機能を備えています。
今後もこの事業領域のラインアップを拡充していきます。

すやすやコットGCU
（オープン価格）

新生児集中治療室（NICU）
や 新 生 児 回 復 治 療 室

（GCU）等で使用する静音
性に優れた新生児用ベッド。

おでかけカート
（オープン価格）

検査等、病院内の移動時に
使用する小児用ストレッ
チャー。

すやすやコットLARGE
（オープン価格）

生後6ヶ月程度までの、よ
り身体の大きな新生児等の
使用を想定したベッド。

授乳チェア
（オープン価格）

授乳クッションと椅子が一
体化された、授乳時の母親
への負担を軽減する授乳
チェア。出産経験がある女
性社員のメンバーで開発。使用イメージ
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四半期連結財務諸表
四半期連結貸借対照表（要旨） （単位　百万円）

前連結会計
年度末

（平成27年3月31日現在）

当第2四半期
連結会計期間末
（平成27年9月30日現在）

科　目 金　額 金　額

流動資産合計 69,912 64,305

固定資産合計 55,596 55,078

資産合計 125,508 119,384

負債合計 40,117 35,416

純資産合計 85,391 83,967

負債純資産合計 125,508 119,384

四半期連結キャッシュ・フロー計算書（要旨） （単位　百万円）
前第2四半期
連結累計期間
平成26年4月 1 日から（平成26年9月30日まで）

当第2四半期
連結累計期間
平成27年4月 1 日から（平成27年9月30日まで）

科　目 金　額 金　額

現金及び現金同等物の期首残高 21,313 20,453

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,099 7,405

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,375 △683

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,769 △3,741

現金及び現金同等物に係る換算差額 △63 △27

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 892 2,953

現金及び現金同等物の四半期末残高 22,205 23,407

四半期連結損益計算書（要旨） （単位　百万円）

前第2四半期
連結累計期間
平成26年4月 1 日から（平成26年9月30日まで）

当第2四半期
連結累計期間
平成27年4月 1 日から（平成27年9月30日まで）

科　目 金　額 金　額

売上高 33,869 33,402

営業利益 4,661 3,821

経常利益 5,054 4,190

親会社株主に帰属する四半期純利益 3,301 2,703

HPご案内

パラマウントベッドホールディングス　IR

より詳細な財務
情報をご希望の
方 は、 当 社HP
に掲載している
各種資料をご利
用ください。

http://www.paramountbed-hd.co.jp/ir
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パラマウントベッドホールディングスグループ主要会社一覧
Network

医療用器具備品
1,453百万円
4.3%

その他
7,506百万円
22.5%

ベッド
13,582百万円
40.7%

病室用家具
1,720百万円
5.1%

レンタル
6,973百万円
20.9%

マットレス
2,165百万円
6.5% 33,402

百万円

品目別売上高

●❽

●❼

●❶❷●❸●❹●❺

●❾

●10

●❻

●11

●13
●12

●14

●❶パラマウントベッドホールディングス株式会社
国内連結子会社
●❷パラマウントベッド株式会社
●❸パラテクノ株式会社
●❹パラマウントケアサービス株式会社

国内非連結子会社
●❺KPサービス株式会社

海外連結子会社
❻パラマウントベッド アジア パシフィック
●❼PT.パラマウントベッド インドネシア
●❽八楽夢床業（中国）有限公司
●❾コロナ メディカル

海外非連結子会社
●10パラマウントベッド タイランド
●11パラマウントベッド インディア
●12パラマウントベッド メキシコ
●13パラマウントベッド ベトナム
14パラマウントベッド ブラジル



商 号
本 社
設 立
資 本 金
従業員数
事業内容

パラマウントベッドホールディングス株式会社
〒136-8671　東京都江東区東砂2丁目14番5号
昭和57年10月
42億743万円
2,612名（連結）
医療福祉用ベッド、マットレス、病室用家具、医療
用器具備品等の製造・販売及び、ベッド・マットレ
スの点検・修理、消毒、メンテナンスリース等の
サービス並びに、福祉用具のレンタル卸等を営む事
業会社の株式または持分を所有することによる支配
または管理

事 業 年 度
定 時 株 主 総 会
上 記 基 準 日

毎年4月1日から翌年3月31日まで
毎年6月
毎年3月31日
その他必要あるときは、あらかじめ公告して
臨時に基準日を定めます。

配当金受領株主確定日
　 期 末 配 当 金
　 中 間 配 当 金

毎年3月31日
毎年9月30日

公 告 方 法 電子公告により行います。但し、やむを得な
い事由により、電子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ます。
公告掲載URL　
http://www.paramountbed-hd.co.jp

株主名簿管理人 東京都千代田区大手町二丁目6番2号（日本ビル4階）
東京証券代行株式会社

同事務取扱場所 〒100-0004 
東京都千代田区大手町二丁目6番2号（日本ビル4階）
東京証券代行株式会社　本店

（お問い合わせ先）  0120-49-7009
取次事務は、三井住友信託銀行株式会社本店及
び全国各支店で行っております。

郵便物送付先（連　　絡　　先） 〒168-8522 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
東京証券代行株式会社　事務センター

（お問い合わせ先）  0120-49-7009
（お知らせ）
当社の株主名簿管理人である東京証券代行株式会社は、平成28年1月12日を
もって所在地を「東京都千代田区神田錦町三丁目11番地（神田錦町三丁目ビル
ディング6F）」に移転いたします。なお、郵便物送付先及び連絡先につきまして
は、変更ございません。

【株式に関する各種手続について】
●住所変更・単元未満株式の買取請求のお申し出先について
　  お取引口座のある証券会社にお申し出ください。但し、特別口座に記録され

た株式に係る各種手続につきましては、特別口座の口座管理機関である東京
証券代行株式会社にお申し出ください。
●未支払配当金のお支払について
　  当社株主名簿管理人である東京証券代行株式会社で承ります。

株主メモ

発行可能株式総数 126,000,000株
発行済株式の総数 30,877,487株
株主数 10,331名
大株主

株式の分布状況

所有数別分布

所有者別分布

21.1％外国法人等
25.7％その他の国内法人

4.0％1千株以上5千株未満
5.6％1千株未満

1.4％5千株以上1万株未満
6.9％1万株以上5万株未満
3.4％5万株以上10万株未満

54.6％50万株以上

24.1％10万株以上50万株未満

26.4％個人・その他
0.4％証券会社
7.1％自己株式
19.3％金融機関

株主名
当社への出資状況
持株数 議決権比率

（千株） （％）
株式会社シートック 3,121 10.9
有限会社レッジウッド 2,373 8.3
ニウヴァレーキャピタル合同会社 1,679 5.9
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,104 3.9
木村憲司 912 3.2
木村恭介 911 3.2
木村通秀 911 3.2
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 884 3.1
木村友彦 820 2.9
株式会社みずほ銀行 700 2.4

※  1. 当社は自己株式2,184,715株を保有しておりますが、上記「大株主」から除いております。
　2. 議決権比率は自己株式を控除して計算しております。

株式情報 （平成27年9月30日現在）

S tock  I n fo

会社情報 （平成27年9月30日現在）

Company  In fo

◦お問い合わせ先
TEL：（03）3648-1100（大代）　FAX：（03）3648-5781
営業時間：月曜日～金曜日　9:00～17:20　※祝日・夏季休業・年末年始休業を除く

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。




