


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（平成27年4月1日から平成28年3月31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

中期経営計画「2020プラン」を策定いたしました。当社の
持続的かつ確実な成長と企業価値の向上を目指し、平成33
年3月期の連結売上高1,000億円、連結営業利益140億円を
目標としております。
　「2020プラン」の重要施策につきましては「既存事業の
維持・拡大」「海外事業拡大の加速」「新たな成長の芽とな
る技術の開発とビジネスモデルの創造」という3つの柱を掲
げております。現在の中核である国内の医療及び高齢者介
護市場において、グループ各社が連携し確実に拡大させて
いくとともに、海外でのシェアの向上や国内外での新たな
事業に取り組み、着実な成長を目指してまいります。
　利益の配分につきましては、研究開発や設備投資をはじ
めM＆A等、将来の積極的な事業展開と急激な事業環境の
変化に備え、経営基盤の一層の強化を図るための内部留保
の充実等を総合的に勘案したうえで配当金額を決定してお
ります。利益配当による配当性向は、30％を基準とした実
施を想定しております。「2020プラン」におきましては、
平成33年3月期の年間配当金として100円を想定しており
ます。株主の皆さまにおかれましては、今後もご理解とご
協力のほど、お願い申し上げます。

当期の業績について
　当期の業績（連結）につきましては、まず売上高は、国
内のメンテナンスやレンタル、そして海外の事業が順調に
推移したものの、国内の製品販売事業が前期を下回ったこ
とにより、740億89百万円（前年度比1.6％減）となりま
した。
　利益面につきましては、営業利益は96億60百万円（同
3.8％減）、経常利益は98億30百万円（同14.9％減）、親会
社株主に帰属する当期純利益は63億87百万円（同12.1％
減）となりました。売上高の減少に伴い、減益の決算とな
りました。
　当期の利益配当につきましては、期末配当金を35円とさ
せていただきました。この結果、年間配当金は中間配当金
35円と合わせて70円となりました。
　また、次期の配当金につきましては、安定的、継続的な
利益還元の観点から、中間・期末とも一株当たり40円とし、
年間配当金を80円とさせていただく予定です。

今後の事業展開について
　平成28年4月から平成33年3月までの5年間を対象とした



特集
Spec ia l  Fea tu re

中期経営計画「2020プラン」
この度策定しました中期経営計画「2020プラン」の内容を紹介いたします。

「2020プラン」の概要

◦期　間　： 2016年4月から2021年3月 
（最終年度 平成33年3月期）

◦大目標　： 売上高1,000億円 
営業利益140億円（連結）

「2020プラン」の重要施策

１．既存事業の維持・拡大
２．海外事業拡大の加速
３．新たな成長の芽となる技術の開発と 

ビジネスモデルの創造

「2020プラン」の数値目標

■連結業績
2015年度実績 2020年度目標

売上高 740億円 1,000億円
営業利益 96億円 140億円
経常利益 98億円 141億円
親会社株主に帰属する当期純利益 63億円 100億円
1株当たり当期純利益 221円 342円

※1株当たり当期純利益の計算は、潜在株式を未考慮としています。

■事業別売上高
2015年度実績 2020年度目標

国内既存事業 669億円 700億円
海外事業 71億円 200億円
新規事業 0億円 100億円
合計 740億円 1,000億円
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　経済産業省が主催する「平成27年度 第9回 
製品安全対策優良企業表彰」において、パラ
マウントベッドは大企業製造・輸入事業者部
門の「商務流通保安審議官賞」を受賞しました。
長年取り組んできました安全な製品を開発す
るための体制づくりや製品事故防止のための
活動などが評価されました。

第9回製品安全対策優良企業表彰
「商務流通保安審議官賞」を受賞

日本健康医療学会
「健康医療アワード2015」を「楽匠Zシリーズ」が受賞

  「健康医療アワード」は、一般社団法人日本
健康医療学会が健康医療に役立つ製品などを
推奨するとともに、それらを開発・生産・販
売する会社と製品を表彰する賞です。第3回と
なる2015年は健康医療に役立つ3,000品目の
中からパラマウントベッドの在宅介護向け電
動ベッド「楽匠Zシリーズ」を含む5品目が選
ばれました。

「楽匠Zシリーズ」
希望小売価格：オープン

トピックス
Top ics

電動介護リフトの
ラインアップ拡充

授乳チェア「HugHug
（はぐはぐ）」を発売

パラマウントケアサービス株式会社
板橋営業所を開設

パラマウントケアサービス株式会社
堺営業所、伊丹営業所、所沢営業所を
開設

日本生理人類学会
「PAデザイン賞」を受賞

海外向け主力電動ベッド
「クオリタスプラス
シリーズ」を発売

超低床電動ベッド「FeeZシリーズ」
「楽匠FeeZシリーズ」を発売
　最低床高が15㎝まで下がる超低床電動ベッ
ドを開発し、介護施設向け機種「FeeZシリー
ズ」を11月に、JIS認証を取得した在宅向け機
種「楽匠FeeZシリーズ」を3月に、それぞれ
発売しました。布団に慣れている方でも利用
に際して違和感が少なく、万一ベッドから転
落したときの衝撃も緩和できます。

楽匠FeeZシリーズベッド
希望小売価格：オープン

新生児用ベッド
「すやすやコットGCU」
を発売
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財務情報
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連結財務諸表
連結貸借対照表（要旨）� （単位　百万円）

前　期
（平成27年3月31日現在）

当　期
（平成28年3月31日現在）

科　目 金　額 金　額

流動資産合計 69,912 70,989

固定資産合計 55,596 55,290

資産合計 125,508 126,279

負債合計 40,117 41,055

純資産合計 85,391 85,223

負債純資産合計 125,508 126,279

連結キャッシュ・フロー計算書（要旨）� （単位　百万円）

前　期
平成26年4月 1 日から（平成27年3月31日まで）

当　期
平成27年4月 1 日から（平成28年3月31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 8,151 9,657

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,615 △2,037

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,375 △5,493

現金及び現金同等物に係る換算差額 △21 36

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △859 2,162

現金及び現金同等物の期末残高 20,453 22,615

連結損益計算書（要旨）� （単位　百万円）

前　期
平成26年4月 1 日から（平成27年3月31日まで）

当　期
平成27年4月 1 日から（平成28年3月31日まで）

科　目 金　額 金　額

売上高 75,270 74,089�

営業利益 10,038 9,660�

経常利益 11,553 9,830�

親会社株主に帰属する
当期純利益 7,264 6,387�

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
3,260百万円
4.4%

その他
18,886百万円
25.5%

ベッド
29,290百万円
39.5%

病室用家具
3,885百万円
5.3%

レンタル
14,232百万円
19.2%

マットレス
4,533百万円
6.1%

74,089
百万円

品目別売上高
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●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



財務ハイライト
F inanc ia l  H igh l i gh t

平成26年に実施された診療報酬改定の影響等により、前年度比では減収減益と
なったものの、福祉用具レンタル卸事業及び海外事業は引き続き堅調に推移

当期のポイント
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74,089百万円
（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）

第2四半期累計期間通期

9,830 百万円 6,387 百万円

221.76 円 126,279 百万円 85,223 百万円

売上高 経常利益 親会社株主に帰属する当期純利益

1株当たり当期純利益 総資産 純資産



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
2,638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 東京都千代田区神田錦町三丁目11番地（神田錦町三丁目ビルディング6F）
東京証券代行株式会社

同事務取扱場所 〒101-0054 
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）
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

【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 9,583名
大株主

株式の分布状況

所有数別分布

所有者別分布

22.0％外国法人等
25.7％その他の国内法人

3.7％1千株以上5千株未満
5.1％1千株未満

1.5％5千株以上1万株未満
6.6％1万株以上5万株未満
3.8％5万株以上10万株未満

54.9％50万株以上

24.4％10万株以上50万株未満

25.4％個人・その他
0.3％証券会社
7.7％自己株式
18.9％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） 968 3.4
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 966 3.4
木村憲司 912 3.2
木村恭介 911 3.2
木村通秀 911 3.2
木村友彦 820 2.9
株式会社みずほ銀行 700 2.5

※ 当社は自己株式2,362,877株を保有しておりますが、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28年3月31日現在）

S tock  I n fo

会社情報 （平成28年3月31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。




