
決算短信をご覧になる皆様へ 
                   パラマウントベッドホールディングス株式会社 
 
平成 24 年２月６日に発表いたしました平成 24 年３月期第３四半期決算短信では、平成

23 年 10 月 1 日付で持株会社体制に移行したことで「１．平成 24 年 3 月期第３四半期の連

結業績、(1)連結経営成績（累計）」は、当社の平成 23 年 4 月 1 日から平成 23 年 12 月 31
日の業績に、平成 23 年 10 月 1 日付で子会社となった 9 社の 3 ヶ月分を連結した結果を表

示しております。即ち、パラマウントベッド株式会社をはじめとする子会社の平成 24 年３

月期上半期の業績が反映されておりません。 
つきましては、下記に、平成 23 年 11 月に発表いたしましたパラマウントベッド株式会

社の平成 24 年３月期第２四半期の連結業績、並びにパラマウントベッドホールディングス

株式会社の平成 24 年３月期第３四半期の連結業績及びその合計した金額を、参考情報とし

て掲載いたします。 
         
（参考）平成24年３月期第３四半期の連結業績            (単位 百万円) 

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

24年３月期第２四半期 ※１ 30,148 4,753 4,596 2,863

24年３月期第３四半期 ※２ 13,368 1,841 1,742 832

合計 43,516 6,594 6,338 3,695

  
※１ パラマウントベッド株式会社の平成 24 年３月期第２四半期の連結業績（６ヶ月分） 
※２ パラマウントベッドホールディングス株式会社の平成 24 年３月期第３四半期の 
   連結業績（パラマウントベッドホールディングス９ヶ月分、子会社９社３ヶ月分）      



平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成24年2月6日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 パラマウントベッドホールディングス株式会社 上場取引所 東 

コード番号 7817 URL http://www.paramountbed-hd.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 木村 恭介

問合せ先責任者 （役職名） 執行役員財務部長 （氏名） 大内 健司 TEL 03-3648-1100
四半期報告書提出予定日 平成24年2月13日

配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無

四半期決算説明会開催の有無 ： 無

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） 

 平成23年３月期第３四半期につきましては、平成24年３月期第３四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、記載しておりません。 
 なお当社は、平成23年10月1日付で当社を株式交換完全親会社、パラマウントベッド株式会社を株式交換完全子会社とする株式交換を行い、持株会社体制
に移行するとともに、パラマウントベッド株式会社が保有するパラテクノ株式会社、パラマウントケアサービス株式会社（旧社名 サンネットワーク株式会社）の株
式全てを現物配当により取得いたしました。 
 その結果、当社は、当第３四半期連結累計期間より四半期連結財務諸表を作成しておりますので、平成24年３月期第３四半期の連結業績については、当社
の平成23年４月１日から平成23年12月31日の業績に、平成23年10月１日付で子会社となった９社（パラマウントベッド株式会社、パラテクノ株式会社、パラマウ
ントケアサービス株式会社、PT.パラマウントベッドインドネシア、八楽夢床業(中国)有限公司、コロナ・メディカル、他３社）の３ヶ月分の業績を連結した金額となっ
ております。 

(2) 連結財政状態 

平成23年３月期につきましては、平成24年３月期第３四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、記載しておりません。 
 

(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 13,368 ― 1,841 ― 1,742 ― 832 ―

23年3月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 868百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 ―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 55.39 55.09
23年3月期第3四半期 ― ―

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 86,203 67,325 77.8
23年3月期 ― ― ―

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  67,078百万円 23年3月期  ―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  ：  有  

 上記の記念配当５円は、24年３月期（予想）の期末配当金30円に含まれております。 
 配当予想の修正については、本日（平成24年２月６日）公表いたしました「配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
 なお、上半期の配当の状況については、上場会社であったパラマウントベッド株式会社が、平成23年９月30日を基準日として１株当たり15円の配当をしており
ます。 

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 ― ― ― ― ―

24年3月期 ― ― ―

24年3月期（予想） 30.00 30.00

      配当金の内訳 記念配当 5円00銭

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  
 当社は、平成24年３月期第３四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、対前期増減率については、記載しておりません。 
 また当社の平成24年３月期の連結業績予想については、当社の平成23年４月１日から平成24年３月31日の業績予想に、子会社９社（パラマウントベッド株式
会社、パラテクノ株式会社、パラマウントケアサービス株式会社、PT.パラマウントベッドインドネシア、八楽夢床業(中国)有限公司、コロナ・メディカル、他３社）の
６ヶ月分の業績予想を連結した金額となっております。 

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 31,200 ― 4,200 ― 4,100 ― 2,500 ― 81.61



(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）  ：  有  

(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、四半期決算短信（添付資料）２ページ「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 4社 （社名）

パラマウントベッド株式会社、パラマウ
ントケアサービス株式会社、PT.パラマ
ウントベッドインドネシア、八楽夢床業
（中国）有限公司

、 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 30,644,787 株 23年3月期 7,240,900 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 13,782 株 23年3月期 0 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 15,032,661 株 23年3月期3Q ― 株
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（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におけるわが国経済は、東日本大震災等による落ち込みから、緩やかに持ち直しつつ

あったものの、欧州の債務危機や歴史的な円高、雇用環境の冷え込みなどにより、依然として厳しい状況が続きま

した。 

 当社グループに関係する医療及び高齢者福祉分野におきましては、平成24年度からの診療報酬及び介護報酬の改

定が決定いたしました。 

 当社におきましては、平成23年10月１日付で当社を株式交換完全親会社、パラマウントベッド株式会社を株式交

換完全子会社とする株式交換を行い、持株会社体制に移行するとともに、パラマウントベッド株式会社が保有する

パラテクノ株式会社、パラマウントケアサービス株式会社（旧社名 サンネットワーク株式会社）の株式全てを現

物配当により取得いたしました。また、同日付で東京証券取引所市場第一部に上場いたしました。 

 このような事業環境の中で、医療・高齢者施設向け分野におきましては、販売、メンテナンスともに引き続き好

調に推移いたしました。在宅福祉分野におきましては、新規顧客の開拓及び売上増を図るため、レンタル卸事業の

パラマウントケアサービス株式会社の社名変更に伴うキャンペーンを実施いたしました。インドネシア、中国の海

外子会社につきましては、それぞれ自国向け販売が好調に推移しました。 

 また、グループの企業イメージ向上等を図るため、競泳日本代表「トビウオジャパン」とスポンサー契約を締結

したほか、テレビＣＭ等の広告宣伝を実施しております。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高133億68百万円、営業利益18億41百万円、経常利益17億

42百万円、四半期純利益８億32百万円となりました。 

 なお、当社は当第３四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前第３四半期連結累計期

間の記載は行っておりません。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末の財政状態は、総資産が862億３百万円、負債が188億77百万円、純資産が673億25

百万円となりました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年11月２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 

 本株式交換等により、子会社となった９社（パラマウントベッド株式会社、パラテクノ株式会社、パラマウント

ケアサービス株式会社、PT.パラマウントベッドインドネシア、八楽夢床業(中国)有限公司、コロナ・メディカ

ル、他３社)を連結の範囲に含めております。 

 なお、上記は連結財務諸表の注記として記載しております。  

   

（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。 

   

 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（その他）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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）

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 13,874

受取手形及び売掛金 12,434

リース債権及びリース投資資産 2,264

有価証券 5,316

商品及び製品 4,663

仕掛品 228

原材料及び貯蔵品 1,225

その他 2,840

貸倒引当金 △77

流動資産合計 42,770

固定資産  

有形固定資産  

建物及び構築物 25,415

減価償却累計額 △16,103

建物及び構築物（純額） 9,311

機械装置及び運搬具 6,810

減価償却累計額 △5,339

機械装置及び運搬具（純額） 1,471

土地 8,499

リース資産 476

減価償却累計額 △367

リース資産（純額） 108

賃貸資産 11,531

減価償却累計額 △3,827

賃貸資産（純額） 7,704

建設仮勘定 39

その他 7,362

減価償却累計額 △6,270

その他（純額） 1,092

有形固定資産合計 28,226

無形固定資産  

のれん 309

その他 1,855

無形固定資産合計 2,164

投資その他の資産  

投資有価証券 9,754

その他 3,384

貸倒引当金 △96

投資その他の資産合計 13,041

固定資産合計 43,433

資産合計 86,203
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（単位：百万円）

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  

買掛金 5,574

短期借入金 668

リース債務 1,809

未払法人税等 149

賞与引当金 509

その他 3,113

流動負債合計 11,824

固定負債  

長期借入金 61

リース債務 3,614

退職給付引当金 2,754

環境対策引当金 47

その他 574

固定負債合計 7,052

負債合計 18,877

純資産の部  

株主資本  

資本金 4,010

資本剰余金 49,680

利益剰余金 13,896

自己株式 △27

株主資本合計 67,559

その他の包括利益累計額  

その他有価証券評価差額金 △435

為替換算調整勘定 △45

その他の包括利益累計額合計 △480

新株予約権 73

少数株主持分 173

純資産合計 67,325

負債純資産合計 86,203
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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）

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 13,368

売上原価 7,121

売上総利益 6,246

販売費及び一般管理費 4,404

営業利益 1,841

営業外収益  

受取利息 20

受取配当金 6

受取保険金 5

投資事業組合運用益 15

災害損失戻入益 33

その他 46

営業外収益合計 127

営業外費用  

支払利息 37

為替差損 169

匿名組合投資損失 16

その他 2

営業外費用合計 226

経常利益 1,742

特別利益  

投資有価証券売却益 218

新株予約権戻入益 77

特別利益合計 295

税金等調整前四半期純利益 2,038

法人税、住民税及び事業税 △1,371

法人税等調整額 2,568

法人税等合計 1,196

少数株主損益調整前四半期純利益 842

少数株主利益 9

四半期純利益 832
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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）

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 842

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 △153

為替換算調整勘定 179

その他の包括利益合計 26

四半期包括利益 868

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 863

少数株主に係る四半期包括利益 4
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 該当事項はありません。   

   

   

  該当事項はありません。 

   

   

（参考）平成24年３月期の連結業績予想（子会社９社の12ヶ月分を合算しております） 

 当社は、当第３四半期連結累計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、サマリー情報の「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）」に記載している連結業績予想は、当社の平成23年４月

１日から平成24年３月31日の業績予想に、平成23年10月１日付で子会社となった９社（パラマウントベッド株式会社、

パラテクノ株式会社、パラマウントケアサービス株式会社、PT.パラマウントベッドインドネシア、八楽夢床業(中国)

有限公司、コロナ・メディカル、他３社）の６ヶ月分の業績予想を連結した金額となっております。  

 つきましては、参考の連結業績予想として、当社と子会社の12ヶ月分の連結業績予想を記載いたします。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

５．補足情報

  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  61,000 8,800 8,600 5,300  172.78
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