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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6月30日） 

 平成24年３月期第１四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。 

(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 ％

25年3月期第1四半期 15,737 ― 2,793 ― 2,773 ― 1,616 ―
24年3月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 1,444百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 ―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

25年3月期第1四半期 52.66 52.51
24年3月期第1四半期 ― ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 92,149 70,690 76.4
24年3月期 93,467 70,145 74.8
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  70,422百万円 24年3月期  69,881百万円

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  

 上記の記念配当５円00銭は、平成24年３月期の期末配当金30円に含まれております。 
 なお、平成24年３月期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

24年3月期 ― ― ― 30.00 30.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 20.00 ― 25.00 45.00

      配当金の内訳 記念配当 5円00銭

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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３四半期より連結財務諸表を作成しているため、第２四半期（累計）の対前期増減率については、記載しておりません。 

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) 29,500 ― 4,200 ― 4,300 ― 2,500 ― 81.51
通期 65,500 102.2 10,700 105.4 10,800 107.7 6,400 111.0 208.66



(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  

(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 

（注）詳細は、添付資料Ｐ．２ 「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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 
 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）連結業績予想に関する定性的情報」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   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 30,702,587 株 24年3月期 30,679,387 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 458 株 24年3月期 5,512 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 30,687,863 株 24年3月期1Q 7,240,900 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、復興需要等を背景として、緩やかに持ち直す傾向が見られた

ものの、欧州の債務危機のほか、電力供給の制約、デフレの影響等により、先行きにつきましては不透明な状況が

続いております。 

 当社の関連する医療・福祉分野におきましては、平成24年度の診療報酬及び介護報酬のダブル改定が行われまし

た。診療報酬につきましては、勤務医の負担軽減等を目的として、診療行為に対する本体部分が増額となりまし

た。一方、介護報酬につきましては、1.2％のプラス改定となったものの、処遇改善交付金を本体部分に組み込ん

だ結果、実質的にはマイナスとなりました。福祉用具貸与関連につきましては、平成24年４月１日から、貸与品目

として「介助ベルト」「特殊尿器」等が追加となったほか、福祉用具専門相談員に対し、利用目的や機種選定理由

等を書面化する「個別サービス計画」の作成が義務付けられました。 

 このような国内の事業環境の中で、医療・高齢者施設向け分野につきましては、販売及びメンテナンスサービス

事業が、在宅介護分野につきましては、販売及びレンタル卸事業が、それぞれ堅調に推移いたしました。 

 海外展開におきましては、おおむね好調に推移いたしました。 

 製品の開発・販売面におきましては、福祉用具レンタル卸事業のパラマウントケアサービス株式会社において、

福祉用具貸与対象品目となるトイレ用手すり「フィットレスト」、昇降座いす「ライズターン」など、パラマウン

トベッド株式会社と共同でオリジナル製品を開発し、レンタルを開始いたしました。 

生産面におきましては、ＢＣＰ（事業継続計画）の観点から、日本国内の施設向けベッドの一部ラインアップ

を中国の連結子会社に生産移管いたしました。 

 以上の結果、当第１四半期連結累計期間は、売上高157億37百万円、営業利益27億93百万円、経常利益27億73百

万円、四半期純利益16億16百万円となりました。 

 なお、当社は前第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１四半期連結累計期

間との比較は行っておりません。 

 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）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末の財政状態は、総資産が921億49百万円、負債が214億59百万円、純資産が706億90

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24年５月10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。   

   

（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 

     （減価償却方法の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以降に

取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。  

   これによる当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。   

   

 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

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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 14,612 12,709

受取手形及び売掛金 18,972 17,725

リース債権及びリース投資資産 2,237 2,235

有価証券 4,397 4,426

商品及び製品 3,592 4,004

仕掛品 267 204

原材料及び貯蔵品 1,330 1,199

その他 2,828 3,544

貸倒引当金 △57 △57

流動資産合計 48,180 45,991

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 25,422 25,635

減価償却累計額 △16,123 △16,305

建物及び構築物（純額） 9,298 9,329

機械装置及び運搬具 6,848 6,872

減価償却累計額 △5,425 △5,509

機械装置及び運搬具（純額） 1,422 1,363

土地 8,497 8,549

リース資産 469 524

減価償却累計額 △376 △366

リース資産（純額） 92 157

賃貸資産 11,929 12,408

減価償却累計額 △4,113 △4,276

賃貸資産（純額） 7,816 8,131

建設仮勘定 215 350

その他 7,530 7,602

減価償却累計額 △6,398 △6,476

その他（純額） 1,131 1,126

有形固定資産合計 28,474 29,007

無形固定資産   

のれん 259 209

その他 1,910 2,129

無形固定資産合計 2,170 2,339

投資その他の資産   

投資有価証券 11,572 11,778

その他 3,165 3,129

貸倒引当金 △95 △95

投資その他の資産合計 14,641 14,811

固定資産合計 45,286 46,158

資産合計 93,467 92,149
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 6,831 6,672

短期借入金 172 －

リース債務 1,753 1,824

未払法人税等 468 848

賞与引当金 1,065 535

役員賞与引当金 103 －

その他 6,072 4,497

流動負債合計 16,468 14,378

固定負債   

長期借入金 0 －

リース債務 3,450 3,597

退職給付引当金 2,844 2,957

環境対策引当金 46 46

その他 512 478

固定負債合計 6,853 7,080

負債合計 23,322 21,459

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,039 4,059

資本剰余金 49,709 49,729

利益剰余金 16,097 16,793

自己株式 △11 △0

株主資本合計 69,835 70,581

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △26 △273

為替換算調整勘定 72 114

その他の包括利益累計額合計 45 △158

新株予約権 63 56

少数株主持分 200 212

純資産合計 70,145 70,690

負債純資産合計 93,467 92,149
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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１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 15,737

売上原価 8,400

売上総利益 7,336

販売費及び一般管理費 4,542

営業利益 2,793

営業外収益  

受取利息 22

受取配当金 22

為替差益 7

その他 52

営業外収益合計 104

営業外費用  

支払利息 29

投資事業組合運用損 27

匿名組合投資損失 49

その他 18

営業外費用合計 125

経常利益 2,773

特別利益  

投資有価証券売却益 0

特別利益合計 0

特別損失  

投資有価証券売却損 29

特別損失合計 29

税金等調整前四半期純利益 2,743

法人税、住民税及び事業税 852

法人税等調整額 251

法人税等合計 1,104

少数株主損益調整前四半期純利益 1,639

少数株主利益 22

四半期純利益 1,616
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,639

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 △247

為替換算調整勘定 52

その他の包括利益合計 △194

四半期包括利益 1,444

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 1,411

少数株主に係る四半期包括利益 33
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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）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
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