


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33期第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）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

前年同期比では増収増益となっており、売上

高・利益ともに、ほぼ計画通り推移しており

ます。消費税増税による駆け込み需要の反動減等が懸

念された中で、在宅介護用ベッドの新製品「楽匠Zシ

リーズ」の販売及びレンタルが好調であったことに加

え、グループ各社が概ね堅調に推移いたしました。

　通期につきましては、床ずれ防止マットレスや医療・

介護施設向けベッド等、新製品の投入による売上増等

により期初予想通り、増収増益の決算を見込んでおり

ます。

在宅介護用ベッドの新製品
「楽匠Zシリーズ」の評判はいかがですか

大変ご好評をいただいており、平成26年1月

の発売から9か月で約7万台を出荷いたしまし

た。介護用ベッドの基本動作である「背上げ」に、ベッ

ド全体が傾く新機構を組み合わせたことで、身体のず

れや腹部への「圧迫感」等、ご利用者にとっての負担

を大幅に軽減できることが評価されております。

　また、組み立て前は6つに分割され、力の強くない

方でも持ち運びしやすく、さらにはご使用後のメンテ

ナンス性にも配慮しておりますので、レンタル事業者

の方々にも高い評価をいただいております。

　今後も療養環境の向上に資する製品の開発に努めて

まいります。
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財務ハイライト
F inanc ia l  H igh l i gh t

・国内在宅向けベッド販売、福祉用具レンタル事業が堅調に推移し、売上高は
前年同期比10.1%増
・連結経常利益も前年同期比9.5%増を達成

当第2四半期のポイント
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33,869 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）

5,054 百万円 3,301 百万円

109.62 円 116,606 百万円 81,305 百万円

売上高 経常利益 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
6月
7月
7月
7月
7月
8月
9月
9月

◆総合福祉展「バリアフリー 2014」・
   「慢性期医療展」（大阪）に出展

◆「第15回日本認知症ケア学会大会」
   （東京）に出展

◆「あたまの健康チェック」
   販売開始

◆「スマートベッドシステム（仮称）」
   コンセプトモデルを発表

◆パラマウントベッド ブラジルが
   営業開始

◆エマージェンシー・ストレッチャー
   「KK-8000シリーズ」を発売

◆パラマウントケアサービス株式会社
   奈良営業所を開設

◆「国際モダンホスピタルショウ」
   （東京）に出展

◆パラマウントケアサービス株式会社
   船橋営業所を開設

◆一般向け電動ベッド「INTIME TRUST
   （インタイムトラスト）」を発売

◆非装着型睡眠計「眠りSCAN」を
   リニューアル発売

7月◆エマージェンシー・ストレッチャー
　　  「KK-8000シリーズ」を発売
救急搬送のほか、診察・処置、
X線撮影等が行える、救急
医療の幅広いニーズに対応
するストレッチャーです。
従来品に比べて搬送性や走
行性を向上したほか、看護
スタッフの負担を軽減する
機能を盛り込みました。

KK-8000シリーズ
希望小売価格：オープン

9月◆一般向け電動ベッド「INTIME TRUST 
　　  （インタイムトラスト）」を発売
「ベッドルームでの豊かな時間と上質な眠り」をコンセ
プトとしたブランド「INTIME」の、機能性とデザイン
性を兼ね備え、よりお求めやすい価格を実現したベッ
ドです。必要に応じて
手すりを取り付けるこ
とができるなど、療養
用ベッドとしても活用
できます。
INTIME TRUST
希望小売価格：185,000円
（税別、マットレスは別売り）

9月◆非装着型睡眠計「眠りSCAN」を 
　　  リニューアル発売
マットレスの下に敷くだけで睡眠状態を把握できる非
装着型の睡眠計「眠りSCAN」に、呼吸数のリアルタ
イム表示や起き上がり検知機能を新たに搭載しました。
高齢者施設などにおいて、
入居者の安全確保と介護
者の負担軽減を図ります。

眠りSCAN
希望小売価格：オープン
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中南米市場への取り組み

　当社グループのグローバル事業では、
将来急成長が見込めるアジア及び中南
米地域を有望な市場として注力してお
ります。このうち中南米地域では、本
年1月よりパラマウントベッド メキシ
コ（PMX）がメキシコシティにて、同
年7月よりパラマウントベッド ブラジ
ル（PBR）がサンパウロにて、それぞ
れ営業を開始いたしました。パラマウ
ントベッド ブラジルがブラジル国内向
けの販売を担当し、ブラジル以外の中
南米諸国をパラマウントベッド メキシ
コが担当いたします。各担当エリアに
て代理店網の整備を進め、中南米地域
への当社ブランドの浸透を目指します。

　人口は全体で約6億人、病院ベッド数は約100万床規模になります。国別ではブラジルが最多で人口約2億人、約
47万床です。次に人口約1.2億人、約12万床のメキシコが続きます（いずれも当社推計）。国によって状況は異なる
ものの、経済成長に伴いブラジル、メキシコ、アルゼンチン、コロンビアなどの各国において電動ベッドなどの高価
格製品の普及の兆しが見受けられます。
　中でもブラジルでは、比較的所得の高い人は民間の健康保険に加入して公的病院より質の高い医療サービスを提供
する民間病院を受診する傾向があります。そのような需要を取り込もうとする医療機関による設備投資への意欲が高
まっております。現在はブラジルの病院用ベッドにおける電動ベッドの比率はまだ1割強であり、今後、既存の手動
ベッドからの更新需要の拡大が見込まれます。

■ 中南米の市場環境

本年5月20日から4日間、ブラジル
のサンパウロで開催された南米最大
の医療機器展示会「HOSPITALAR 
2014」に出展しました。当社ブー
スには延べ500名の方にお越しいた
だきました。

PMXがカバーするエリア

PBRがカバーするエリア
メキシコ

ブラジル

サンパウロ

メキシコシティ
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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26年3月31日現在）

当第2四半期
連結会計期間末
（平成26年9月30日現在）

科　目 金　額 金　額

流動資産合計 68,469 61,364

固定資産合計 53,832 55,242

資産合計 122,302 116,606

負債合計 39,731 35,300

純資産合計 82,571 81,305

負債純資産合計 122,302 116,606

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25年4月 1 日から（平成25年9月30日まで）

当第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）

科　目 金　額 金　額

現金及び現金同等物の期首残高 13,070 21,313

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,446 7,099

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,406 △1,375

財務活動によるキャッシュ・フロー 9,380 △4,769

現金及び現金同等物に係る換算差額 106 △63

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 6,527 892

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 10 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 19,608 22,205

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25年4月 1 日から（平成25年9月30日まで）

当第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）

科　目 金　額 金　額

売上高 30,749 33,869

営業利益 4,435 4,661

経常利益 4,616 5,054

四半期純利益 2,826 3,301

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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●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

F inanc ia l  Rev iew

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
1,542百万円
4.6%

その他製品
6,459百万円
19.1%

ベッド
15,348百万円
45.3%

病室用家具
1,909百万円
5.6%

レンタル
6,164百万円
18.2%

マットレス
2,445百万円
7.2% 合計

33,869
百万円

品目別売上高



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
2,437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

【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 12,232名
大株主

株式の分布状況

所有数別分布

所有者別分布

18.1％外国法人等
25.8％その他の国内法人

4.9％1千株以上5千株未満
6.9％1千株未満

1.4％5千株以上1万株未満
7.6％1万株以上5万株未満
4.3％5万株以上10万株未満

54.7％50万株以上

20.2％10万株以上50万株未満

28.8％個人・その他
0.7％証券会社
4.6％自己株式
22.0％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 10.6
有限会社レッジウッド 2,373 8.1
ニウヴァレーキャピタル合同会社 1,679 5.7
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,247 4.2
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 959 3.3
木村憲司 912 3.1
木村恭介 911 3.1
木村通秀 910 3.1
木村友彦 820 2.8
資産管理サービス信託銀行株式会社（年金信託口） 745 2.5

※  1. 当社は自己株式1,415,444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26年9月30日現在）

S tock  I n fo

会社情報 （平成26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。




