


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37期第2四半期連結累計期間（平成30年4月1日から
平成30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。

売上高は367億59百万円（前年同期比5.6％増）、

営業利益は48億68百万円（同11.2％増）とな

りました。国内子会社のパラマウントベッド株式会社

及びパラテクノ株式会社、パラマウントケアサービス

株式会社がそれぞれ堅調に推移いたしました。

　下期につきましては、リバーシブルタイプの医療・

介護用マットレス「エバーフィットC3」、在宅介護用

ベッド「レントシリーズ」、「INTIME1000シリーズ」

のセミダブルサイズ等、今年発売いたしました新製品

を拡販し、業績の拡大を推進してまいります。

政府が普及・促進している
介護ロボットは取り扱っていますか。

いま、高齢者施設等で好調に販売を伸ばして

いる「眠りSCAN（スキャン）」という製品

があります。同製品はシート状のセンサーをマットレ

スの下に敷きこむだけで、体動（寝返り、呼吸、脈拍

など）を検出し、利用者の睡眠状態、覚醒、起き上が

り、離床などをリアルタイムで測定するものです。こ

れらの情報をパソコンやモバイル端末に通信すること

で、夜間の見守りや利用者の生活状態の把握等に利用

することができます。利用者だけでなく介護者の負担

を軽減する道具として、普及を促進してまいります。
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●パラマウントベッド仙台支店が
移転
●「眠りギャラリーOSAKA」を移転

2018
ANAが歩行車「ハンディウォーク」を採用

在宅介護用ベッド「レントシリーズ」を発売

医療・介護用マットレス
「エバーフィットC3」を発売

4月

5月

6月

7月

8月

9月

　全日本空輸株式会社（ANA）
の羽田空港をはじめとする国内
50の空港におけるお客様向け
移動サポートツールとして、自
立歩行動作を支援する歩行車
「ハンディウォーク」が採用さ
れました。

　優れた体圧分散性と
マットレス上での動き
やすさを兼ね備えたリ
バーシブルタイプの医
療・介護用マットレス
です。自立度の高い方から軽度の床ずれリスクがある
方まで幅広く利用できます。

　薄型のボード形状と垂直昇降方式により省スペース
化を実現した低床タイプの在宅介護用ベッドです。カ
ラーデザインは「ソフトピンク」「ミントグリーン」

「サンドホワイト」。そ
のほか、サイズや機能
など48通りの多彩な
バリエーションからお
選びいただけます。

在宅介護用ベッド「レントシリーズ」（ソフトピンク）

●「バリアフリー 2018」に出展

●米国GEヘルスケア社製新生児用
保育器の取扱いを開始
●一 般 家 庭 向 け 電 動 ベ ッ ド
「INTIME1000シリーズ」の
セミダブルサイズを発売

●置き型手すり「レッツバー」を
発売
●医療リハビリ・介護分野の製品
開発を行うリーフ株式会社の第
三者割当増資を引受

国内50の空港に配備された
「ハンディウォーク」

「エバーフィットC3」
（ドライタイプ）

仙台支店

トピックス
Top ics



一般家庭向け電動ベッド「INTIME1000シリーズ」の
セミダブルサイズを発売

　優れたデザイン性を持ち、必要時には介護用に“変身”する一般家庭向け電動ベッド「INTIME（インタイム）
1000シリーズ」のセミダブルサイズ（マットレス幅120cm）を9月に発売いたしました。これにより「INTIME1000
シリーズ」のマットレス幅は従来のセミシングルサイズ（同91cm）との2タイプになります。
　「INTIME1000シリーズ」は、医療用ベッドで使用されている背中や腹部に負担の少ないリクライニング機構や好
みのポジションを再現できるメモリー設定機能などを搭載し、読書や映画鑑賞など、ベッド上でのくつろぎの時間を
快適に過ごせるよう工夫されています。また、サイドフレームのカバーを組みなおすことで、手すりやベッドサイド
レールなど、介護用ベッドのオプション類を取り付けられるなど、療養や介護が必要になった際にも使用できること
が好評です。

INTIME1000シリーズ
セミダブルサイズ
価格：193,000円～283,000円
（税別、マットレス・枕・サイド
テーブルなどは別売り）

特集
Spec ia l  Fea tu re



財務情報
F inanc ia l  Rev iew

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30年3月31日現在）

当第2四半期
連結会計期間末
（平成30年9月30日現在）

科　目 金　額 金　額

流動資産合計 78,651 77,447

固定資産合計 60,524 61,794

資産合計 139,176 139,241

負債合計 36,373 32,251

純資産合計 102,803 106,990

負債純資産合計 139,176 139,241

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29年4月 1 日から（平成29年9月30日まで）

当第2四半期
連結累計期間
平成30年4月 1 日から（平成30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 27,644 34,435

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,200 6,558

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,101 △90

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,569 △1,340

現金及び現金同等物に係る換算差額 △30 113

現金及び現金同等物の増加額 3,498 5,240

現金及び現金同等物の四半期末残高 31,143 39,676

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29年4月 1 日から（平成29年9月30日まで）

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

科　目 金　額 金　額

売上高 34,795 36,759

営業利益 4,379 4,868

経常利益 5,769 5,287

親会社株主に帰属する四半期純利益 3,975 3,693

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。

https://www.paramountbed-hd.co.jp/ir

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号平成30年2月16日）等を第1四半期連結会計期間の期首から適用
しており、四半期連結財務諸表については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値となっております。



F inanc ia l  Rev iew

マットレス
2,345百万円
6.4%

部品等
1,827百万円
5.0%

病室用家具
3,372百万円
9.2%

レンタル
9,437百万円
25.7%

その他
5,495百万円
14.9%

36,759
百万円

ベッド
11,625百万円
31.6%

医療用器具備品
2,654百万円
7.2%

品目別売上高（連結）

●❾

●❽

●❶●❷●❸●❹●❺●❻

●10

●❼

●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
●❺CSアメニティサポート株式会社

国内非連結子会社
●❻KPサービス株式会社

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

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

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



財務ハイライト（連結）
F inanc ia l  H igh l i gh t

・CSアメニティサポート株式会社のグループ会社化、睡眠関連ビジネスを行うコン
シューマー分野等の国内事業が堅調に推移したことにより、売上高は前年同期比
5.6％増
・運用益の減少等により、経常利益は前年同期比8.4％減

当第2四半期のポイント
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36,759 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 通期見込

5,287 百万円 3,693 百万円

123.52 円 139,241 百万円 106,990 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



株式情報 （平成30年9月30日現在）

S tock  I n fo

会社情報 （平成30年9月30日現在）

Company  In fo

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
3,117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

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	 8,347名
大株主

株式の分布状況

所有数別分布

所有者別分布

27.9％外国法人等
22.7％その他の国内法人

3.2％1千株以上5千株未満
4.2％1千株未満

1.4％5千株以上1万株未満
6.2％1万株以上5万株未満
5.1％5万株以上10万株未満

57.2％50万株以上

22.7％10万株以上50万株未満

23.3％個人・その他
1.0％証券会社
2.6％自己株式
22.5％金融機関

株主名
当社への出資状況
持株数 持株比率
（千株） （％）

株式会社シートック 2,821 9.4
有限会社レッジウッド 2,073 6.9
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,919 6.4
ニウヴァレーキャピタル合同会社 1,379 4.6
ステート	ストリート	バンク	アンド	トラスト	カンパニー 1,045 3.5
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 923 3.1
木村憲司 912 3.0
木村恭介 911 3.0
木村通秀 911 3.0
木村友彦 820 2.7
※			持株比率は自己株式を控除して計算しております。

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。

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　
https://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（NMF竹橋ビル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（NMF竹橋ビル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

◦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


