


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（平成26年4月1日から平成27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

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、海
外事業及び国内の福祉用具レンタル卸事業が順調に推移し
たことなどにより、752億70百万円（前年度比3.4％増）
となりました。
　利益面につきましては、営業利益は100億38百万円（同
13.0％減）、経常利益は115億53百万円（同6.5％減）、当
期純利益は72億64百万円（同1.6％減）となりました。自
社製品販売の減少に伴う粗利率の低下及び消費税増税や円
安による仕入れ部材等の価格上昇などが影響し、平成23年
にパラマウントベッドホールディングス株式会社として上
場して以来、初の営業減益となりました。
　当期の利益配当につきましては、期末配当金はパラマウ
ントベッド株式会社の設立65周年記念配当として10円を加
えた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25円と合わせて60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35円とし、
年間配当金を70円とさせていただく予定です。株主の皆さ
まへの利益還元につきましては、今後も積極的に取り組ん
でまいります。

今後の事業展開について
　当社グループの事業展開につきましては、中核事業であ
る医療及び高齢者施設向け製品販売事業のさらなる強化を
図るとともに、国内外での事業領域の拡大に向けて注力し
ております。
　海外事業におきましては、グループ連携の強化と世界最
適地生産体制を目指し平成26年6月、インドネシア、中国、
フランスに続く海外第4の生産拠点「パラマウントベッド　
ベトナム」を稼動させました。シンガポール、タイ、イン
ド、アラブ首長国連邦（UAE）、メキシコ、ブラジルの販売
拠点とも連携させ、より地域に密着した事業活動を推進し
てまいります。
　国内におきましては、パラマウントケアサービス株式会
社が展開する福祉用具レンタル卸事業の拡大を目的として、
国内4ヵ所に事業所を新設いたしました。これにより同社の
直営拠点は全国58ヵ所となりました。
　当社グループといたしましては、これからも長期的視野
に立った事業戦略を策定し、企業価値の向上を目指して事
業の多角化を推進してまいります。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。



財務ハイライト
F inanc ia l  H igh l i gh t

・福祉用具レンタル卸事業が順調に推移し、売上高は前年度比3.4％増
・自社製品販売の減少に伴う粗利率の低下などにより、連結経常利益は前年
度比6.5％減、連結当期純利益は前年度比1.6％減
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（単位　円） （単位　百万円） （単位　百万円）

第2四半期累計期間通期

11,553 百万円 7,264 百万円

244.03 円 125,508 百万円 85,391 百万円

売上高 経常利益 当期純利益

1株当たり当期純利益 総資産 純資産
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3月●パラマウントケアサービス株式会社大宮営業所を開設

1月●パラマウントケアサービス株式会社広島メンテナンスセンターを開設

7月●パラマウントベッド ブラジルが営業開始

6月●パラマウントベッド ベトナムの工場が操業開始

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
9月●非装着型睡眠計「眠りSCAN」をリニューアル発売

10月●医療・高齢者施設向けベッド「アルデコラ」シリーズを発売
　病室・居室との調和をコンセプトに、上質感を持
たせつつどのような空間でも合わせやすいよう、金
属調のデザインを取り入れた「アルデコラ」シリー
ズを発売しました。アルミ製のボードは透明パネル
に様々な色柄のシートを挟むことにより、デザイン
のバリエーションを広げることができます。

10月●「楽匠Zシリーズ」がグッドデザイン賞を受賞
　在宅介護用ベッド「楽匠Zシリーズ」が「2014年
度グッドデザイン賞」（Gマーク）を受賞しました。当
ベッドは、ベッド全体が傾く新しい背上げ機構を採
用。審査委員からは、「介護者の負担を軽減すると共
に自立促進と言う考え方も、この機能を用いれば実
現を予感させる」などの評価を得ました。

10月●床ずれ防止エアマットレス「ここちあ結起（ゆうき）」を発売
　医療・介護用ベッドと連結することでベッドの背
上げ機能に自動的に連動して圧力を適切にコント
ロールする床ずれ防止エアマットレス「ここちあ結
起」を発売しました。高い体圧分散性能に加え、背抜
きや姿勢保持などをサポートすることにより、寝て
いるときだけでなく背上げ時の床ずれリスクも軽
減します。

「アルデコラ」シリーズ
希望小売価格：638,000円（税別）

ここちあ結起
希望小売価格：187,000～210,000円（税別）

楽匠Zシリーズ
希望小売価格：オープン
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1993年
伸びて曲がるキューマラインボトム
を採用した「楽匠」を発売

1993年
伸びて曲がるキューマラインボトム
を採用した「楽匠」を発売

1996年
東証一部に株式上場

2002年
メンテナンス
事業を開始

2007年
福祉用具レンタル
卸事業に参入

2008年
病院用ベッドに
離床センサーを搭載

2011年
持株会社体制に移行

1950年
木村寝台工業株式会社
（現、パラマウントベッド
株式会社）設立

1962年
国産初の電動ベッドを開発

1966年
千葉工場を建設、
一貫生産による量産体制を確立

1972年
鋼板プレスボトムを採用した
病院用ベッドの主力モデル
「KA-500」を発売

1983年
初の在宅介護向け専用ベッド
「アウラ電動ベッド」を発売

1987年
株式を店頭公開

売上高推移
（単位：億円）
売上高推移

（単位：億円）

1995年
初の海外現地法人を
インドネシアに設立

国産初の電動ベッド「KA-45」

楽匠Zシリーズ

楽匠

アウラ電動ベッド

千葉工場全景

2014年
ベッド全体が傾く
新しい背上げ機構を採用した
「楽匠Zシリーズ」を発売

特集
Spec ia l  Fea tu re

パラマウントベッドグループ　65年の歩み

　当社グループは医療・介護用ベッドの製造販売を手がけるパラマウント
ベッド株式会社からスタートしたグループです。おかげさまでパラマウント
ベッド株式会社は本年5月25日に会社設立65周年を迎えました。今回は会
社設立以来、当社グループ発展のエポックとなったできごとを売上高の推移
とともにご紹介いたします。
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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26年3月31日現在）

当　期
（平成27年3月31日現在）

科　目 金　額 金　額

流動資産合計 68,469 69,912

固定資産合計 53,832 55,596

資産合計 122,302 125,508

負債合計 39,731 40,117

純資産合計 82,571 85,391

負債純資産合計 122,302 125,508

連結キャッシュ・フロー計算書（要旨） （単位　百万円）

前　期
平成25年4月 1 日から（平成26年3月31日まで）

当　期
平成26年4月 1 日から（平成27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 13,060 21,313

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,373 8,151

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,055 △3,615

財務活動によるキャッシュ・フロー 8,809 △5,375

現金及び現金同等物に係る換算差額 115 △21

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 8,242 △859

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期末残高 21,313 20,453

連結損益計算書（要旨） （単位　百万円）

前　期
平成25年4月 1 日から（平成26年3月31日まで）

当　期
平成26年4月 1 日から（平成27年3月31日まで）

科　目 金　額 金　額

売上高 72,794 75,270

営業利益 11,541 10,038

経常利益 12,357 11,553

当期純利益 7,384 7,264

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
3,549百万円
4.7%

その他
16,208百万円
21.5%

ベッド
33,437百万円
44.4%

病室用家具
4,132百万円
5.5%

レンタル
12,682百万円
16.9%

マットレス
5,260百万円
7.0% 75,270

百万円

品目別売上高

●❽

●❼

●❶❷●❸●❹●❺

●❾

●10

●❻

●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

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



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
2,496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 12,006名
大株主

株式の分布状況

所有数別分布

所有者別分布

20.1％外国法人等
25.8％その他の国内法人

4.7％1千株以上5千株未満
6.6％1千株未満

1.5％5千株以上1万株未満
6.9％1万株以上5万株未満
5.1％5万株以上10万株未満

51.7％50万株以上

23.5％10万株以上50万株未満

28.4％個人・その他
0.6％証券会社
4.6％自己株式
20.5％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） 1,081 3.7
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 939 3.2
木村憲司 912 3.1
木村恭介 911 3.1
木村通秀 911 3.1
木村友彦 820 2.8
株式会社みずほ銀行 700 2.4

※  1. 当社は自己株式1,416,244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27年3月31日現在）

S tock  I n fo

会社情報 （平成27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。




