


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35期第2四半期連結累計期間（平成28年4月1日から平
成28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323億83百万円（前年同期比3.1％減）、
営業利益は44億43百万円（同16.3％増）とな

りました。診療報酬改定等の影響や高齢者施設の新築
案件の減少等により医療・高齢者施設向けの販売が減
少したものの、メンテナンス、福祉用具レンタル卸等
の事業は概ね予算通り推移いたしました。
　下期につきましては、上期中に発売いたしましたベッ
ド用手すり「スイングアーム介助バー」や医療施設向
けベッド「メーティスPROシリーズ」のほか、本年10
月発売の電動ベッド「INTIME1000シリーズ」等の新
製品を拡販するとともに、海外事業の強化、さらなる
コストダウンの推進等により、売上、利益ともに拡大
させてまいります。

平成28年4月から平成33年3月までを対
象とした中期経営計画「2020プラン」に
ついて教えてください。

「2020プラン」におきましては「既存事業の
維持・拡大」「海外事業拡大の加速」「新たな成

長の芽となる技術の開発とビジネスモデルの創造」を
重要施策とし、持続的な発展と企業価値の向上を目指
してまいります。
　新たなビジネスモデルとして、ベッド上の患者の心拍、
呼吸を非装着でリアルタイムに測定するほか、さまざ
まな生体情報を一元管理する「スマートベッドシステ
ム™」の受注活動を開始いたしました。医療及び介護
施設においてさらなる人手不足が懸念されるなか、同
システムの利用により、患者の状態把握やデータ入力
等の看護業務の省力化、正確性の向上等が期待されます。
　「2020プラン」では平成33年3月期の連結売上高
1,000億円、連結営業利益140億円を目標としております。
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中期経営計画「2020プラン」を発表
　平成28年4月から平成33年3月までの5年間を対象とした中期経
営計画です。持続的かつ確
実な成長と企業価値の向
上を目指し、平成33年3月
期の連結売上高1,000億円、
連結営業利益140億円を目
標としております。

「2020プラン」の重要施策
❶ 既存事業の維持・拡大
❷ 海外事業拡大の加速
❸ 新規ビジネスモデルの創造

　ベッドへの取り付け方法
にワンタッチ式を採用した
ほか、アーム部の形状や操
作レバー等を見直すことで、
ベッド利用者・スタッフ双
方の安全性・利便性を向上
しました。

医療・介護施設向けスイングアーム介助バー
「KS-098AG」の販売を開始

スイングアーム介助バー「KS-098AG」
希望小売価格：52,000円（税別）

「メーティスPROシリーズ」の木製ボードタイプ
希望小売価格：890,000円（税別）

医療施設向けベッド「メーティスPROシリーズ」の
ラインアップを拡充
　新たにアルミボー
ドタイプと木製ボー
ドタイプを追加しま
した。VIP用特別室
などへ提案してまい
ります。

「バリアフリー2016」（大阪）
に出展

「日本リハビリテーション
医学会学術集会」に出展

「日本周産期・新生児医学会
学術集会」に出展

「国際モダンホスピタルショウ
2016」に出展

パラマウントベッド高松営業所
にショールームを開設

「日本看護管理学会学術集会」
に出展

「メーティスPROシリーズ」が
グッドデザイン賞を受賞

ロボット介護機器
「ロボヘルパーSASUKE」の
販売を開始



デザイン性に優れた一般家庭向け電動ベッドを発売【新製品】～必要時には介護用に“変身”～

　10月13日、優れたデザイン性を持つ一般家庭向け電動ベッド「INTIME（インタイム）1000シリーズ」を発売し
ました。ラインアップは486通り。ボード形状や色柄など豊富なデザインバリエーションを持ち、インテリアやお好
みに合わせて選ぶことができます。
　「INTIME1000シリーズ」には当社グループがメディカルケア分野で培った技術を盛り込みました。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
などを搭載することで、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
類を取り付けることができるため、療養や介護が必要になった際にも使用できます（特許申請中）。
　価格は145,000円（非課税／マットレスは別売）から。パラマウントベッド直営店のほか、家具店や寝具専門店な
どでお求めいただけます。

INTIME1000シリーズ
（ハリウッドスタイル・ラウンドボードタイプ）

特集
Spec ia l  Fea tu re



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28年3月31日現在）

当第2四半期
連結会計期間末
（平成28年9月30日現在）

科　目 金　額 金　額

流動資産合計 70,989 68,046

固定資産合計 55,290 54,315

資産合計 126,279 122,362

負債合計 41,055 36,407

純資産合計 85,223 85,955

負債純資産合計 126,279 122,362

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27年4月 1 日から（平成27年9月30日まで）

当第2四半期
連結累計期間
平成28年4月 1 日から（平成28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 20,453 22,615

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,405 8,465

投資活動によるキャッシュ・フロー △683 396

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,741 △1,005

現金及び現金同等物に係る換算差額 △27 △185

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,953 7,670

現金及び現金同等物の四半期末残高 23,407 30,286

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27年4月 1 日から（平成27年9月30日まで）

当第2四半期
連結累計期間
平成28年4月 1 日から（平成28年9月30日まで）

科　目 金　額 金　額

売上高 33,402 32,383

営業利益 3,821 4,443

経常利益 4,190 3,887

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,703 2,684

財務情報
F inanc ia l  Rev iew

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



F inanc ia l  Rev iew

医療用器具備品
1,625百万円
5.0%

レンタル
7,649百万円
23.6%

ベッド
12,332百万円
38.1%

病室用家具
1,803百万円
5.6%

その他
7,004百万円
21.6%

マットレス
1,967百万円
6.1%

32,383
百万円

品目別売上高（連結）
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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

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

※  平成28年10月24日に発表いたしました通り、パラマウントベッド株式会社は、同社が保有するコロナ メディカルの株式の全てを同年10月31日に譲渡しております。



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

平成28年4月に実施された診療報酬改定の影響等により、前年同期比では減収
となったものの、コスト削減により営業利益は増加

当第2四半期のポイント
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32,383 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

3,887 百万円 2,684 百万円

94.25 円 122,362 百万円 85,955 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28年9月30日現在）

S tock  I n fo

会社情報 （平成28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
2,744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 東京都千代田区神田錦町三丁目11番地（神田錦町三丁目ビルディング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（神田錦町三丁目ビルディング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

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 9,558名
大株主

株式の分布状況

所有数別分布

所有者別分布

21.5％外国法人等
25.7％その他の国内法人

3.5％1千株以上5千株未満
5.1％1千株未満

1.4％5千株以上1万株未満
7.1％1万株以上5万株未満
4.1％5万株以上10万株未満

56.5％50万株以上

22.3％10万株以上50万株未満

25.1％個人・その他
0.7％証券会社
7.6％自己株式
19.4％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 11.0
有限会社レッジウッド 2,373 8.3
ニウヴァレーキャピタル合同会社 1,679 5.9
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,036 3.6
木村憲司 912 3.2
木村恭介 911 3.2
木村通秀 911 3.2
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 836 2.9
木村友彦 820 2.9
株式会社みずほ銀行 700 2.5

※1.  当社は自己株式2,362,897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。

◦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。




