


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（2018年4月1日から2019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、福祉用具貸与
の上限価格設定の影響が懸念されたレンタル卸事業を
はじめ、国内の医療施設向け販売及びメンテナンス事
業等が堅調に推移した結果、売上高は800億88百万円
（前年度比3.7％増）となりました。
　利益面につきましては、営業利益は、新規事業に対
する先行投資に加え、人件費、広告宣伝費等の増加に
より105億80百万円（同0.8％減）、経常利益は投資事
業組合の運用益が前期ほど多くなかったことなどから
109億23百万円（同10.2％減）、親会社株主に帰属す
る当期純利益は、特別損失として関係会社株式評価損
を計上したこともあり67億4百万円（同19.9％減）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50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50円と合わせて100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1株当たり
50円とし、年間配当金を100円とさせていただく予定
です。

今後の事業展開について
　当社グループは2020年度（2021年3月期）まで
の5年間を対象とし、最終年度の連結売上高1,000億
円、連結営業利益140億円を目標とした中期経営計画
「2020プラン」を公表しております。この「2020プ
ラン」では重要施策として「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」を掲げ、持続的な発展
と企業価値の向上を目指しております。
　新たなビジネスにおきましては睡眠と健康領域の新
ブランド「Active	Sleep（アクティブスリープ）」を
立ち上げ、日本初“眠りの自動運転”を実現した「ア
クティブスリープベッド」を6月1日に発売いたしまし
た。センサーを搭載することで睡眠状態に合わせて角
度が自動で変化し、入眠のしやすさや心地よい目覚め
を促します。そのほか、医療及び介護施設における人
手不足への対策として注目されている「スマートベッ
ドシステム」や「眠りSCAN」をはじめ、さまざまな
製品・サービスの拡大に注力してまいります。
　株主の皆さまにおかれましては、今後もご理解とご
支援の程、よろしくお願い申し上げます。



▶▶ANAが空港で歩行車
   「ハンディウォーク」を採用

▶▶パラマウントベッド仙台
支店を移転

▶▶医療・介護用マットレス「エ
バーフィットC3」を発売

▶▶「変なホテル ハウステンボ
ス」が当社製マットレスを
採用

▶▶東京大学染谷教授と合弁
会社「サイントル」を設立

▶▶在宅介護用ベッド「レン
トシリーズ」を発売

▶▶パラマウントケアサービ
ス「東東京営業所」を移転
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　見守り支援システムとの連携を強化した超低床電動
ベッド「エスパシアシリーズ」
が2018年度のグッドデザイン
賞を受賞しました。離床セン
サーによる見守りや体動セン
サーを利用した睡眠状況のセ
ンシングを一元管理できる点
に先進性があること等が評価
されました。

　「ここちあ利楽」は電源を入れるだけで体重や状態
を検知してかたさを自動で調節する全自動運転の床ず
れ防止エアマットレスです。オプションのケーブルを
使うと電動ベッドから電源
供給を受けることができま
す。電源コードが不要にな
ることでベッド周りをすっ
きりと整理できます。

施設向けベッド「エスパシアシリーズ」が
グッドデザイン賞を受賞

医療 ・ 介護用エアマットレス「ここちあ利楽」を発売

リハビリ用足底圧センサー「ワルツイン」を発売

　歩行時の足底にかかる圧力をリアルタイムで表示・
記録でき、脳卒中や整形疾患、パーキンソン病などに
よって歩行機能に障害を負った患者の歩行訓練（リハビ
リ）をより効果的に行うことができます。歩行の“見え
る化”で医師や看護職などの多職種間での情報共有が

より簡単になり、福祉用具選定
の検討や介護計画作成などにも
役立てることが期待されます。

「ワルツイン」の使用イメージ

2019

▶▶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

▶▶新ブランド「アクティブ
スリープ」を発表

「ここちあ利楽」（通気タイプ）

「エスパシアシリーズ」
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【新製品】		“眠りの自動運転”ベッド	
～スリープテック（睡眠テクノロジー）市場に本格参入～

　2019年6月1日、一般家庭向け電動ベッド「アクティブスリープ	ベッド」を発売しました。体動センサーを搭載す
ることで、睡眠の状態に合わせてベッドの角度が自動で変化する“眠りの自動運転”を日本で初めて実現。設定した
起床時刻が近づくと、眠りが浅くなった状態を判定して最適なときに自動で背を上げて心地よい目覚めを促すなど、
入眠時・熟睡時・起床時などの睡眠状態に合わせてベッドの角度が自動で変化します。また、専用のスマートフォン
アプリで腰や足が楽になるポジションなどへの動作や、睡眠の採点が可能です。
　同時発売の「アクティブスリープ	マットレス」は内蔵したエアセルの空気圧を部位ごとに調整することができ、
100万通りの組合せからお好みのかたさを選ぶことができます。

特集
Spec ia l  Fea tu re

「アクティブスリープ	ベッド」の使用イメージ。
背中の角度を少し上げることで呼吸が楽になり入眠しやすくなる効果も。

専用アプリで睡眠の採点やベッドの操作・設定が可能。

　“眠りの自動運転”ベッドの価格は240,000円から（税別／「アクティブスリープ�ベッド」と体動センサー「ア
クティブスリープ�アナライザー」のセット価格／別途マットレスが必要）。「アクティブスリープ�マットレス」の
価格は190,000円から（税別）。パラマウントベッド直営店のほか、取扱いの百貨店や家具店などでお求めいた
だけます。



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。

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

連結財務諸表
連結貸借対照表（要旨）� （単位　百万円）

前　期
（2018年3月31日現在）

当　期
（2019年3月31日現在）

科　目 金　額 金　額

流動資産合計 78,651 81,212

固定資産合計 60,524 62,794

資産合計 139,176 144,006

負債合計 36,373 35,764

純資産合計 102,803 108,242

負債純資産合計 139,176 144,006

連結キャッシュ・フロー計算書（要旨）� （単位　百万円）

前　期
2017年4月 1 日から（2018年3月31日まで）

当　期
2018年4月 1 日から（2019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 27,644 34,435

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,967 7,914

投資活動によるキャッシュ・フロー △493 △2,464

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,621 △2,842

現金及び現金同等物に係る換算差額 △60 26

現金及び現金同等物の増加額 6,791 2,633

現金及び現金同等物の期末残高 34,435 37,069

連結損益計算書（要旨）� （単位　百万円）

前　期
2017年4月 1 日から（2018年3月31日まで）

当　期
2018年4月 1 日から（2019年3月31日まで）

科　目 金　額 金　額

売上高 77,220 80,088

営業利益 10,661 10,580

経常利益 12,161 10,923

親会社株主に帰属する当期純利益 8,366 6,704



F inanc ia l  Rev iew

その他
13,167百万円
16.4%

マットレス
4,847百万円
6.1%

ベッド
25,502百万円
31.9%

レンタル
19,297百万円
24.1%

病室用家具
7,464百万円
9.3%

医療用器具備品
6,031百万円
7.5%

80,088
百万円

部品等
3,778百万円
4.7%

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

※	パラテクノ株式会社がCSアメニティサポート株式会社を2019年4月1日付で吸収合併いたしました。



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

・�福祉用具のレンタル卸事業、国内医療施設向け販売及びメンテナンス事業が
堅調に推移
・�新ブランド「アクティブスリープ」関連費用の計上、人件費の増加及び運用益
の減少等により、経常利益が減少
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80,088 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）

通期

10,923 百万円 6,704 百万円

223.67 円 144,006 百万円 108,242 百万円

売上高 経常利益 親会社株主に帰属する当期純利益

1株当たり当期純利益 総資産 純資産

第2四半期累計期間



株式情報 （2019年3月31日現在）

S tock  I n fo

会社情報 （2019年3月31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
1982年10月
42億743万円
3,224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	 8,290名
大株主

株式の分布状況

所有数別分布

所有者別分布

27.1％外国法人等
22.6％その他の国内法人

3.1％1千株以上5千株未満
4.1％1千株未満

1.5％5千株以上1万株未満
5.2％1万株以上5万株未満
4.7％5万株以上10万株未満

60.7％50万株以上

20.7％10万株以上50万株未満

23.4％個人・その他
0.5％証券会社
2.6％自己株式
23.8％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
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2,231 7.4
有限会社レッジウッド 2,073 6.9
ニウヴァレーキャピタル合同会社 1,379 4.6
SSBTC	CLIENT	OMNIBUS	ACCOUNT 1,262 4.2
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口9） 957 3.2
木村憲司 912 3.0
木村恭介 911 3.0
木村通秀 911 3.0
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 864 2.9
※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




