


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38期第2四半期連結累計期間（2019年4月1日から
2019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389億52百万円（前年同期比6.0％増）、

営業利益は49億40百万円（同1.5％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、

パラテクノ株式会社およびパラマウントケアサービス

株式会社が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“眠

りの自動運転”を実現した「Active	Sleep	BED」や

“遠隔での見守り”ができる電動ベッド「INTIME2000i」

を中心に、睡眠関連ビジネスを行うコンシューマー事

業を強化するなど、業績の拡大に向けて取り組んでま

いります。

睡眠計測センサー「眠りSCAN」の
状況はいかがですか。

「眠りSCAN」はベッド利用者の睡眠状態、覚

醒、起き上がり、離床などをリアルタイムで

遠隔においても確認できる製品です。人手不足に悩む

高齢者施設等における夜間の見守り支援や利用者の生

活状態の把握などに活用いただいています。介護スタッ

フの業務効率化・負担軽減と利用者の安全性向上に役

立つことをご評価いただき、順調に販売を拡大してい

ます。今後も導入事例やその効果を積極的にアピール

するなど、さらなる普及を目指してまいります。
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社長ごあいさつ
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トピックス
Top ics

パラテクノ、子会社のCSアメニティサポートを
吸収合併
　メンテナンス事業を担うパラテクノ株式会社は本年
4月、2018年2月に子会社化したテレビレンタル事業
を行うCSアメニティサポート株式会社を吸収合併い
たしました。病院向けサービス事業のさらなる拡充に
より業容の拡大を図ってまいります。

2019

国際福祉機器展H.C.R.2019に出展

リハビリ用動画システム
「Trotto」を発売
　歩行訓練などのリハビリテーション
に特化した動画撮影・編集・管理の一
貫システムです。3つのカメラによる
多角的な撮影機能のほか、過去や目標
との比較がしやすい画面構成など、理
学療法士等の専門スタッフの使いやす
さ、分析のしやすさを追求しました。

 「Trotto（トロット）」

4月

5月

6月

7月

8月

9月

　H.C.R.は、ハンドメイドの自助具から最先端技術を
活用した介護ロボットまで世界の福祉機器を一堂に集
めたアジア最大規模の国際展示会です。傾斜を組み合
わせた背上げ機構を搭載した介護ベッド「楽匠Zシリー
ズ」、全自動床ずれ防止エアマットレス「ここちあ利楽」
をはじめとした主力モデルを出展したほか、当社製品
の 歴 史 を 紹 介 す る コ ー
ナーを設け、当社の理念
や製品の開発思想などを
紹介しました。

H.C.R.出展ブース

●1 台 で 検 査 台・ス ト レ ッ
チャー・いすとして使用で
きる処置台「ムーヴィス」を
発売

●パラマウントベッド、日本
水泳連盟から特別功労賞受賞

●総合福祉展「バリアフリー
2019」に出展

●コンシューマー向け電動ベッ
ド「Active Sleep BED」を
発売

●パラマウントケアサービス、
京都営業所を移転

●コンシューマー向け電動ベッ
ド「INTIME2000i」を発売

●「国際モダンホスピタルショ
ウ2019」に出展



Active Sleep BED
　6月1日に発売した「Active	Sleep	BED」は、「眠り
の自動運転」「遠隔での見守り」機能に加え、部位ごと
に10段階に硬さを設定できるマットレス「Active	
Sleep	MATTRESS」を組み合わせることが可能です。
合計100万通りの中から好みや日々の体調変化に	
合わせて硬さを選ぶことができます。

INTIME2000i
　7月1日に発売した「INTIME2000i」は両機能に

加えて、新型のヘッドボードデザインを採用したほ

か、必要時には手すりなどの介護用オプションを取

り付けることができる機構を備えています。

特集
Spec ia l  Fea tu re

「ActiveSleepBED」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。CM放映中。

「INTIME2000i」設置イメージ。

　電動ベッドと体動センサーを組み合わせることにより、「眠りの自
動運転」機能や「遠隔での見守り」機能を備えたコンシューマー向け
電動ベッド「Active	Sleep	BED」と「INTIME2000i」を今上半期に
発売いたしました。「眠りの自動運転」は入眠時・熟睡時・起床時の
状態に合わせてベッドの角度が自動で変化します。「遠隔での見守り」
は離れて暮らすご家族等の日々の睡眠状況をスマートフォンアプリ
（有料）で確認したり、睡眠情報を取得できなかった際にアラームを
通知する機能を備えています。

スリープテック事業を加速　～「眠りの自動運転」「遠隔での見守り」機能搭載ベッドを発売～

専用アプリで睡眠の採点や遠隔での見守りが可能。



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

（2019年3月31日現在）

当第2四半期
連結会計期間末
（2019年9月30日現在）

科　目 金　額 金　額

流動資産合計 81,212 77,426

固定資産合計 62,794 66,638

資産合計 144,006 144,064

負債合計 35,764 34,161

純資産合計 108,242 109,903

負債純資産合計 144,006 144,064

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
2018年4月 1 日から（2018年9月30日まで）

当第2四半期
連結累計期間
2019年4月 1 日から（2019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 34,435 37,069

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,558 5,095

投資活動によるキャッシュ・フロー △90 △3,449

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,340 △1,521

現金及び現金同等物に係る換算差額 113 △102

現金及び現金同等物の増加額 5,240 22

現金及び現金同等物の四半期末残高 39,676 37,091

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
2018年4月 1 日から（2018年9月30日まで）

当第2四半期
連結累計期間
2019年4月 1 日から（2019年9月30日まで）

科　目 金　額 金　額

売上高 36,759 38,952

営業利益 4,868 4,940

経常利益 5,287 4,921

親会社株主に帰属する四半期純利益 3,693 3,450

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



F inanc ia l  Rev iew

マットレス
2,488百万円
6.4%

部品等
2,781百万円
7.1%

病室用家具
3,681百万円
9.5%

レンタル
10,362百万円
26.6%

その他
4,769百万円
12.2%

38,952
百万円

ベッド
12,009百万円
30.9%

医療用器具備品
2,858百万円
7.3%

品目別売上高（連結）

●❽

●❼

●❶●❷●❸●❹●❺

●❾

●❻

●10

●12
●11

●13

●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

海外非連結子会社
●❾パラマウントベッド タイランド
●10パラマウントベッド インディア
●11パラマウントベッド メキシコ
●12パラマウントベッド ベトナム
13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

・福祉用具のレンタル卸事業、国内医療施設向け販売およびメンテナンス事業が
堅調に推移したことにより、売上高は前年同期比6.0％増
・研究開発費、運送費の増加等と為替差益の減少等により、経常利益は前年同期
比6.9％減

当第2四半期のポイント
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38,952 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

4,921 百万円 3,450 百万円

114.78 円 144,064 百万円 109,903 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 （2019年9月30日現在）

S tock  I n fo

会社情報 （2019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
1982年10月
42億743万円
3,363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	 8,332名
大株主

株式の分布状況

所有数別分布

所有者別分布

26.6％外国法人等
22.2％その他の国内法人

3.0％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
5.3％1万株以上5万株未満
4.4％5万株以上10万株未満

60.1％50万株以上

21.6％10万株以上50万株未満

23.8％個人・その他
0.8％証券会社
2.6％自己株式
24.0％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） 2,332 7.8
有限会社レッジウッド 2,073 6.9
ノーザン　トラスト　カンパニー　エイブイエフシー　リ　フィデリティ　ファンズ 1,857 6.2
ニウヴァレーキャピタル合同会社 1,379 4.6
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口9） 1,008 3.4
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 873 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




