


社長ごあいさつ
Top Message

　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（2019年4月1日から2020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  友 彦

当期の業績について
　当期の業績（連結）につきましては、期末に新型コ
ロナウイルス感染拡大防止措置を講じる医療施設・高
齢者施設等による製品納入の延期要請が増加したもの
の、製品販売、メンテナンス、レンタル卸、海外の各
事業が概ね予算通りに推移した結果、売上高は前年度
比2.9％増の823億79百万円となりました。
　利益面につきましては、営業利益は、人件費、運送
費等の増加のほか、新型コロナウイルス感染症の影響
による納入の延期などにより99億6百万円（前年度比
6.4％減）、経常利益は101億45百万円（同7.1％減）、
親会社株主に帰属する当期純利益は、特別損失の減少
などにより70億43百万円（同5.1％増）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、利益配当金を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
　今後の見通しにつきましては、新型コロナウイル
ス感染症の影響により極めて厳しい状況の継続が懸念
されております。医療・介護分野におきましては、感
染症拡大の影響で、それぞれの従事者の方々が不眠不
休で奮闘されています。当社グループにおきましては、
製品やサービスの提供を継続することで、医療・介護
体制の維持に貢献し、最前線で奮闘する方々をサポー
トしていきたいと考えております。引き続き、社内外
への感染防止と従業員の安全確保を最優先に考え、政
府・自治体の方針に基づき、迅速に対応してまいります。
　当社グループは新体制のもと、10年後の2030年に
向けた目指すべき姿「パラマウントビジョン2030」
と、同ビジョンに基づき2022年度までの3年間を第1
フェーズとする新たな中期経営計画を策定いたしまし
た。ビジョンでは「医療・介護から健康まで、すべて
の人に笑顔を」と掲げ、医療・介護の分野で長年培っ
てきた技術や知見をもとに、今後は健康の分野でも皆
さまに貢献することを新たな目標としています。また、
ESG等、環境問題や社会貢献への取組についてもさら
に強化してまいります。
　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。

社長交代のご報告
　2020年4月1日付で、代表取締役社長の木村恭介が代表取締役会長に、専務取締
役の木村友彦が代表取締役社長に就任いたしました。新体制において社業の一層の
発展と企業価値の向上を目指してまいります。今後も変わらぬご厚情を賜りますよ
うよろしくお願い申し上げます。
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　1台で検査台・ストレッ
チャー・いすとして使用
できる移動式の検査・処
置台です。内視鏡検査な
どの現場において処置・
検査ごとの移乗が不要と
なることで、患者の転倒
リスクやスタッフの介助
負担の軽減に寄与します。 「ムーヴィス（KC-240）」

　ICUや一般急性期病棟で要望が多い追従式サイドレールや高
精度デジタルスケールが搭載された電動ベッドです。離床動
作訓練など近年重要視さ
れているベッドサイドで
のリハビリがしやすいよ
う最低床高を30cmと低
床化したほか、立ち上が
りの支えになるグリップ
を設定。急性期病棟での
使い勝手と安全性を追求
しました。

4月

2019
新製品「ムーヴィス」を発売

　住宅設備・家具資材等の製造販売を行うサダシゲ特殊合板株
式会社（本社：広島県府中市）を子会社化しました。同社は天
然木の良さを生かした高いデザイン力と加工技術に強みを持っ
ております。木製家具分野におけるシナジー効果を創出し、医
療・高齢者施設等への木製品販売の拡大を目指します。

サダシゲ特殊合板を子会社化

急性期医療向けベッド「アリウスシリーズ」を発売

5月

8月

7月

6月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

2020

■新製品「Active Sleep BED」
を発売

■リハビリ用動画システム
「Trotto」を発売

■パラテクノ、子会社のCSアメ
ニテサポートを吸収合併

■IT技術とエレクトロニクスの
国際展示会CEATECに出展

■「眠りSCAN」のレンタルサー
ビスを開始

■パラマウントケアサービス、
本社を移転

■新製品「INTIME2000i」を
発売

■国際福祉機器展H.C.R.2019
に出展

「アリウスシリーズ（KA-H7410B）」



「眠りSCAN」によるデータ活用事業を推進
　医療・高齢者施設向けに提供している睡眠計測センサー「眠りSCAN」を活用したデータ活用事業を推進します。
本年3月に損害保険大手で介護事業も手掛けるSOMPOホールディングス株式会社と業務提携契約を締結しました。
同社の持つ介護施設の18,000ベッドに「眠りSCAN」を導入し、生体情報や睡眠情報、ベッド上の起居動作等の情
報などと、個々人の食事や服薬、日中の活動などの生活に密着した情報を集約して大規模なデータベースを構築する
ほか、食品や薬品、運動などが身体に与える効果を共同で検証・分析。将来的には、この情報基盤や分析結果を活用
した、さまざまな社会課題を解決する製品・サービスの開発を目指します。
　「眠りSCAN」は、介護業務の省力化や感染防止対策などの観点でも注目を集め、2020年3月期の販売は前年度比
で約4割増となりました。昨年12月にはレンタルの仕組みをスタートしたほか、本年5月には映像の確認ができるカ
メラシステムの提供を開始しました。今後もさらなる普及のための環境整備を推進してまいります。

特集
Spec ia l  Fea tu re

遠隔でもPC端末や携帯端末にて入居者の様子を確認できる。

「眠りSCAN（NN-1520）」



財務情報
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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
（2019年3月31日現在）

当　期
（2020年3月31日現在）

科　目 金　額 金　額

流動資産合計 81,212 76,848

固定資産合計 62,794 67,409

資産合計 144,006 144,257

負債合計 35,764 37,191

純資産合計 108,242 107,066

負債純資産合計 144,006 144,257

連結キャッシュ・フロー計算書（要旨）� （単位　百万円）

前　期
2018年4月 1 日から（2019年3月31日まで）

当　期
2019年4月 1 日から（2020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 34,435 37,069

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,914 9,087

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,464 △3,579

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,842 △7,475

現金及び現金同等物に係る換算差額 26 △90

現金及び現金同等物の増減額 2,633 △2,059

現金及び現金同等物の期末残高 37,069 35,009

連結損益計算書（要旨）� （単位　百万円）

前　期
2018年4月 1 日から（2019年3月31日まで）

当　期
2019年4月 1 日から（2020年3月31日まで）

科　目 金　額 金　額

売上高 80,088 82,379

営業利益 10,580 9,906

経常利益 10,923 10,145

親会社株主に帰属する当期純利益 6,704 7,043



F inanc ia l  Rev iew

その他
15,013百万円
18.2%

マットレス
4,834百万円
5.9%

ベッド
24,091百万円
29.3%

レンタル
21,201百万円
25.7%

病室・居室用家具
7,534百万円
9.1%

医療用器具備品
6,088百万円
7.4%

82,379
百万円

部品等
3,614百万円
4.4%

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
●❺サダシゲ特殊合板株式会社

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
●●パラマウントベッド タイランド
●パラマウントベッド インディア
●パラマウントベッド メキシコ
●パラマウントベッド ベトナム
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2.9％増
・�人件費、運送費等の増加のほか、新型コロナウイルス感染症の影響による納入
の延期などにより、営業利益は前年同期比6.4％減

当期のポイント
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第38期

38,952

82,379 9,906

第38期

第38期

3,450

7,043

第38期

114.78

236.41

第38期

4,940

第38期

107,066
144,257

第37期

80,088

36,759

10,580

第37期

4,868

第37期

3,693

6,704

第37期

123.52

223.67

第37期

144,006

第37期

108,242

000

0 00

82,379 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

9,906 百万円 7,043 百万円

236.41 円 144,257百万円 107,066百万円

売上高 営業利益 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 （2020年3月31日現在）

S tock  I n fo

会社情報 （2020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
3,494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	 8,172名
大株主

株式の分布状況

所有数別分布

所有者別分布

25.5％外国法人等
22.4％その他の国内法人

3.2％1千株以上5千株未満
4.0％1千株未満

1.2％5千株以上1万株未満
5.6％1万株以上5万株未満
2.8％5万株以上10万株未満

61.1％50万株以上

22.1％10万株以上50万株未満

23.6％個人・その他
0.3％証券会社
5.9％自己株式
22.3％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 9.7
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2,343 8.1
有限会社レッジウッド 2,073 7.1
NORTHERN	TRUST	CO.（AVFC）RE	FIDELITY	FUNDS 1,879 6.5
ニウヴァレーキャピタル合同会社 1,379 4.7
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口9） 1,077 3.7
木村通秀 911 3.1
木村憲司 907 3.1
木村恭介 907 3.1
木村友彦 873 3.0
※	当社は自己株式1,814,533株を保有しておりますが、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


