
39



社長ごあいさつ Top Message

代表取締役社長
木 村  友 彦

Q：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。

A：売上高は380億48百万円（前年同期比2.3％減）、
営業利益は46億46百万円（同6.0％減）となりま
した。前期に消費増税前の駆込み需要があった反
動や、新型コロナウイルス感染症による営業活動
自粛等の影響により減収減益決算となったものの、
在宅介護向けの新製品の販売が好調に推移したほ
か、医療・介護・健康の各事業の売上が想定を上
回ったことで、7月に発表いたしました従来予想
に対しては売上、利益ともに上回ることができま
した。
新型コロナウイルス感染症に関する先行きは不透
明な状況が続いておりますが、引き続き、社内外
への感染防止と従業員の安全確保に努めながら、
事業活動を通じた医療・介護体制維持への貢献と、
企業価値の向上に向けて取り組んでまいります。

Q：在宅介護向けの新製品について教えてくだ
さい。

A：新製品は8月に発売した在宅介護向けの主力ベッ
ド「楽匠プラスシリーズ」です。今回の発売は約
6年半振りのフルモデルチェンジとなります。快
適性を向上した新しい背上げ機構やスマートフォ
ンとの連携機能など、利用者や介護者にとって便
利な機能を高くご評価いただいております。ま
た、自動点検機能や保管スペースの削減につなが
るパーツ構成など、レンタル事業者の皆さまの業
務効率化に役立つ特長も備えております。詳細は
本報告書の特集ページでも紹介しておりますので、
ぜひご覧ください。今後も利用者の皆さまが安心
して快適に利用できること、医療・介護に従事す
る皆さまのサポートにつながることを目指して、
さらなる製品・サービスの開発に努めてまいり 
ます。

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39期第2四半期連結累計期間（2020年4月1日から 
2020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。



　治療や検査に臨む小児患者に対してその内
容の理解を促すツール。希望する小児医療関
係者に無償で提供しています。弊社グループ
はこれからもESG・SDGsなど社会貢献に配慮
した取組みを積極的に進めてまいります。

「ぷれパレット」。第14回キッズデザイン賞受賞。

「見守りSENSEα」
赤外線センサータイプ。

小児医療向け「ぷれパレット」を開発

　赤外線を利用した離床センサー。ベッ
ドからの離床だけでなくトイレや居室外
への移動などの検知にも活用できます。
見守りセンサー「眠りSCAN」との連携
も可能。

離床センサー「見守りSENSEα」の
赤外線センサータイプを発売

椅子付き歩行車「レッツウォーク」の
レンタルを開始

■カメラシステム
「眠りSCAN eye」を発売

■パラマウントケアサービス、
湘南営業所を移転

■パラマウントケアサービス、
仙台メンテナンスセンターを開設

■在宅介護用
「楽匠プラスシリーズ」を発売

椅子付き歩行車
「レッツウォーク」。

　ハンドルの高さが6段階、座面の高さが4段
階でそれぞれ調節できる椅子付きの歩行車で
す。1台でいろいろな体型の方に対応可能です。
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【新製品】ICTを搭載した在宅向け介護ベッド「楽匠プラスシリーズ」
～スマホアプリと連携しリモート介護を支援～

　8月、在宅介護用ベッドの主力製品となる「楽匠プ
ラスシリーズ」を発売しました。「楽匠プラスシリー
ズ」は累計26万台の販売実績をもつ「楽匠Zシリーズ」
の後継機種です。独自の構造でずれや圧迫感の少ない
背上げを実現したほか、ベッドとの情報伝達機能を強
化して利用者向けと事業者向けのスマートフォン用ア
プリを用意。スマートフォンと連携して利用者・事業
者の利便性を向上する機能を搭載しました。

特集 Spec ia l  Fea tu re

詳細情報はこちら。
紹介動画もご覧になれます。 「楽匠プラスシリーズ（KQ-A6322）」

骨盤を支える独自の構造でずれや
圧迫感の少ない安定した背上げを
実現。

腰サポートが
骨盤を立たせる

ずれを抑制
短い腰ボトム
坐骨と大転子
がしっかり収まる

ベッドの呼び出しボタンを押すと
家庭内の設定したスマホに通知し
ます。

スマホでのベッド操作が可能。
操作ボタンの大きさも選べます。



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

（2020年3月31日現在）

当第2四半期
連結会計期間末
（2020年9月30日現在）

科　目 金　額 金　額

流動資産合計 76,848 75,073

固定資産合計 67,409 67,765

資産合計 144,257 142,838

負債合計 37,191 34,155

純資産合計 107,066 108,683

負債純資産合計 144,257 142,838

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
2019年4月 1 日から（2019年9月30日まで）

当第2四半期
連結累計期間
2020年4月 1 日から（2020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 37,069 35,009

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,095 4,991

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,449 △1,127

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,521 △1,510

現金及び現金同等物に係る換算差額 △102 △87

現金及び現金同等物の増加額 22 2,266

現金及び現金同等物の四半期末残高 37,091 37,276

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
2019年4月 1 日から（2019年9月30日まで）

当第2四半期
連結累計期間
2020年4月 1 日から（2020年9月30日まで）

科　目 金　額 金　額

売上高 38,952� 38,048

営業利益 4,940� 4,646

経常利益 4,921� 4,893

親会社株主に帰属する四半期純利益 3,450� 2,625

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



38,048
百万円

その他
7,348百万円
19.3%

マットレス
2,069百万円
5.4%

ベッド
10,825百万円
28.5%

レンタル
11,239百万円
29.5% 病室・居室用家具

2,153百万円
5.7%

医療用器具備品
2,639百万円
6.9%

部品等
1,771百万円
4.7%

品目別売上高（連結）

F inanc ia l  Rev iew

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
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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



・�在宅向け新ベッド「楽匠プラスシリーズ」の販売が好調に推移したものの、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、売上高は前年同期比2.3％減

・�非連結のブラジル子会社に対する出資金の評価損を特別損失として計上したため、親会
社株主に帰属する四半期純利益は、前年同期比23.9％減

当第2四半期のポイント

財務ハイライト（連結） F inanc ia l  H igh l i gh t
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38,048 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

4,646 百万円 2,625 百万円

90.35 円 142,838 百万円 108,683 百万円

売上高 営業利益 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 （2020年9月30日現在） 会社情報 （2020年9月30日現在） Company  In foS tock  I n 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
3,603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	 7,932名
大株主

株式の分布状況

所有数別分布

所有者別分布

24.6％外国法人等
22.4％その他の国内法人

3.1％1千株以上5千株未満
3.9％1千株未満

1.5％5千株以上1万株未満
5.4％1万株以上5万株未満
2.4％5万株以上10万株未満

61.0％50万株以上

22.7％10万株以上50万株未満

23.5％個人・その他
0.4％証券会社
5.9％自己株式
23.2％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） 2,543 8.8
有限会社レッジウッド 2,073 7.1
NORTHERN	TRUST	CO.（AVFC）RE	FIDELITY	FUNDS 1,659 5.7
ニウヴァレーキャピタル合同会社 1,379 4.7
株式会社日本カストディ銀行（信託口9） 1,040 3.6
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1,814,664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


