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当期の業績について
　当期の業績（連結）につきましては、新型コロナウ
イルス感染拡大の影響により営業活動の制約等、国内
外においてさまざまな影響が生じたものの、2020年
8月に発売した在宅介護向けベッドの主力製品「楽匠
プラスシリーズ」や、同年10月発売の体重設定や体位
変換等を全自動で行う床ずれ防止エアマットレス「こ
こちあ利楽flow」などの製品販売が好調であったほか、
パラマウントケアサービスの福祉用具レンタル卸事業
が堅調に推移したこと、海外の一部エリアにおいて病
床の緊急整備案件が発生したことなどの結果、売上高
は前年度比5.8％増の871億71百万円となりました。
　利益面につきましては、営業利益は、新製品販売が
粗利率向上に寄与したことなどにより115億82百万円

（前年度比16.9％増）、経常利益は134億61百万円（同
32.7％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は、86
億11百万円（同22.3％増）となりました。
　当期の利益配当につきましては、期末配当金を当初
予定より3円増配の53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103
円となりました。
　また、当社は株式の流動性を高め投資家層の拡大を
図ることを目的に、2021年4月1日を効力発生日として、
普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施いた 
しました。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、1株当たり中間26円、期
末27円とし、年間配当金を53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2022年度までの中期経営計画につき
まして、新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、期
間を2023年度まで1年間延長するとともに、数値目標
を本年4月に公表いたしました。「現行ビジネスの拡大」

「変革への基盤構築」「健康事業の本格化」を基本方針
とし、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。中長期成長に向けた戦
略投資期間と位置付け、システム関連投資や新規ビジ
ネス投資、設備投資を増加するなどして、2023年度の
売上高890億円、営業利益120億円を目標としており
ます。
　また、当社は2021年度より「収益認識に関する会
計基準」（企業会計基準第29号）等を適用いたします。
これにより、仕入れ販売等に関する売上高が従来と比
べて目減りすることになります。当該基準等を適用し
た本年度の売上高は810億円、営業利益は106億円を
それぞれ目指してまいります。
　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。

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（2020年4月1日から2021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。



「ここちあ利楽flow（清拭タイプ）」

　AI機能により体重や体型を推測し圧力を自
動で調整する床ずれ防止エアマットレスです。
体位変換を全自動で行う機能や姿勢保持機能
を搭載し、当社最高クラスの体圧分散性能を
備えます。

新製品「ここちあ利楽flow」を発売

新マットレス工場外観

　延床面積約3,900㎡のマットレス専用工場で
す。3つの加工エ
リアを一つのライ
ンでつなぐ一貫生
産体制により生産
効率を従来に比べ
て約30%向上さ
せました。

千葉工場にて新マットレス工場が稼働

　「眠りSCAN」で検知した情報をマイク付き
ヘッドフォンから音声で通知することが可能
なシステムです。端末を確認せずに検知情報
を把握できる
ため介護ス
タッフの皆さ
まの業務効率
化につながり
ます。

「眠りSCAN」とインカムの連携システム
を発売

■パラマウントケアサービス、仙台メンテナ
ンスセンターを新設

■パラマウントケアサービス、長岡営業所を
新設

■新製品「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

■パラマウントベッドさいたま支店が移転
■「アリウスシリーズ ICUベッド」がグッド

デザイン賞を受賞

■小児医療向け「ぷれパレット」を開発
■新製品「見守りSENSEα」の赤外線セン

サータイプを発売

■在宅介護用「楽匠プラス」シリーズを発売

■パラマウントケアサービス、新製品「レッ
ツウォーク」をレンタル開始

■Active Sleepアプリにいびき検知・眠り
のポイント機能を追加

「眠りSCAN」
システム

「クリアトークカム」
システム
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特集 Spec ia l  Fea tu re

新CM放映開始　～介護ベッドにもなるデザイン性に優れた電動ベッドをPR～

　当社は3月、必要なときには介護ベッドにもなるデザイン性に優れた一般家庭向け電動ベッド「INTIMEシリーズ」
のテレビCMをリニューアルしました。「人生に寄り添うと、ベッドはこうなる」をキーフレーズに、夫婦や親子が
ショールームや売り場でベッドを体験する様子を通じて、専用アプリを通じて見守りができる機能や介護ベッドにも
組み替えられる特長を紹介しています。「Active Sleep BED」のCMとあわせて認知向上を図り、健康事業のさらな
る拡大を目指してまいります。

ラジオCMもスタート
3月、TBSラジオ「イモトアヤコのすっぴんしゃん」（毎週水曜21時30分～）へのCM提供を開始しま
した。CMの内容は「ねむる・おきる・いきる篇」（40秒）と「子守唄篇」（20秒）の2種類で、医療
事業向け・介護事業向けから健康事業向けまで、さまざまなベッド開発を通じて社会に貢献するとい
う企業姿勢を表現しています。

テレビ東京系列 「月曜プレミア8」
TBS系列

（毎週月曜・20時～）
（毎週水曜・17時50分～）「Nスタ」

テレビ東京系列 「ナゼそこ？」
テレビ東京系列

（毎週木曜・21時～）
（毎週金曜・21時～）「所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！」

TBS系列 「報道特集」
日本テレビ系列

（毎週土曜・17時30分～）
（毎週日曜・18時～）「真相報道バンキシャ！」

現在のCM放映番組は下記のとおりになります。



財務情報 F inanc ia l  Rev iew

連結財務諸表
連結貸借対照表（要旨）� （単位　百万円）

前　期
（2020年3月31日現在）

当　期
（2021年3月31日現在）

科　目 金　額 金　額

流動資産合計 76,848 86,144

固定資産合計 67,409 68,213

資産合計 144,257 154,358

負債合計 37,191 40,535

純資産合計 107,066 113,822

負債純資産合計 144,257 154,358

連結キャッシュ・フロー計算書（要旨）� （単位　百万円）

前　期
2019年4月 1 日から（2020年3月31日まで）

当　期
2020年4月 1 日から（2021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 37,069 35,009

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,087 10,279

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,579 △1,541

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,475 △3,044

現金及び現金同等物に係る換算差額 △90 52

現金及び現金同等物の増減額 △2,059 5,746

現金及び現金同等物の期末残高 35,009 40,756

連結損益計算書（要旨）� （単位　百万円）

前　期
2019年4月 1 日から（2020年3月31日まで）

当　期
2020年4月 1 日から（2021年3月31日まで）

科　目 金　額 金　額

売上高 82,379 87,171

営業利益 9,906 11,582

経常利益 10,145 13,461

親会社株主に帰属する当期純利益 7,043 8,611

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



87,171
百万円

その他
14,269百万円
16.4%

マットレス
5,139百万円
5.9%

ベッド
26,154百万円
30.0%

レンタル
23,013百万円
26.4%

病室・居室用家具
7,297百万円
8.4%

医療用器具備品
7,525百万円
8.6%

部品等
3,771百万円
4.3%

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



◦�国内医療施設向けのベッド販売が減少したものの、在宅介護向け新ベッドの上市効果と、福祉用具
レンタル卸事業が堅調に推移したことにより、売上高は前年度比5.8%増

◦�業容拡大に伴い人件費や運送費等が増加し、中長期成長に向けた戦略投資を強化したものの、新製
品等の売上増により、営業利益は前年度比16.9％増

当期のポイント

財務ハイライト（連結） F inanc ia l  H igh l i gh t
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※当社は、2021年4月1日を効力発生日として、普通株式1株につき
2株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に
当該株式分割が行われたと仮定して、「1株当たり当期純利益」を
算定しております。

第39期

38,048
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38,952
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3,450
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45.18
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113,822
107,066

154,358
144,257
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87,171 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

11,582 百万円 8,611 百万円

148.15 円 154,358 百万円 113,822 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 （2021年3月31日現在） 会社情報 （2021年3月31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
3,614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

　※		当社は2021年4月1日を効力発生日として、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行いました。
これにより発行可能株式総数は252,000,000株、発行済株式の総数は61,754,974株にそれぞれ増加
しております。

株主数	 8,071名
大株主

株式の分布状況

所有数別分布

所有者別分布

23.2％外国法人等
22.4％その他の国内法人

3.0％1千株以上5千株未満
4.0％1千株未満

1.6％5千株以上1万株未満
5.3％1万株以上5万株未満
3.9％5万株以上10万株未満

61.2％50万株以上

21.0％10万株以上50万株未満

23.6％個人・その他
0.8％証券会社
5.9％自己株式
24.1％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） 2,816 9.7
有限会社レッジウッド 2,073 7.1
ニウヴァレーキャピタル合同会社 1,379 4.7
NORTHERN	TRUST	CO.	(AVFC)	RE	FIDELITY	FUNDS 1,237 4.3
株式会社日本カストディ銀行（信託口9） 1,047 3.6
木村通秀 911 3.1
木村恭介 907 3.1
木村憲司 903 3.1
木村友彦 873 3.0
※当社は自己株式1,814,890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


