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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年9月30日） 

 平成25年３月期第２四半期の対前年同四半期増減率につきましては、平成24年３月期第３四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、記載しており
ません。 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年3月期第2四半期 30,749 1.7 4,435 △15.0 4,616 △10.2 2,826 △7.6
25年3月期第2四半期 30,224 ― 5,217 ― 5,141 ― 3,058 ―

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 3,240百万円 （12.7％） 25年3月期第2四半期 2,874百万円 （―％）

1株当たり四半期純利益 潜在株式調整後1株当たり四半期
純利益

円 銭 円 銭

26年3月期第2四半期 92.31 88.64
25年3月期第2四半期 99.63 99.36

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 112,013 79,104 70.3
25年3月期 103,901 76,625 73.5
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  78,794百万円 25年3月期  76,320百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

25年3月期 ― 20.00 ― 25.00 45.00
26年3月期 ― 25.00
26年3月期（予想） ― 25.00 50.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 1株当たり当期
純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 70,400 5.5 12,200 8.5 12,600 5.2 7,600 7.1 248.08



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

（注）特定子会社の異動に該当しない子会社の異動につきましては、添付資料Ｐ．２ 「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （１）当四半期連結累計期
間における重要な子会社の異動」をご覧ください。 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく
四半期連結財務諸表に対するレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び
業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料Ｐ．２ 「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３）連結業績予想などの将来予測情報に関す
る説明」をご覧ください。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期2Q 30,812,287 株 25年3月期 30,792,587 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 173,202 株 25年3月期 188,384 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 30,623,799 株 25年3月期2Q 30,700,233 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の各種経済政策の効果もあり、円安・株高が進行し、輸

出環境の持ち直しや企業収益の改善が見られるなど、緩やかな景気回復傾向にありました。一方で、円安による原

材料価格の上昇や欧州の経済危機による海外景気の下振れなど、先行きにつきましては依然として不透明な状況と

なっております。 

 このような環境のもと、当社グループは中核事業である医療及び高齢者施設向け製品の販売事業において、更新

需要掘り起こしの活動を推進するとともに、「海外事業の強化」と国内における「事業領域の拡大」に向けて注力

してまいりました。 

 海外事業におきましては、グループ連携の強化と 適地生産体制を目指し、海外現地法人「パラマウントベッド 

メキシコ」と「パラマウントベッド ベトナム」をそれぞれ設立いたしました。中南米諸国向けの販売会社「パラ

マウントベッド メキシコ」は平成26年１月、医療用ベッド関連備品等の製造会社「パラマウントベッド ベトナ

ム」は同６月の始業を予定しております。 

 国内におきましては、福祉用具レンタル卸事業のさらなる効率化を図るため、事業所を３ヵ所新設いたしまし

た。これにより全国の直営拠点数は53ヵ所となりました。 

 製品開発におきましては、ベッドの背上げ時の身体のずれや圧迫を低減するマットレス「ストレッチシリーズ」

を発売いたしました。 

 販売面につきましては、国内の高齢者施設向け製品販売事業について、新築案件の減少等により、好調であった

前年同期を下回りましたが、その他は国内、海外とも概ね堅調に推移いたしました。  

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間は、売上高307億49百万円（前年同期比1.7％増）、営業利益44億35百万

円（同15.0％減）、経常利益46億16百万円（同10.2％減）、四半期純利益28億26百万円（同7.6％減）となりまし

た。 

 また、当社グループの事業は単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。 

   

（２）財政状態に関する説明 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、1,120億13百万円となり、前連結会計年度末より81億11百万円増加い

たしました。増加の主な要因は、現金及び預金、有価証券、投資有価証券が増加したことによるものです。 

 負債につきましては、329億９百万円となり、前連結会計年度末より56億32百万円増加いたしました。増加の主

な要因は、新株予約権付社債を新たに発行したことによるものです。 

 純資産につきましては、791億４百万円となり、前連結会計年度末より24億79百万円増加いたしました。増加の

主な要因は、利益剰余金、為替換算調整勘定が増加したことによるものです。この結果、当第２四半期連結会計期

間末の自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ3.1ポイント減少し、70.3％となりました。    

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成25年５月13日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。   

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

 なお、特定子会社の異動には該当しておりませんが、第１四半期連結会計期間より、当社の非連結子会社であっ

たパラマウントベッド アジア パシフィックは、当社グループにおける重要性が増したため、連結の範囲に含めて

おります。 

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

   

 該当事項はありません。   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 16,073 25,090

受取手形及び売掛金 21,616 14,420

リース債権及びリース投資資産 2,287 2,336

有価証券 4,640 7,540

商品及び製品 4,094 4,275

仕掛品 243 238

原材料及び貯蔵品 1,313 1,487

その他 2,531 2,053

貸倒引当金 △60 △50

流動資産合計 52,739 57,392

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 26,335 26,562

減価償却累計額 △16,836 △17,182

建物及び構築物（純額） 9,499 9,379

機械装置及び運搬具 7,056 7,265

減価償却累計額 △5,835 △6,042

機械装置及び運搬具（純額） 1,220 1,222

土地 8,676 8,683

リース資産 361 246

減価償却累計額 △240 △147

リース資産（純額） 120 98

賃貸資産 13,978 14,889

減価償却累計額 △5,085 △5,586

賃貸資産（純額） 8,892 9,302

建設仮勘定 191 669

その他 8,126 8,241

減価償却累計額 △6,806 △6,943

その他（純額） 1,320 1,297

有形固定資産合計 29,920 30,655

無形固定資産   

のれん 121 82

その他 2,299 2,206

無形固定資産合計 2,420 2,288

投資その他の資産   

投資有価証券 15,184 18,438

その他 3,701 3,302

貸倒引当金 △65 △64

投資その他の資産合計 18,821 21,676

固定資産合計 51,162 54,620

資産合計 103,901 112,013
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 7,978 6,347

短期借入金 215 271

リース債務 1,981 2,203

未払法人税等 3,460 1,634

賞与引当金 1,125 1,128

役員賞与引当金 104 －

その他 4,346 3,059

流動負債合計 19,212 14,645

固定負債   

新株予約権付社債 － 10,047

長期借入金 457 500

リース債務 3,665 3,529

退職給付引当金 3,278 3,547

環境対策引当金 46 46

その他 616 591

固定負債合計 8,064 18,263

負債合計 27,276 32,909

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,135 4,152

資本剰余金 49,805 49,822

利益剰余金 21,656 23,692

自己株式 △477 △442

株主資本合計 75,120 77,224

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 766 804

為替換算調整勘定 434 765

その他の包括利益累計額合計 1,200 1,570

新株予約権 29 23

少数株主持分 275 286

純資産合計 76,625 79,104

負債純資産合計 103,901 112,013
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 30,224 30,749

売上原価 15,906 16,359

売上総利益 14,317 14,389

販売費及び一般管理費 9,100 9,954

営業利益 5,217 4,435

営業外収益   

受取利息 54 71

受取配当金 38 104

投資事業組合運用益 － 43

匿名組合投資利益 － 63

その他 89 78

営業外収益合計 182 362

営業外費用   

支払利息 57 47

為替差損 24 98

投資事業組合運用損 118 －

匿名組合投資損失 39 －

その他 19 35

営業外費用合計 259 181

経常利益 5,141 4,616

特別利益   

投資有価証券売却益 4 155

投資有価証券償還益 － 54

特別利益合計 4 210

特別損失   

投資有価証券売却損 47 －

投資有価証券償還損 － 0

特別損失合計 47 0

税金等調整前四半期純利益 5,097 4,827

法人税、住民税及び事業税 2,085 1,934

法人税等調整額 △88 55

法人税等合計 1,996 1,989

少数株主損益調整前四半期純利益 3,101 2,837

少数株主利益 42 10

四半期純利益 3,058 2,826
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 3,101 2,837

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △153 38

為替換算調整勘定 △73 364

その他の包括利益合計 △226 402

四半期包括利益 2,874 3,240

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,829 3,196

少数株主に係る四半期包括利益 45 43
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 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）
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