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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6月30日） 

 

(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1四半期 12,668 1.3 647 44.7 638 46.8 339 44.3
25年3月期第1四半期 12,505 4.5 447 24.6 434 31.0 235 186.3

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 336百万円 （118.8％） 25年3月期第1四半期 153百万円 （20.9％）

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1四半期 1.55 ―
25年3月期第1四半期 1.07 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 59,956 36,066 60.1
25年3月期 61,021 36,208 59.3
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  36,066百万円 25年3月期  36,208百万円

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 ― 1.75 ― 2.25 4.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 2.25 ― 2.25 4.50

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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 25,800 4.1 1,270 38.6 1,230 38.5 650 12.4 2.97
通期 53,600 5.4 2,800 37.0 2,750 36.2 1,460 29.1 6.68



(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は該当しておりませんが、当第１四半期連結累計期間より、連結子会社でありましたFrance bed International (Thailand) Co.,Ltd. 
を連結の範囲から除外しております。 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  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のレビュー手続は終了しております。 

※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。 

※  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1Q 224,487,500 株 25年3月期 224,487,500 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 6,109,360 株 25年3月期 6,109,026 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 218,378,251 株 25年3月期1Q 219,548,473 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

(1) 経営成績に関する説明 

当第１四半期連結累計期間（以下「当期」という。）におけるわが国経済は、新政権による経済対策への期
待感から、株価の回復や円高の是正が進むなど明るい兆しがみえるものの、新興国経済の減速懸念などにより、
依然として不透明な状況が続いております。 
このような経済環境のなかにあって、当社グループでは、増加していく介護ニーズを取り込んでいくため、
メディカルサービス事業に経営資源を投下していくとともに、インテリア健康事業においても、高機能・高付
加価値商品の販売に注力していくことで、グループ全体の収益の拡大を図ってまいりました。 
また、アクティブシニアの方々を対象とした新ブランド「リハテック」商品につきましては、両事業の商品
開発力を活かして製品化するとともに、両事業の保有する販路も活用しながら、市場への浸透を図ってまいり
ました。 
このような状況のもと、当社グループの当期における業績は、売上高は12,668百万円（前年同四半期比1.3％
増）、営業利益は647百万円（前年同四半期比44.7％増）、経常利益は638百万円（前年同四半期比46.8％増）、
四半期純利益は339百万円（前年同四半期比44.3％増）となりました。 
各セグメントの業績は、次のとおりであります。 
①メディカルサービス事業 
メディカルサービス事業においては、介護保険の給付額が増加している福祉用具貸与事業分野に対して、
人員の増強を行うことなどにより、レンタルを中心とした売上の拡大を図りました。 
昨年度に投入した、家庭用高級ベッド分野と医療・介護用ベッド分野で培った技術と経験を活かし、優れ
た体圧分散性と安定した寝心地を実現する床ずれ防止用のエアマットレス「ゆめりら」や、一般家庭用ベッ
ドのシングルサイズ幅と同じ970ミリメートル幅のマットレスを採用し、利用者の方がゆったりと過ごせる電
動介護ベッド「ＦＢＮ-ＰＪＪ９７ ＳＵ」などの拡販に注力し、顧客数の拡大に努めてまいりました。 
また、「リハテック」ブランド商品につきましては、新商品として、歩行が困難な方の歩行を補い、歩行
訓練や歩行の安定性向上につながる自動抑速ブレーキ付歩行車「スマートウォーカー」の展開を開始し、新
たな売上の獲得を図るとともに、介護支援専門員や代理店を対象とした研究会や商品説明会を開催したり、
テレビコマーシャルの放映などを継続することで、認知度の向上やブランドイメージの定着を図ってまいり
ました。 
病院・福祉施設等に対しましては、ベッド上での起き上がりや離床などの動きを感知して通知することに
より、看護師や介護職員などの負担軽減を図る「見守りケアシステムＭ－１」の販売を行うとともに、営業
員の研修による戦力化などに努めてまいりました。 
以上の結果、メディカルサービス事業の売上高は6,696百万円（前年同四半期比1.8％減）、営業利益は455
百万円（前年同四半期比15.7％増）となりました。 
②インテリア健康事業 
インテリア健康事業においては、良質な睡眠を欲したり、自らのライフスタイルにこだわりを持っている
消費者のニーズに応えるべく、これまでに引き続き、高性能・高付加価値商品を市場に投入し、販売に注力
することで、収益力の改善と向上に努めてまいりました。 
家庭用高級ベッドのデザイン性と医療・介護用ベッドの機能性を融合させた、アクティブシニア向けの高
品質な電動リクライニングベッド「グランマックス」シリーズや、世界有数のベッドブランド「スランバー
ランド」シリーズなどの継続的な販売促進に努めるとともに、優れた体圧分散性と通気性を実現して快適な
寝心地を提供する「リハテックマットレス」や、マットレス自体がリクライニングする「ルーパームーブ」
を市場に投入するなど、新たな需要の喚起にも取組んでまいりました。 
また、従前から取引のある家具専門店や、新規に取引を開始する異業種に対して、「電動アシスト三輪自
転車」やハンドル型電動車いす「Ｓ１４１」などの「リハテック」ブランド商品の試乗展示会を引き続き促
進するとともに、高齢者向け商品の売り場である「悠悠プラチナコーナー」の設置を働きかけてまいりまし
た。 
以上の結果、インテリア健康事業の売上高は4,982百万円（前年同四半期比4.1％増）、営業利益は187百万
円（前年同四半期比536.1％増）となりました。 
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③その他 
日用品雑貨販売事業においては、取扱商品の見直しや店舗のスクラップ＆ビルドを継続的に行ない、収益
の改善を図ってまいりました。 
また、戸別訪問販売事業においては、高齢者向け商品の販売強化や異業種法人との新規取引を開始するこ
とにより、売上高の確保に努めてまいりました。 
以上の結果、その他の売上高は989百万円（前年同四半期比10.0％増）、営業損失は21百万円（前年同四半
期は営業利益９百万円）となりました。 
 

(2) 財政状態に関する説明 

(資産) 
当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末（以下「前期末」という。）と比較して1,064百
万円減少し59,956百万円となりました。流動資産は前期末と比較して363百万円減少し33,897百万円となりまし
た。主な要因は、現金及び預金381百万円、たな卸資産664百万円などの増加に対し、有価証券999百万円、受取
手形及び売掛金500百万円などの減少によるものであります。固定資産は前期末と比較して697百万円減少し   
26,050百万円となりました。主な要因は、１年基準（ワンイヤールール）適用となる定期預金600百万円の流動
資産への振替などによるものであります。 
(負債) 
負債は、前期末と比較して923百万円減少し23,890百万円となりました。主な要因は、ファクタリング未払金
172百万円などが増加した一方で、支払手形及び買掛金366百万円、未払法人税等869百万円などが減少したこと
によるものであります。 
(純資産) 
純資産は、前期末と比較して141百万円減少して36,066百万円となりました。主な要因は、増加については四
半期純利益339百万円などであり、減少については剰余金の配当491百万円などによるものであります。 
以上の結果、自己資本比率は、前期末の59.3％から60.1％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15日付「平成25年３月期決算短信」にて公表した業績予想につきましては変更ありません。 
 

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 

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、当第１四半期連結累計期間より、連結子会社でありま

したFrance bed International (Thailand) Co.,Ltd.を連結の範囲から除外しております。 
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３．四半期連結財務諸表 
(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１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部         
  流動資産         
    現金及び預金   7,084   7,466 
    受取手形及び売掛金   11,083   10,582 
    有価証券   5,998   4,998 
    商品及び製品   5,428   5,721 
    仕掛品   434   472 
    原材料及び貯蔵品   1,862   2,196 
    その他   2,381   2,472 
    貸倒引当金   △13   △12 
    流動資産合計   34,260   33,897 
  固定資産         
    有形固定資産         
      土地   6,413   6,413 
      その他（純額）   9,291   9,319 
      有形固定資産合計   15,705   15,733 
    無形固定資産   990   949 
    投資その他の資産         
      前払年金費用   5,914   6,072 
      その他   4,137   3,295 
      投資その他の資産合計   10,052   9,367 
    固定資産合計   26,747   26,050 
  繰延資産   12   8 
  資産合計   61,021   59,956 
負債の部         
  流動負債         
    支払手形及び買掛金   3,806   3,439 
    ファクタリング未払金   2,335   2,508 
    短期借入金   1,650   1,650 
    1年内償還予定の社債   3,150   3,150 
    未払法人税等   925   55 
    賞与引当金   1,191   674 
    その他の引当金   57   15 
    その他   4,452   5,950 
    流動負債合計   17,568   17,443 
  固定負債         
    社債   400   400 
    長期借入金   2,000   2,000 
    退職給付引当金   756   711 
    その他の引当金   479   480 
    資産除去債務   24   24 
    その他   3,583   2,829 
    固定負債合計   7,244   6,446 
  負債合計   24,813   23,890 
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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１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

純資産の部         
  株主資本         
    資本金   3,000   3,000 
    資本剰余金   1,867   1,867 
    利益剰余金   32,451   32,287 
    自己株式   △1,229   △1,229 
    株主資本合計   36,089   35,925 
  その他の包括利益累計額         
    その他有価証券評価差額金   143   163 
    繰延ヘッジ損益   0   △22 
    為替換算調整勘定   △25   － 
    その他の包括利益累計額合計   118   141 
  純資産合計   36,208   36,066 
負債純資産合計   61,021   59,956 
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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１四半期連結累計期間) 

  (単位:百万円) 

 
前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高   12,505   12,668 
売上原価   6,856   6,703 
売上総利益   5,649   5,964 
販売費及び一般管理費   5,201   5,317 
営業利益   447   647 
営業外収益         
  受取利息   3   2 
  受取配当金   7   7 
  その他   25   23 
  営業外収益合計   36   33 
営業外費用         
  支払利息   23   21 
  その他   25   20 
  営業外費用合計   48   41 
経常利益   434   638 
特別利益         
  固定資産売却益   0   － 
  投資有価証券売却益   0   － 
  特別利益合計   0   － 
特別損失         
  固定資産除却損   6   6 
  特別損失合計   6   6 
税金等調整前四半期純利益   429   632 
法人税、住民税及び事業税   21   41 
法人税等調整額   172   251 
法人税等合計   194   292 
少数株主損益調整前四半期純利益   235   339 
四半期純利益   235   339 
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(四半期連結包括利益計算書) 
(第１四半期連結累計期間) 

  (単位:百万円) 

 
前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益   235   339 
その他の包括利益         
  その他有価証券評価差額金   △70   20 
  繰延ヘッジ損益   △4   △23 
  為替換算調整勘定   △6   － 
  その他の包括利益合計   △81   △2 
四半期包括利益   153   336 
（内訳）         
  親会社株主に係る四半期包括利益   153   336 
  少数株主に係る四半期包括利益   －   － 
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(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） 

該当事項はありません。 
 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） 
該当事項はありません。 

 
（セグメント情報等） 

セグメント情報 
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

前第１四半期連結累計期間（自平成24年４月１日  至平成24年６月30日） 
（単位：百万円） 

 

報告セグメント 
その他 
（注）１ 合計 調整額 

（注）２ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）３ 

メディカル
サービス 

インテリア
健康 計 

売上高        

外部顧客への
売上高 6,823 4,783 11,606 899 12,505 － 12,505 

セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

0 109 110 28 138 △138 － 

計 6,823 4,893 11,716 927 12,643 △138 12,505 

セグメント利益 393 29 423 9 433 13 447 

 
当第１四半期連結累計期間（自平成25年４月１日  至平成25年６月30日） 

（単位：百万円） 

 

報告セグメント 
その他 
（注）１ 合計 調整額 

（注）２ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）３ 

メディカル
サービス 

インテリア
健康 計 

売上高        

外部顧客への
売上高 6,696 4,982 11,678 989 12,668 － 12,668 

セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

2 128 130 30 161 △161 － 

計 6,699 5,110 11,809 1,020 12,829 △161 12,668 

セグメント利益
又は損失（△） 455 187 643 △21 622 25 647 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、戸別訪問販売、日用品雑貨販
売、展示会場設営及び不動産賃貸等の事業を含んでおります。 

２．調整額の内容は以下のとおりであります。 
セグメント利益                               （単位：百万円） 

 前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間 

セグメント間取引消去 195 199 

全社費用※ △181 △174 

合計 13 25 

※ 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない連結財務諸表提出会社の総務部門等管理部門に係る費
用であります。 

３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 
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