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１． 18 年 3 月期の連結業績（平成 17 年 4 月 1 日～平成 18 年 3 月 31 日） 
(1)連結経営成績                           [単位 百万円未満切捨] 
 売 上 高     営 業 利 益 経 常 利 益 

 百万円       ％ 百万円        ％ 百万円         ％

18 年 3 月期 
17 年 3 月期 

51,011 
50,616 

0.8 
5.7 

6,330
7,632

△17.1
7.4

6,734 
8,146 

△17.3
12.2

 

 当 期 純 利 益 
１株当たり 

当期純利益 
潜在株式調整後

１株当たり当期純利益       

株主資本当 

期純利益率 

総 資 本 

経常利益率 

売 上 高

経常利益率

 百万円        ％  円 銭  円 銭 ％ ％ ％

18 年 3 月期 
17 年 3 月期 

3,782 
5,140 

△26.4 
22.9 

120.61 
162.38 

120.59 
162.33 

5.4 
7.6 

8.0 
9.9 

13.2
16.1

(注) ①持分法投資損益    18 年 3 月期       － 百万円     17 年 3 月期     －    百万円 
     ②期中平均株式数(連結) 18 年 3 月期   31,029,389 株        17 年 3 月期  31,409,479 株 
     ③会計処理の方法の変更    無 
      ④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 
 
(2)連結財政状態 

 総 資 産      株 主 資 本 株主資本比率 １株当たり株主資本

 百万円 百万円 ％ 円  銭 

18 年 3 月期 
17 年 3 月期 

84,314 
83,161 

70,015 
69,899 

83.0 
84.1 

2,300.19 
2,224.17 

(注) 期末発行済株式数(連結) 18 年 3 月期   30,421,873 株      17 年 3 月期   31,409,246 株 
 
(3)連結キャッシュ･フローの状況 

 
営 業 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

投 資 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

財 務 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高          

 百万円 百万円 百万円 百万円 

18 年 3 月期 
17 年 3 月期 

5,068 
4,556 

△ 6,056 
△ 3,252 

△ 4,588 
△ 1,133 

15,247 
20,790 

 

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

連結子会社数 ３社   持分法適用非連結子会社数 ０社   持分法適用関連会社数 ０社 

 

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結 (新規) ０社   (除外) ０社     持分法 (新規) ０社    (除外) ０社 
 
 
２．19 年 3 月期の連結業績予想（平成 18 年 4 月 1 日～平成 19 年 3 月 31 日） 

 売 上 高 経 常 利 益 当 期 純 利 益 

 百万円 百万円 百万円

中 間 期 
通   期 

22,500 
51,000 

2,730 
6,940 

1,630 
4,120 

(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）      131 円 49 銭 
 
 
 上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成しております。実際の業績は、今後様々

な要因により予想数値と異なる可能性があります。上記業績予想の前提に関する事項は添付資料の５ページをご参照

ください。 



（１）企業集団の状況 

 

当社グループは、当社及び子会社３社（ＰＴ．パラマウントベッドインドネシア､パラテクノ株式会社、八楽夢床業（中国）

有限公司）で構成され、医療福祉用ベッド等の製造及び販売を主たる業務としております。 

当社グループの事業内容及び当社と子会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。 

当社は、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及び販売を行っており、ＰＴ．パラマウン

トベッドインドネシアと八楽夢床業（中国）有限公司は、主に当社から部材の一部を調達し、医療福祉用ベッド等の製造及び

販売を行っております。パラテクノ株式会社は、ベッド・マットレスの消毒、点検・修理、メンテナンスリース等のサービス

の提供を行っております。 

事業の系統図は次のとおりであります。 
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（２）経営方針 

（a） 経営の基本方針 

当社は創業以来半世紀余りにわたり、医療用ベッドのパイオニアとして、自社独自開発による一貫生産体制のもとで、患者

の療養環境の向上のみならず看護職の業務改善に資する製品を提供しつづけてまいりました。また近年は、高齢化の進展を背

景として、高齢者施設や在宅介護分野にも事業領域を広げ、在宅ケアベッドをはじめ様々な福祉用具を開発してまいりました。

当社はこのような事業活動を通じて「快適なヘルスケア環境を創造」（企業理念）したいと考えております。 

 

（b） 利益配分に関する基本方針 

当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要な政策と位置付けており、株式公開以来、業績の向上に対応して一株当たり

の配当金の増額に努めるとともに、無償交付や株式分割による実質的な増配についても積極的に実施してまいりました。 

今後も、業績を反映した株主への利益還元を重視する一方、将来の積極的な事業展開と急激な経営環境の変化に備え、財務

体質と経営基盤のより一層の強化を図るための内部留保の充実を総合的に勘案したうえで配当金額を決定いたします。 

内部留保資金につきましては、将来の成長分野への設備投資、研究開発や、生産性向上のための投資等に有効活用すること

により、長期的に企業価値の増大を図るものと位置付けております。 

  なお、会社法施行後においては、配当に関する回数制限が撤廃されますが、当社側の対応は現在検討中であります。 

 

（c） 中長期的な経営戦略並びに対処すべき課題 

①新規市場の開拓 

    現在の事業領域であるヘルスケア分野は総体として見ますと、高齢化の進展などを背景に今後も緩やかな成長が見込まれ

ますが、当社グループの持続的な成長を確かなものにするには、海外市場の開拓や新規事業への取組みが不可欠であると考

えております。当社グループの強みを活かしながら新規市場の開拓に取り組んでまいります。 

②市場の構造変化への的確な対応と競争力の強化 

    医療分野におきましては市場細分化（専門特化・高機能化）が進む一方、高齢者福祉分野におきましては、新規需要から

更新需要中心の市場構造に徐々に移行することが見込まれます。こうした変化に的確に対応するとともに、多様化するユー

ザーニーズを満たし、購買意欲を喚起するモノ作り・販売手法・サービスに磨きをかけ競争力の強化に努めてまいります。 

③収益構造の改革 

    上記のほか全社的なコスト構造の見直しなどにより、収益基盤をさらに強化し、利益率の改善に努めてまいります。 
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（d） 親会社等に関する事項 

１． 親会社等の商号等 

（平成18年３月31日現在） 

親会社等 属性 
親会社等の議決権所有割合 

（％） 

親会社等が発行する株券が上

場されている証券取引所等 

木村興産株式会社 

上場会社が他の会社の関係

会社である場合における当

該他の会社 

21.8 

（0.0） 
なし 

（注） 親会社等の議決権所有割合欄の（ ）内は、間接被所有割合で内数であります。 
 

２． 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け 

① 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け、親会社等との取引関係や人的・資本的関係 

木村興産株式会社は、当社役員及びその近親者が 100％出資する会社であり、主に当社従業員の損害保険代理業を行

っております。なお、当社グループとの事業活動において関連性はなく、当社グループとの取引もありません。また、

親会社等との兼任取締役として、以下の３名が就任しております。 

 

役員の兼務状況 

役職 氏名 親会社等での役職 

代表取締役社長 木村 憲司 取締役 

代表取締役副社長 木村 恭介 取締役 

取締役財務システム本部長 木村 通秀 監査役 

（注） 当社の取締役８名、監査役４名のうち、親会社等との兼任役員は当該３名であります。 

 

② 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスク及びメリット、親会社等との取引関係や人的、資本的

関係などの面から受ける経営・事業活動への影響 

木村興産株式会社は、当社の議決権の21.8％を所有しておりますが、事業活動を行う上での承認事項など親会社等か

らの制約はありません。また、取引関係もないため経営・事業活動への影響もありません。 

 

③ 親会社等からの一定の独立性の確保の状況 

親会社等からの事業上の制約はなく、一定の独立性が確保されていると考えております。 

 

３． 親会社等との取引に関する事項 

当連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日）は、該当事項はありません。 
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（３）経営成績及び財政状態 

 （ａ）経営成績 

   ①当期の概況 

       当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益の改善や設備投資の増加に加え、雇用情勢に改善がみられる一方、個人消

費も緩やかに増加するなど、景気は全体として緩やかに回復をつづけています。 

       当医療業界におきましては、政府・与党が決めた医療制度改革大綱に基づき、医療制度改革関連法案が国会に上程されました。

同法案には、高齢者医療制度の創設や高齢患者負担増のほか、療養病床の再編などが盛り込まれています。 

   高齢者福祉分野におきましては、介護保険のもとでの福祉用具市場が引きつづき拡大し、12月末時点における在宅介護用ベッ

ドの利用者は前年同期比で10.7％増加し705千人となりました。また介護保険の制度改正関連では、10月から介護保険施設に

おける食費・居住費の利用者負担が先行実施されたほか、平成 18 年４月実施分の詳細が決まるとともに、介護報酬の改定（10

月改定分を含め△2.4％）が行われました。 

   このような事業環境のなかで、当社グループは業績の向上を図るため、設備投資や研究開発などに努めました。 

   まず、主な設備投資といたしましては、技術開発部門強化の一環として、本社隣接地に建設中のテクニカルセンターが竣工い

たしました。また販売力強化のため、大阪支店ショールームの拡充や直営店「ＩＮＴＩＭＥ（インタイム）札幌」の開設を行い

ました。 

   製品の開発・販売面におきましては、軽度の要介護者の起き上がりや立ち上がりを助ける在宅ケアベッド「楽匠－自立促進シ

リーズ」やユニバーサルデザインによる歩行車、洗浄可能な「エバーフィットマットレス」を上市いたしました。このほか中国

市場向けの病院用ギャッチベッドとして、手動式ベッドを上市するとともに電動式ベッドの開発に取り組みました。 

   また、子会社パラテクノにメンテナンスサービスを全面移管いたしました。 

   当連結会計年度の業績につきましては、まずユーザー別売上を見ますと、民間病院の改築に伴う需要が牽引し、施設向け全体

では前年同期に比べ6.1％増加いたしました。一方、在宅向けは新製品を投入したものの、介護保険の制度改正のゆくえが不透

明なことから流通事業者の様子見が広がり、前年同期に比べ9.1％減少いたしました。 

   つぎに当連結会計年度における主要な品目別売上高は、次のとおりであります。 

                                                 （単位 百万円） 

品 目 別 前連結会計年度 当連結会計年度 前年度増減（％） 

ベッド 30,987 30,164 △2.7

マットレス 4,166 4,389 5.4

病室用家具 3,829 3,884 1.4

医療用器具備品 2,918 3,017 3.4

その他 8,714 9,555 9.7

合 計 50,616 51,011 0.8

 

   以上の結果、当連結会計年度の売上高は、前年同期比３億94百万円増（0.8％増）の510億11百万円となりました。 

   利益につきましては、鋼材等の価格の高騰による製造コストの上昇などにより、営業利益は前年同期比17.1％減の63億30百

万円となりました。経常利益は、受取利息など営業外収益の減少により、同17.3％減の 67 億 34 百万円となりました。また当

期純利益につきましては、適格退職年金終了益を計上した前期に比べ特別利益が大幅に減少したため、同 26.4％減の 37 億 82

百万円となりました。 

   当期の利益配当につきましては、業績と配当金の継続性を総合的に勘案し、前期と同じく、年間配当金を１株につき50円（内

中間配当金25円）とさせていただくことといたしました。 
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   ②次期の見通し 

      次期の国内経済は、ひきつづき企業部門の好調さが家計部門へ波及し、国内の民需に支えられた景気回復がつづくものと見込

まれています。 

      医療業界におきましては、過去最大の下げ幅（全体で△3.16％）となる診療報酬の改定が４月に実施され、医療機関の経営環

境は厳しさが増すものと予想されます。高齢者福祉分野におきましては、要介護高齢者が増えつづけるなかで、４月実施の介護

保険の制度改正により、軽度の要介護者に対する介護用ベッドなどの福祉用具貸与サービスが原則として保険給付の対象外とさ

れたことから、業界として対応を迫られることになりました。 

   このような事業環境のもとで、医療分野におきましては、市場の拡大が見込まれるハイケア（高度集中医療）分野における販

売のスペシャリストの育成に努めるとともに、病院の個室化ニーズに対応するほか、低床型ベッドなど安全対策製品やメディカ

ルカート（診療材料・医薬品運搬車）などの拡販に取り組みます。 

       高齢者福祉分野につきましては、在宅介護用ベッドについて、フィッティング（選定・調整）講習会の実施などにより、利用

率アップに結びつけるとともに、買い換え時期を迎えた製品の増加が見込まれることから更新促進を図ります。高齢者施設向け

には、上記「ハイケア」向けと同様に販売のスペシャリストを養成するなどして、販売力の強化に努めます。 

       「ＩＮＴＩＭＥ」ブランドにつきましては、直営店の販売力強化や法人需要の開拓に努めます。また中国工場では、当社グル

ープ内における生産体制を見直すことにより、日本市場向け新製品の生産を予定しております。 

   通期の業績につきましては、売上高510億円、経常利益69億40百万円、当期純利益41億20百万円を予定しております。 
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（ｂ）財政状態 

（単位 百万円） 

区分 前連結会計年度 当連結会計年度 前年度増減（％） 

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,556 5,068 11.2 

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 3,252 △ 6,056 △ 86.2 

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 1,133 △ 4,588 △ 304.8 

現金及び現金同等物の期末残高 20,790 15,247 △ 26.7 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果、増加した現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は50億68百万円となりました。これは主に、税金等

調整前当期純利益65億43百万円、減価償却費17億68百万円、売上債権の減少額9億70百万円等による増加と、たな卸資産の

増加額8億27百万円、法人税等の支払額31億98百万円等の減少によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果、減少した資金は60億56百万円となりました。これは主に、有価証券、投資有価証券の取得額93億73百万

円、有形固定資産の取得額25億24百万円等による減少と、有価証券、投資有価証券の売却額56億52百万円等による増加によ

るものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果、減少した資金は45億88百万円となりました。これは主に、配当金の支払額17億88百万円、自己株式の取

得額28億1百万円によるものであります。 

これらの結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ55億43百万円減少し、152億47百万円となりま

した。 

 

（ｃ）キャッシュ・フロー指標のトレンド 

 

 
第56期 

平成16年３月期 

第57期 

平成17年３月期 

第58期 

平成18年３月期 

自己資本比率（％） 81.5 84.1 83.0 

時価ベースの自己資本比率（％） 110.9 107.6 98.9 

インタレスト・カバレッジ・レシオ － － － 

債務償還年数（年） － － － 

 

（注） 自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

 

各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

－６－ 



（ｄ）事業等のリスク 

 

 

以下において、当社グループの事業展開上、リスクとなると考えられる主な事項を記載いたしました。当社グループはこれらの 

リスク発生の可能性を認識した上で、その発生を未然に防止し、かつ万が一発生した場合においても適切に対処する所存でありま 

す。 

なお、以下の記載内容は、当連結会計年度末現在において判断したものであるとともに、当社株式への投資判断に関連するリス

クをすべて網羅するものではありませんので、この点をご留意ください。 

 

（1） 事業環境における制度変更等リスクについて 

    当社グループの製品のほとんどは、公的規制のもとで提供されているものであります。すなわち主力製品である医療・介護用 

  ベッド（以下ベッド）は、医療保険制度等に基づき運営されている医療施設及び高齢者施設、ならびに介護保険制度における要 

  介護者のいらっしゃるご家庭で使用に供されるものであります。ベッドは、これらの公的制度のもとで公定料金（診療報酬・介 

 護報酬）が設定されているものではありませんが、制度変更や定期的な上記公定料金の改定の影響により、最終顧客である医療 

  施設等の設備投資が減少することも考えられるため、当社グループの事業、業績及び財政状態は、このような制度変更等により

悪影響を受ける可能性があります。 

 

（2） 海外市場での事業拡大に伴うリスクについて 

   当社グループは、海外市場での事業拡大を戦略のひとつと位置付けております。しかしながら、国内では通常想定されないリ 

  スク、たとえば輸出・輸入規制の変更、技術・製造インフラの未整備や人材の確保の難しさ等に関わるリスクも発生する可能性 

  があると考えております。もしこうしたリスクが発生した場合、当社グループの事業、業績及び財政状態に悪影響を与える可能 

  性があります。 

 

（3） 特定の資材等の調達に伴うリスクについて 

   当社グループは、資材等の調達において特殊なものがあるため、少数特定の仕入先からしか入手できないものや、仕入先や供 

  給品の切替えや代替が困難なものがあります。当社グループは、そのような事態に陥らないよう努めておりますが、もし不可欠 

  な資材に供給の遅延・中断があり供給不足が生じタイムリーに調達できなくなった場合、これらの要因により、当社グループの 

  事業、業績及び財政状態は悪影響を受ける可能性があります。 

 

（4） 製品や部品（製品等）の欠陥によるリスクについて 

   当社グループの製品は、品質システムに関する国際規格（ＩＳＯ9001）や各種の自社基準に基づき製造しております。しかし 

  ながら、製品等に欠陥が全く発生しないという保証はありません。もし大規模な無償交換（リコール）につながる製品等の欠陥 

  が生じた場合、多大な費用が必要となり会社の信用も低下することが予想されるため、当社グループの事業、業績及び財政状態 

  は悪影響を受ける可能性があります。 
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（3）連結財務諸表等

(a) 連結貸借対照表

注記 構成比 構成比
番号 （％） （％）

Ⅰ 流動資産

1. 現金及び預金 17,722 10,979

2. 受取手形及び売掛金 17,476 16,593

3. 有価証券 6,435 8,768

4. たな卸資産 4,481 5,346

5. 繰延税金資産 555 611

6. その他 147 186

貸倒引当金 △ 10 △ 6

流動資産合計 46,807 56.3 42,478 50.4 △ 4,329

Ⅱ 固定資産

1. 有形固定資産

(1)建物及び構築物 21,324 23,722

   減価償却累計額 12,541 8,782 13,199 10,522

(2)機械装置及び運搬具 6,861 7,515

   減価償却累計額 4,938 1,922 5,222 2,292

(3)土地 8,363 8,403

(4)建設仮勘定 570 94

(5)その他 6,121 6,920

   減価償却累計額 5,004 1,117 5,481 1,439

有形固定資産合計 20,756 25.0 22,753 27.0 1,996

2. 無形固定資産 1,783 2.1 1,848 2.2 65

3. 投資その他の資産 

(1)投資有価証券 11,434 14,817

(2)繰延税金資産 8 3

(3)その他 ※２ 2,490 2,530

   貸倒引当金 △ 119 △ 116

投資その他の資産合計 13,813 16.6 17,234 20.4 3,420

固定資産合計 36,353 43.7 41,836 49.6 5,483

資産合計 83,161 100.0 84,314 100.0 1,153

（資産の部）

金額（百万円） 金額（百万円）区分 金額（百万円）

前連結会計年度
(平成17年３月31日)

当連結会計年度 対前期
増  減(平成18年３月31日)

- ８ -



注記 構成比 構成比
番号 （％） （％）

Ⅰ 流動負債

1. 支払手形及び買掛金 6,635 6,372

2. 未払法人税等 1,726 1,741

3. 賞与引当金 885 903

4. その他 2,108 2,555

流動負債合計 11,355 13.6 11,571 13.7 215

Ⅱ 固定負債

1. 繰延税金負債 362 550

2. 退職給付引当金 968 1,279

3. 役員退職慰労引当金 395 －

4. その他 14 769

固定負債合計 1,740 2.1 2,600 3.1 860

負債合計 13,095 15.7 14,172 16.8 1,076

（少数株主持分）

少数株主持分 165 0.2 126 0.2 △ 38

Ⅰ 資本金 ※３ 6,591 7.9 6,591 7.8 －

Ⅱ 資本剰余金 7,276 8.8 7,276 8.6 0

Ⅲ 利益剰余金 55,425 66.7 57,377 68.0 1,952

Ⅳ その他有価証券評価差額金 1,401 1.7 2,167 2.6 766

Ⅴ 為替換算調整勘定 △ 65 △ 0.1 131 0.2 197

Ⅵ 自己株式 ※４ △ 730 △ 0.9 △ 3,529 △ 4.2 △ 2,799

資本合計 69,899 84.1 70,015 83.0 116

対前期
増  減

金額（百万円）区分

当連結会計年度前連結会計年度
(平成17年３月31日)

金額（百万円） 金額（百万円）

(平成18年３月31日)

（負債の部）

負債、少数株主持分及び資本
合計

83,161 1,153100.0 84,314 100.0

（資本の部）

- ９ -



（b）連結損益計算書

 

百分比 百分比
（％） （％）

Ⅰ 売上高 50,616 100.0 51,011 100.0 394

Ⅱ 売上原価 30,232 59.7 31,629 62.0 1,396

売上総利益 20,383 40.3 19,381 38.0 △ 1,002

Ⅲ 販売費及び一般管理費 12,751 25.2 13,050 25.6 298

営業利益 7,632 15.1 6,330 12.4 △ 1,301

Ⅳ 営業外収益

1. 受取利息 125 69

2. 受取配当金 86 93

3. 為替差益 37 46

4. 保険金収入 49 54

5. 投資事業組合出資金運用益 108 1

6. 匿名組合出資金運用益 － 75

7. その他 115 523 1.0 66 407 0.8 △ 115

Ⅴ 営業外費用

1. その他 9 9 0.0 3 3 0.0 △ 5

経常利益 8,146 16.1 6,734 13.2 △ 1,411

Ⅵ

1. 投資有価証券売却益 129 6

2. 固定資産売却益 1 0

3. 償却債権取立益 1 0

4. 適格退職年金終了益 551 －

5. 貸倒引当金戻入益 4 688 1.4 6 13 0.0 △ 674

Ⅶ

1. 投資有価証券売却損 116 －

2. 固定資産除売却損 26 43

3. 役員退職功労金 － 161

4. 会員権償却損 3 146 0.3 0 204 0.4 58

税金等調整前当期純利益 8,688 17.2 6,543 12.8 △ 2,144

法人税､住民税及び事業税 3,419 3,213

法人税等調整額 128 3,547 7.0 △ 385 2,827 5.5 △ 720

少数株主損失 － － 66 0.1 66

当期純利益 5,140 10.2 3,782 7.4 △ 1,357

特別損失

前連結会計年度

特別利益

注記
番号

※1､2

(自  平成16年４月１日
  至  平成18年３月31日)

金額（百万円）

  至  平成17年３月31日)

金額（百万円）

対前期
増  減

 当連結会計年度

(自  平成17年４月１日

※２

区分 金額（百万円）

※３

※４
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（c）連結剰余金計算書

注記
番号

（資本剰余金の部）

Ⅰ 資本剰余金期首残高
7,276 7,276

Ⅱ 資本剰余金増加高

１． 自己株式処分差益
0 0 0 0

Ⅲ 資本剰余金期末残高
7,276 7,276

（利益剰余金の部）

Ⅰ 利益剰余金期首残高
51,456 55,425

Ⅱ 利益剰余金増加高

１． 当期純利益
5,140 5,140 3,782 3,782

Ⅲ 利益剰余金減少高

１． 配当金
1,130 1,790

２． 取締役賞与
40 1,170 40 1,830

Ⅳ 利益剰余金期末残高
55,425 57,377

金額（百万円） 金額（百万円）

前連結会計年度

区分

 当連結会計年度

(自  平成16年４月１日 (自  平成17年４月１日

  至  平成17年３月31日)   至  平成18年３月31日)

- 11 -



（d）連結キャッシュ･フロー計算書

注記
番号

Ⅰ．営業活動によるキャッシュ・フロー

1. 税金等調整前当期純利益 8,688 6,543

2. 減価償却費 1,767 1,768

3. 賞与引当金の増加額 38 17

4. 退職給付引当金の増減額（△：減少） △ 437 311

5. 役員退職慰労引当金の増減額（△：減少） 14 △ 395

6. 貸倒引当金の減少額 △ 15 △ 7

7. 受取利息及び受取配当金 △ 211 △ 162

8. 為替差損(△：差益） △ 63 44

9. 保険金収入 △ 49 △ 54

10. 投資事業組合出資金運用益 △ 108 △ 1

11. 投資有価証券売却益 △ 129 △ 6

12. 投資有価証券売却損 116 －

13. 固定資産除売却損 26 43

14. 売上債権の増減額（△：増加） △ 481 970

15. たな卸資産の増加額 △ 0 △ 827

16. 仕入債務の減少額 △ 555 △ 268

17. 取締役賞与の支払額 △ 40 △ 40

18. その他 49 156

小計 8,605 8,092

19. 利息及び配当金の受取額 217 175

20. 法人税等の支払額 △ 4,266 △ 3,198

    営業活動によるキャッシュ・フロー 4,556 5,068

Ⅱ．投資活動によるキャッシュ・フロー

1. 有価証券の取得による支出 △ 2,999 △ 3,800

2. 有価証券の売却による収入 2,100 3,359

3. 有形固定資産の取得による支出 △ 1,368 △ 2,524

4. 有形固定資産の除売却に伴う支出 △ 5 △ 6

5. 無形固定資産の取得による支出 △ 176 △ 316

6. 投資有価証券の取得による支出 △ 3,259 △ 5,573

7. 投資有価証券の売却による収入 3,229 2,292

8. 保険積立金の積立による支出 △ 540 △ 25

9. 保険積立金の満期等による収入 139 89

10. その他 △ 371 448

    投資活動によるキャッシュ・フロー △ 3,252 △ 6,056

Ⅲ．財務活動によるキャッシュ・フロー

1. 自己株式の取得による支出 △ 8 △ 2,801

2. 自己株式の売却による収入 5 1

3. 配当金の支払額 △ 1,130 △ 1,788

    財務活動によるキャッシュ・フロー △ 1,133 △ 4,588

Ⅳ．現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 1 32

Ⅴ．現金及び現金同等物の増減額（△：減少） 168 △ 5,543

Ⅵ．現金及び現金同等物の期首残高 20,622 20,790

Ⅶ．現金及び現金同等物の期末残高 20,790 15,247

金額（百万円）区分

 前連結会計年度

(自  平成16年４月１日
  至  平成17年３月31日)

金額（百万円）

(自  平成17年４月１日
  至  平成18年３月31日)

 当連結会計年度

- 12 -



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

1.

2. 持分法の適用に関する事項

3.

4. 会計処理基準に関する事項
(1) ① ①

商品・製品・原材料・仕掛品 商品・製品・原材料・仕掛品

② ②

③ ③

(2) ① 有形固定資産 ① 有形固定資産

同左

同左

同左

償却原価法（定額法）

同左

同左

有価証券

満期保有目的の債券

総平均法に基づく原価法

有価証券

連結の範囲に関する事項

  該当事項はありません。

重要な資産の評価基準
及び評価方法

たな卸資産

連結子会社の事業年度等に
関する事項

  連結子会社のうち八楽夢床業（中国）有限
公司の決算日は12月31日であり、連結決算日
との間に生じた重要な取引については、連結
上必要な調整を行っております。

　子会社３社（ＰＴ.パラマウントベッドイ
ンドネシア、パラテクノ株式会社、八楽夢床
業（中国）有限公司）は、連結の範囲に含め
ております。

前連結会計年度
項目

  至  平成18年３月31日)

当連結会計年度

(自  平成17年４月１日(自  平成16年４月１日
  至  平成17年３月31日)

たな卸資産

  連結決算日の市場価格等に基づ
く時価法（評価差額は全部資本直
入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定）

時価のないもの

貯蔵品

最終仕入原価法に基づく原価法

貯蔵品

同左

同左

満期保有目的の債券

その他有価証券

デリバティブ

時価のあるもの

時価のないもの

その他有価証券

時価のあるもの

デリバティブ

  移動平均法による原価法

　なお、投資事業組合への出資
（証券取引法第２条第２項により
有価証券とみなされるもの）につ
いては、組合契約に規定される決
算報告日に応じて入手可能な最近
の決算書を基礎とし、持分相当額
を純額で取り込む方法によってお
ります。

  移動平均法による原価法

　なお、投資事業組合等への出資
（証券取引法第２条第２項により
有価証券とみなされるもの）につ
いては、組合契約に規定される決
算報告日に応じて入手可能な最近
の決算書を基礎とし、持分相当額
を純額で取り込む方法によってお
ります。

その他（工具器具備品）

  ただし、当社の平成10年４月１日以
降取得した建物（附属設備を除く）に
ついては定額法

主な耐用年数

建物及び構築物 ３～50年３～50年

重要な減価償却資産の
減価償却の方法   当社及び国内連結子会社は定率法、

在外連結子会社は所在地国の会計基準
の規定に基づく定率法
  ただし、当社の平成10年４月１日以
降取得した建物（附属設備を除く）に
ついては定額法

主な耐用年数

建物及び構築物

同左  原則として時価法

２～20年その他（工具器具備品） ２～20年

  当社及び国内連結子会社は定率法、
在外連結子会社は主に所在地国の会計
基準の規定に基づく定額法

機械装置及び運搬具 ４～17年機械装置及び運搬具 ４～17年
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② ②

(3) ① 貸倒引当金 ① 貸倒引当金

②賞与引当金 ②賞与引当金

③ 退職給付引当金 ③ 退職給付引当金

（追加情報） （会計方針の変更）

④役員退職慰労引当金 ④役員退職慰労引当金

項目
前連結会計年度

(自  平成16年４月１日
  至  平成17年３月31日)

　当社は、平成17年１月に退職金制
度を改定し、ポイント制度を導入し
たことにより、過去勤務債務が
1,283百万円発生し、当連結会計年度
から費用処理しております。

　また、当社は、確定拠出年金法の
施行に伴い、平成17年１月に適格退
職年金制度について確定拠出年金制
度等へ移行し、「退職給付制度間の
移行等に関する会計処理」（企業会
計基準適用指針第１号）を適用して
おります。

ソフトウェア(無形固定資産)

当連結会計年度

(自  平成17年４月１日
  至  平成18年３月31日)

  従業員の退職給付に備えるため、
当連結会計年度末における退職給付
債務及び年金資産の見込額に基づき
計上しております。
　過去勤務債務は、発生時における
従業員の平均残存勤務期間以内の一
定の年数（10年）による定額法によ
り按分した額を発生連結会計年度か
ら費用処理しております。

  数理計算上の差異については、各
連結会計年度の発生時における従業
員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数（10年）による定額法により按
分した額をそれぞれ発生の翌連結会
計年度から費用処理しております。

重要な引当金の計上基
準 同左  売上債権等の貸倒損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率
により、貸倒懸念債権等特定の債権
については個別に回収可能性を勘案
し、回収不能見込額を計上しており
ます。

同左  当社及び国内連結子会社の従業員
に対する賞与の支給に備えるため、
支給見込額のうち当連結会計年度の
負担額を計上しております。

　社内における利用可能期間（５
年）に基づく定額法

ソフトウェア(無形固定資産)

同左

　従来、役員に対する退職慰労金の
支給に備えるため、内規に基づく期
末要支給額を計上しておりました
が、平成17年６月29日の定時株主総
会をもって役員退職慰労金制度を廃
止しました。当該総会日時点の役員
退職慰労金相当額は各役員の退任時
に支払うため、固定負債の「その
他」に含めて表示しております。

　本移行に伴う影響額は、特別利益
として551百万円計上しております。

  従業員の退職給付に備えるため、
当連結会計年度末における退職給付
債務及び年金資産の見込額に基づき
計上しております。
　過去勤務債務は、発生時における
従業員の平均残存勤務期間以内の一
定の年数（10年）による定額法によ
り按分した額を発生連結会計年度か
ら費用処理しております。

  数理計算上の差異については、各
連結会計年度の発生時における従業
員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数（10年）による定額法により按
分した額をそれぞれ発生の翌連結会
計年度から費用処理しております。

　当連結会計年度より「「退職給付
に係る会計基準」の一部改正」（企
業会計基準第３号平成17年３月16
日）及び「「退職給付に係る会計基
準」の一部改正に関する適用指針」
（企業会計基準適用指針第７号平成
17年３月16日）を適用しておりま
す。これによる損益に与える影響は
軽微であります。

　当社の役員の退職慰労金の支給に
備えるため、内規に基づく期末要支
給額を計上しております。
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(4)

(5)

(6) ① ①

② ヘッジ手段とヘッジ対象 ② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 … 為替予約

ヘッジ対象 …

③ ヘッジ方針 ③ ヘッジ方針

④ ヘッジ有効性評価の方法 ④ ヘッジ有効性評価の方法

(7) 消費税等の会計処理について 消費税等の会計処理について

5.

6.   該当事項はありません。

7.

同左

ヘッジ会計の方法

同左　原則として繰延ヘッジ処理によっ
ております。なお、為替予約につい
ては振当処理の要件を満たしている
場合には振当処理を採用しておりま
す。

重要なヘッジ会計の方
法

ヘッジ会計の方法

同左

当連結会計年度

(自  平成17年４月１日
  至  平成18年３月31日)

項目

  至  平成17年３月31日)

前連結会計年度

(自  平成16年４月１日

重要な外貨建の資産又
は負債の本邦通貨への
換算の基準

  外貨建金銭債権債務は、振当処理を
しているものを除き連結決算日の直物
為替相場により円貨に換算し、換算差
額は損益として処理しております。な
お、在外子会社の資産及び負債、収益
及び費用は連結決算日の直物為替相場
により円貨に換算し、換算差額は資本
の部における為替換算調整勘定に含め
ております。

重要なリース取引の処
理方法

  リース物件の所有権が、借主に移転
すると認められるもの以外のファイナ
ンス・リース取引については、通常の
賃貸借取引に係る方法に準じた会計処
理を行っております。

同左

同左

　当社の社内規程に基づき、ヘッジ
対象に係る為替変動リスクを一定の
範囲内でヘッジしております。

同左

　ヘッジ対象のキャッシュ・フロー
変動の累計とヘッジ手段のキャッ
シュ・フロー変動の累計を半期ごと
に比較し、両者の変動額等を基礎に
してヘッジ有効性を評価しておりま
す。

同左

  当連結会計年度にヘッジ会計を適
用したヘッジ手段とヘッジ対象は次
のとおりであります。

外貨建金銭債務及
び外貨建予定取引

連結子会社の資産及び負債
の評価に関する事項

  連結子会社の資産及び負債の評価に
ついては、全面時価評価法を採用して
おります。

同左

その他連結財務諸表作
成のための重要な事項   消費税及び地方消費税の会計処理方

法は、税抜方式によっており、控除対
象外消費税等は当連結会計年度の費用
として処理しております。

連結調整勘定の償却に関す
る事項

同左

利益処分項目等の取扱いに
関する事項

  連結剰余金計算書は、連結会社の利
益処分について連結会計年度中に確定
した利益処分に基づいて作成しており
ます。

同左
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8.

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

（固定資産の減損に係る会計基準）

表示方法の変更

（連結貸借対照表）

（連結損益計算書）

  至  平成17年３月31日)

　証券取引法の改正に伴い、前連結会計年度まで「投資
その他の資産」の「その他」に含めておりました投資事
業組合出資金（1,288百万円）は、当連結会計年度より
「投資有価証券」に含めて表示することにしました。

　前連結会計年度まで区分掲記していた「受取家賃」
（当連結会計年度は、38百万円）は、営業外収益の総額
の100分の10以下となったため、営業外収益の「その他」
に含めて表示することにしました。

当連結会計年度

(自  平成17年４月１日
  至  平成18年３月31日)

項目

  至  平成17年３月31日)

前連結会計年度

(自  平成16年４月１日

同左連結キャッシュ・フロー計
算書における資金の範囲

  連結キャッシュ・フロー計算書にお
ける資金（現金及び現金同等物）は、
手許現金、要求払預金及び取得日から
３ヶ月以内に満期日の到来する流動性
の高い、容易に換金可能であり、か
つ、価格の変動について僅少なリスク
しか負わない短期的な投資からなって
おります。

　なお、前連結会計年度の投資事業組合出資金は、680百
万円であります。

(自  平成16年４月１日

当連結会計年度

(自  平成17年４月１日

  至  平成18年３月31日)

前連結会計年度

前連結会計年度

　当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基
準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する
意見書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び
「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業
会計基準適用指針第６号 平成15年10月31日）を適用し
ております。これによる損益に与える影響はありませ
ん。

当連結会計年度

(自  平成16年４月１日 (自  平成17年４月１日
  至  平成17年３月31日)   至  平成18年３月31日)
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注記事項
（連結貸借対照表関係）

1. 1.

610百万円 448百万円

1,901百万円 2,068百万円

※2. 特定包括信託契約 ※2. 特定包括信託契約

635百万円 844百万円

※3. ※3.

※4. ※4.

（連結損益計算書関係） （単位 百万円）

※1. ※1.
1,357 1,375
1,134 1,294
465 474
421 402

2,510 2,516
625 696
624 537
720 654
897 1,003

※2. ※2.

※3. 固定資産売却益の内訳 ※3. 固定資産売却益の内訳
1 0
0

　計 1

※4. 固定資産除売却損の内訳 ※4. 固定資産除売却損の内訳
(除却損) 建物及び構築物 12 (除却損) 建物及び構築物 16

8 24
その他 0 その他 2

(売却損) 機械装置及び運搬具 0 　計 43
土地 3
　計 26

　　至  平成18年３月31日）
（自  平成16年４月１日

　当社の発行済株式総数は、普通株式 31,682千株であ
ります。

583百万円

　当社が保有する自己株式の数は、普通株式1,260,653
株であります。

　　至  平成17年３月31日）

　当社の発行済株式総数は、普通株式 31,682千株であ
ります。

　当社が保有する自己株式の数は、普通株式 273,280株
であります。

その他

賞与
旅費交通費
減価償却費

機械装置及び運搬具

研究開発費

販売費及び一般管理費の主なもの
運送費

前連結会計年度 当連結会計年度

（平成17年３月31日） （平成18年３月31日）

(1)

  従業員（住宅資金等）

(2)

前連結会計年度

  金融機関よりの借入金に対して、次のとおり債務
の保証を行っております。

  ファクタリング取引に係る債務譲渡残高に対し
て、下請代金支払遅延等防止法により、次のとおり
遡及義務を負っております。

  ㈱みずほファクター

　当社は、特定包括信託契約による拒絶権のないキャピ
タルコール（出資要請）契約を締結しております。当該
キャピタルコールの状況は次のとおりであります。

賞与引当金繰入額

減価償却費

一般管理費及び当期製造費用に含まれる
研究開発費

機械装置及び運搬具

研究開発費

1,003

退職給付費用
給料手当 給料手当

一般管理費及び当期製造費用に含まれる
研究開発費

偶発債務

（10,000千ユーロ）

1,428百万円
（5,915千ユーロ）

  ファクタリング取引に係る債務譲渡残高に対し
て、下請代金支払遅延等防止法により、次のとおり
遡及義務を負っております。

  ㈱みずほファクター

  金融機関よりの借入金に対して、次のとおり債務
の保証を行っております。

(1)

(2)

  従業員（住宅資金等）

偶発債務

897

当連結会計年度

販売費及び一般管理費の主なもの
運送費
広告宣伝費

（自  平成17年４月１日

賞与
旅費交通費

735百万円

機械装置及び運搬具 機械装置及び運搬具

　当社は、特定包括信託契約による拒絶権のないキャピ
タルコール（出資要請）契約を締結しております。当該
キャピタルコールの状況は次のとおりであります。

キャピタルコールの実
行額

キャピタルコールの総
額

キャピタルコールの未
実行額

広告宣伝費
賞与引当金繰入額
退職給付費用

（4,084千ユーロ）

キャピタルコールの総
額

キャピタルコールの実
行額
キャピタルコールの未
実行額

（10,000千ユーロ）

1,388百万円
（4,707千ユーロ）

（5,292千ユーロ）
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係） （単位 百万円）

（平成17年３月31日現在） （平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定 現金及び預金勘定 10,979

有価証券勘定 有価証券勘定 8,768

  計   計 19,748

現金及び現金同等物 現金及び現金同等物 15,247

① セグメント情報
事業の種類別セグメント情報

所在地別セグメント情報

海 外 売 上 高

関連当事者との取引
　前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）
　役員及び個人主要株主等

資本金又は 事業の
出資金 内容又 事業上の 科目

（百万円） は職業 関係
当社 弁護士
監査役 直接 0.0 報酬

注） 1.弁護士報酬につきましては、案件の内容により当該法律事務所の定める基準に基づいて決定しております。
2.取引金額には、消費税等は含まれておりません。

　当連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）
　役員及び個人主要株主等

資本金又は 事業の
出資金 内容又 事業上の 科目

（百万円） は職業 関係

当社 税理士
監査役 直接 0.0 報酬

注） 1.税理士報酬につきましては、当該税理士事務所の定める基準に基づいて決定しております。

2.取引金額には、消費税等は含まれておりません。

当連結会計年度

　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記さ
れている科目の金額との関係

役員

前連結会計年度
（自  平成16年４月１日

議決権等の
所有（被所

  前連結会計年度（自平成16年４月１日  至平成17年３月31日）及び当連結会計年度（自平成17年４月１日  至平成18年３月31
日）における海外売上高が、連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。

取引の
内容

取引金額
（百万円）

20,790

有）割合(％)
役員
兼任

関係内容 期末残高
（百万
円）

－ 0 －

氏名 住所

（自  平成17年４月１日

17,722

6,435
24,157

　至  平成18年３月31日）

　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記
されている科目の金額との関係

　　至  平成17年３月31日）

－ －
（被所有）

償還期間が３ヶ月を超える証券投資信
託及び債券

  前連結会計年度（自平成16年４月１日  至平成17年３月31日）及び当連結会計年度（自平成17年４月１日  至平成18年３月31
日）における本邦の売上高及び資産の金額は、全売上高及び全資産の金額に占める割合がいずれも90％超であるため、記載を省
略しております。

償還期間が３ヶ月を超える証券投資信
託及び債券 △ 4,500

　前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）及び当連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31
日）におけるベッド関連事業の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメント
の資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、記載を省略しております。

△ 3,367

属性

支払手
数料

属性 氏名 住所

議決権等の 関係内容
取引の
内容

取引金額
（百万円）

竹川　哲雄 －

期末残高
（百万
円）

所有（被所 役員

有）割合(％) 兼任

役員 池上　悦次 － －
支払手
数料

－
（被所有）

－ － 1
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（単位 百万円）

1. 1.

(1) 借手側 （1）借手側
① ①

② ②
１年内 65 １年内 74
１年超 103 １年超 132
合 計 169 合 計 206

③ ③
82 支払リ－ス料 76

減価償却費相当額 78 減価償却費相当額 73
支払利息相当額 5 支払利息相当額 4

④ ④
減価償却費相当額の算定方法 減価償却費相当額の算定方法

利息相当額の算定方法 利息相当額の算定方法

(2) (2)

① ①

② 未経過リ－ス料期末残高相当額 ② 未経過リ－ス料期末残高相当額

１年内 4 １年内 41

１年超 12 １年超 150

合 計 16 合 計 191
③ 受取リ－ス料、減価償却費相当額及び受取利息相当額 ③ 受取リ－ス料、減価償却費相当額及び受取利息相当額

受取リ－ス料 4 受取リ－ス料 21

減価償却費相当額 4 減価償却費相当額 20

受取利息相当額 0 受取利息相当額 2
④ ④

減価償却費相当額の算定方法 減価償却費相当額の算定方法

利息相当額の算定方法 利息相当額の算定方法

2. 2.
借手側 借手側
未経過リース料 未経過リース料
　１年内 1 　１年内 1
　１年超 2 　１年超 0
　合計 4 　合計 2

同左

同左

貸手側

減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

リ－ス料総額とリ－ス物件の取得価額相当額の差額
を利息相当額とし､各期への配分方法については、利
息法によっております。

リ－ス期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定
額法によっております。

リ－ス物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及
び期末残高相当額

取得価額相
当額

減価償却累計
額相当額

期末残高相
当額

オペレーティング・リース取引

16

減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

リ－ス期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定
額法によっております。

リ－ス料総額とリ－ス物件の取得価額相当額の差額
を利息相当額とし、各期への配分方法については、
利息法によっております。

その他（工具
器具備品） 24 7

合計

無形固定資産
（ソフトウェ
ア）

158

支払リ－ス料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

未経過リ－ス料期末残高相当額

6

合計 303 129 173

無形固定資産
（ソフトウェ
ア）

164

5

323

同左

同左

その他（工具
器具備品）

支払リ－ス料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

7

リ－ス物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及
び期末残高相当額

317 156 160 166290 124

②リース取引

（自  平成17年４月１日
　　至  平成18年３月31日）

減価償却累計
額相当額

期末残高相
当額

前連結会計年度

リ－ス物件の所有権が借主に移転すると認められるもの
以外のファイナンス･リ－ス取引

リ－ス物件の所有権が借主に移転すると認められるもの
以外のファイナンス･リ－ス取引

（自  平成16年４月１日
当連結会計年度

12

取得価額相
当額

3

180

貸手側

取得価額相
当額

減価償却累計
額相当額

期末残高相
当額

リ－ス物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及
び期末残高相当額

未経過リ－ス料期末残高相当額

無形固定資産
（ソフトウェ
ア）

　　至  平成17年３月31日）

取得価額相
当額

減価償却累計
額相当額

期末残高相
当額

リ－ス物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及
び期末残高相当額

その他（工具
器具備品）

2

オペレーティング・リース取引

合計

減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

その他（工具
器具備品）

207 26

支払リ－ス料

－ － －
無形固定資産
（ソフトウェ
ア）

10 0

19027

9

24 7 16 218
合計
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③ 税効果会計
（単位 百万円）

1. 1.

繰延税金資産 繰延税金資産

賞与引当金 360 賞与引当金 354

未払事業税 138 未払事業税 142

役員退職慰労引当金 160 役員退職慰労未払金 263

退職給付引当金繰入限度超過額 319 退職給付引当金繰入限度超過額 519

貸倒引当金繰入限度超過額 51 貸倒引当金繰入限度超過額 48

投資有価証券評価損 30 投資有価証券評価損 30

子会社繰越欠損金 63 子会社繰越欠損金 73

その他 105 その他 195

　小計 1,230 　小計 1,627

評価性引当額 △ 63 評価性引当額 △ 73

繰延税金資産合計 1,167 繰延税金資産合計 1,553

繰延税金負債 繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △ 961 その他有価証券評価差額金 △ 1,487

圧縮積立金 △ 3 圧縮積立金 △ 3

繰延税金負債合計 △ 965 繰延税金負債合計 △ 1,490

繰延税金資産の純額 201 繰延税金資産の純額 63

2. 2.

40.7%

(調整）

2.0%

0.7%

△ 0.2%

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.2%

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳

前連結会計年度 当連結会計年度
　(平成17年３月31日） 　(平成18年３月31日）

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳

　法定実効税率（40.7%）と税効果会計適用後の法人
税との負担率との間の差異が法定実効税率の100分の
５以下であるため、記載を省略しております。

法定実効税率

　海外子会社との税率差異

　交際費等損金不算入額

　その他
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④ 有価証券

前連結会計年度

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの（平成17年３月31日） （単位 百万円）

(1) 国債・地方債等

(2) 社債

(3) その他

(1) 国債・地方債等

(2) 社債

(3) その他

２．その他有価証券で時価のあるもの（平成17年３月31日） （単位 百万円）

(1) 株式

(2) 債券

  ① 国債･地方債等

  ② 社債

  ③ その他

(3) その他

(1) 株式

(2) 債券

  ① 国債･地方債等

  ② 社債

  ③ その他

(3) その他

３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自平成16年４月１日  至平成17年３月31日） （単位 百万円）

４．時価のない主な有価証券の内容（平成17年３月31日） （単位 百万円）

その他有価証券

　  非上場株式 686

　　ＦＦＦ、中国ファンド

　　投資事業組合出資金

５．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額（平成17年３月31日）

（単位 百万円）

１．債券

  (1) 国債・地方債等

  (2) 社債

  (3) その他

２．その他

  (1) 投資信託 500 180 952

  (2) ＣＰ 299

  (3) 貸付債権信託 － 95

  (4) 投資事業組合出資金 － 53 －

2,767

1,234

1,233

300

合計

2,499

367

－

3,667

合計

１年以内 １年超５年以内

時価が連結貸借対照表計上額
を超えるもの

－

1,001

小計 1,001

－

1,000

－

1,000

－

時価が連結貸借対照表計上額
を超えないもの

小計

－

1

－

1

－

600

種類

561

種類 取得原価

差額連結貸借対照表計上額 時価

2,100合計

500

1,100

連結貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの

連結貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの

合計

連結貸借対照表計上額

2,499

小計

351

売却額 売却損の合計額

5,316 129 116

1,064

－

△ 35

－

△ 35

－

564

500

2,065 △ 34

3,010

2,369

300

569

5,149

差額

299

2,017

0

7

－

112

2,138

29 △ 524

－ －

1,796 1,909

小計

2,120

－

1,421

2,499

2,011

△ 78

△ 0

△ 109

－－

1,342

△ 193

連結貸借対照表計上額

9,082 11,027 1,944

6,072 5,878

売却益の合計額

－

５年超10年以内

－

4,742

10年超

1,288

3,038

1,727

－ －

3,538 1,287

－

－

－

－

－

－

－

2,085
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当連結会計年度

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの（平成18年３月31日） （単位 百万円）

(1) 国債・地方債等

(2) 社債

(3) その他

(1) 国債・地方債等

(2) 社債

(3) その他

２．その他有価証券で時価のあるもの（平成18年３月31日） （単位 百万円）

(1) 株式

(2) 債券

  ① 国債･地方債等

  ② 社債

  ③ その他

(3) その他

(1) 株式

(2) 債券

  ① 国債･地方債等

  ② 社債

  ③ その他

(3) その他

３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自平成17年４月１日  至平成18年３月31日） （単位 百万円）

４．時価のない主な有価証券の内容（平成18年３月31日） （単位 百万円）

その他有価証券

    非上場株式 681

    ＦＦＦ、中国ファンド

　　投資事業組合出資金

　　合同運用金銭信託

  　その他

５．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額（平成18年３月31日）

（単位 百万円）

１．債券

  (1) 国債・地方債等

  (2) 社債

  (3) その他

２．その他

  (1) 投資信託 718 997

  (2) ＣＰ － － －

  (3) 合同運用金銭信託 － － －

  (4) 投資事業組合出資金 － 171 －

合計

1,897

－

1,833

－

200

－

1

10,079

５年超10年以内

1,461

－

10年超

900

連結貸借対照表計上額

3,129

3,500

6 －

7,129 △ 118

売却損の合計額

12,606 2,226

－

△ 1

△ 63

2,345

298

3,876

△ 622

△ 46

△ 3

234

－

250

2,091

0

3

－

－

△ 13

－

－

－

合計

300

700

－

6,000

－

1,499

3,500

7,185

2,957

3,211

－

298

種類 取得原価 連結貸借対照表計上額

2,443

600

小計

351

299

231

－

2,247

3,131

－

10310

－

差額

－

10

種類 連結貸借対照表計上額 時価

時価が連結貸借対照表計上額
を超えるもの

－

310

小計

－

300

－

300

896900合計

586

時価が連結貸借対照表計上額
を超えないもの

小計

－

600

－

586

売却額 売却益の合計額

連結貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの

300

2,497

連結貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの

7,248

10,379

2,979

合計

29

△ 13

１年以内 １年超５年以内

5,476

2,767

4,979

小計

差額

－

2,932

300

3,939

－
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⑤ デリバティブ取引

1. 取引の状況に関する事項

(1) 取引の内容 (1) 取引の内容

(2) (2)

(3) 取引の利用目的 (3) 取引の利用目的

① ①

② ②

  　ヘッジ手段   …… 
    ヘッジ対象   …… 

③ ヘッジ方針 ③ ヘッジ方針

④ ④

(4) 取引に係るリスクの内容 (4) 取引に係るリスクの内容

(5) 取引に係るリスク管理体制 (5) 取引に係るリスク管理体制

同左

同左

同左

同左

  為替予約取引については外貨建金銭債務の為替変動
リスクを回避し、安定的な利益の確保を図る目的で利
用しております。
  なお、デリバティブを利用してヘッジ会計を行って
おります。

  ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計と
ヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計を半期
ごとに比較し、両者の変動額等を基礎にしてヘッジ
有効性を評価しております。

  為替予約取引については、為替相場の変動によるリ
スクを有しております。なお、当社のデリバティブ取
引の契約先はいずれも信用度の高い国内の金融機関で
あるため、相手先の契約不履行によるリスクはほとん
どないと認識しております。

ヘッジ会計の方法

  原則として繰延ヘッジ処理によっております。な
お、為替予約については振当処理の要件を満たして
いる場合には振当処理を採用しております。

  当社の社内規程に基づき、ヘッジ対象に係る為替
変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。

ヘッジ有効性評価の方法

  当連結会計年度にヘッジ会計を適用したヘッジ手
段とヘッジ対象は次のとおりであります。

為替予約

　　至  平成17年３月31日） 　　至  平成18年３月31日）

取引に対する取組方針

  当社の利用しているデリバティブ取引は、為替予約
取引であります。

  当社が利用しているデリバティブ取引は、社内の規
程に従い決裁権限者の承認を受け財務部で行い、さら
に財務部長が定例取締役会でデリバティブ取引の状況
を報告しております。

取引に対する取組方針

ヘッジ会計の方法

ヘッジ手段とヘッジ対象

  当社のデリバティブ取引は、将来の為替変動のリス
クを回避する目的で利用するものであり、投機目的の
デリバティブ取引は行わない方針であります。

当連結会計年度

（自  平成16年４月１日 （自  平成17年４月１日

前連結会計年度

外貨建金銭債務及び外貨建
予定取引

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ有効性評価の方法

同左

同左

同左

同左

同左

- 23 -



　2.取引の時価等に関する事項
　　通貨関連

契約額等
（百万円）

契約額等の
うち１年超
（百万円）

時価
（百万円）

評価損益
（百万円）

契約額等
（百万円）

契約額等の
うち１年超
（百万円）

時価
（百万円）

評価損益
（百万円）

為替予約取引

　買建

ユーロ － － － － 1,128 956 △ 55 △ 55

1,128 956 △ 55 △ 55

　　　当連結会計年度
（注） 1.時価の算定方法 1.時価の算定方法

　取引先金融機関から提示された価格に基づき 同左
　算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているものについては、 2.ヘッジ会計が適用されているものについては、
　記載対象から除いております。 記載対象から除いております。

前連結会計年度

当連結会計年度（平成18年３月31日）

合計

区分 取引の種類

前連結会計年度（平成17年３月31日）

市場取引以
外の取引
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1. 採用している退職給付制度の概要

2．退職給付債務に関する事項 （単位 百万円）

(1) 退職給付債務 △ 2,763 (1) 退職給付債務 △ 2,877

(2) 年金資産 122 (2) 年金資産 106

(3) 未積立退職給付債務（1＋2） △ 2,641 (3) 未積立退職給付債務（1＋2） △ 2,770

(4) 未認識年金資産 △ 19 (4) 未認識数理計算上の差異 369

(5) 未認識数理計算上の差異 441 (5) 未認識過去勤務債務 1,123

(6) 未認識過去勤務債務 1,251 (6) 連結貸借対照表計上額純額（3＋4＋5） △ 1,278

(7) 連結貸借対照表計上額純額（3＋4＋5＋6） △ 968 (7) 前払年金費用 1

(8) 前払年金費用 － (8) 退職給付引当金（6－7） △ 1,279

(9) 退職給付引当金（7－8） △ 968

注)

退職給付債務の減少 3,562

年金資産の減少 △ 3,044

未認識数理計算上の差異 32

退職給付引当金の減少 551

3．退職給付費用に関する事項 （単位 百万円）

(1) 295 (1) 184

(2) 88 (2) 53

(3) △ 34 (3) △ 1

(4) 71 (4) 57

(5) 過去勤務債務の費用処理額 32 (5) 過去勤務債務の費用処理額 128

(6) 200 (6) 229

(7) 147 (7) 116

(8) 801 (8) 13

(9) 退職給付費用（1＋2＋3＋4＋5＋6＋7＋8） 780

注)

確定拠出年金掛金

退職給付費用（1＋2＋3＋4＋5＋6＋7）

当連結会計年度において、上記の退職給付費用以外
に、制度変更に伴う影響額551百万円を適格退職年金終
了益として特別利益に計上しております。

その他

期待運用収益

数理計算上の差異の費用処理額

厚生年金基金掛金拠出額

期待運用収益

数理計算上の差異の費用処理額

厚生年金基金掛金拠出額

その他

（平成17年３月31日） （平成18年３月31日）

  なお、当社は東京薬業厚生年金基金に加入しておりますが、当該厚生年金基金制度は退職給付会計実務指針33項の
例外処理を行う制度であり、以下の退職給付債務及び年金資産には含めておらず、同基金への掛金拠出額をもって退
職給付費用としております。同基金の年金資産残高のうち当社の掛金拠出割合に基づく期末の年金資産残高は 6,031
百万円であります。

前連結会計年度

適格退職年金制度から確定拠出年金制度等への移行に
伴う影響額は次のとおりであります。

⑥ 退職給付

前連結会計年度 当連結会計年度

  当社は、加入者について確定拠出年金制度及び退職金前払制度、年金受給者については閉鎖型年金制度を採用して
おります。また、従業員の退職等に際して、割増退職金を払う場合があります。

利息費用

当連結会計年度

（自  平成16年４月１日 （自  平成17年４月１日
　　至  平成17年３月31日） 　　至  平成18年３月31日）

勤務費用

利息費用

勤務費用
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4．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

(1) 退職給付見込額の期間配分方法 …… 期間定額基準 (1) 退職給付見込額の期間配分方法 …… 期間定額基準

(2) 割引率 …… 2.0％ (2) 割引率 …… 2.0％

(3) 期待運用収益率 …… 1.5％ (3) 期待運用収益率 …… 1.5％

(4) 数理計算上の差異の処理年数 …… 10年 (4) 数理計算上の差異の処理年数 …… 10年

(5) 過去勤務債務の額の処理年数 …… 10年 (5) 過去勤務債務の額の処理年数 …… 10年

（4）生産、受注及び販売の状況

販売の状況については「３.経営成績及び財政状態」に記載しております。

1.生産実績

ベッド 33,339 33,698 1.1

マットレス 3,227 3,871 19.9

病室用家具 4,002 4,329 8.2

医療用器具備品 3,208 3,026 △ 5.7

その他 619 471 △ 23.9

合計 44,397 45,396 2.3

(注) 金額は販売価格によって表示しております。

2.商品仕入実績

病室用家具他 5,592 6,021 7.7

合計 5,592 6,021 7.7

3.受注状況

見込み生産を行っておりますので、該当事項はありません。

（単位　百万円）

品目別 前連結会計年度

品目別 前連結会計年度 当連結会計年度 前年度増減（％）

当連結会計年度

各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存
勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法に
より按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度か
ら費用処理しております。

各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存
勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法に
より按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度か
ら費用処理しております。

前連結会計年度 当連結会計年度

（平成17年３月31日） （平成18年３月31日）

過去勤務債務は、発生時における従業員の平均残存
勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法に
より按分した額を発生連結会計年度から費用処理し
ております。

（単位　百万円）

前年度増減（％）

過去勤務債務は、発生時における従業員の平均残存
勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法に
より按分した額を発生連結会計年度から費用処理し
ております。
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