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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

22年3月期 49,792 △8.0 720 873.6 644 ― 263 ―
21年3月期 54,179 △10.2 74 △95.6 △110 ― △1,615 ―

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
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 1.15 ― 0.7 1.0 1.4
21年3月期 △7.05 ― △4.1 △0.1 0.1

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期 59,602 37,451 62.8 164.32
21年3月期 59,984 37,740 62.9 165.58

（参考） 自己資本   22年3月期  37,451百万円 21年3月期  37,740百万円

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

22年3月期 4,191 △3,473 164 11,030
21年3月期 1,808 △3,092 1,797 10,142

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 2.50 ― 1.25 3.75 858 ― 2.1
22年3月期 ― 1.25 ― 1.25 2.50 569 217.3 1.5
23年3月期 

（予想）
― 1.25 ― 1.25 2.50 71.2

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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 
連結累計期間

25,000 0.3 640 50.2 540 47.7 240 20.7 1.05

通期 50,600 1.6 1,800 149.7 1,600 148.1 800 203.8 3.51



4.  その他 
(1) 期中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）  有  

（注）詳細は、７ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、19ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」及び21ページ「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」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）1株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、33ページ「1株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ― 社 （社名 ） 除外 1社 （社名 フランスベッドメディカルサービス(株) ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 239,487,500株 21年3月期 239,487,500株
② 期末自己株式数 22年3月期  11,574,923株 21年3月期  11,566,494株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

22年3月期 1,939 △13.0 1,249 △2.3 1,210 △6.2 1,157 21.8
21年3月期 2,230 △3.7 1,279 △7.3 1,290 △7.4 949 △27.2

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
円 銭 円 銭

22年3月期 5.07 ―
21年3月期 4.15 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期 59,589 42,290 70.9 185.55
21年3月期 58,547 41,705 71.2 182.98

（参考） 自己資本 22年3月期  42,290百万円 21年3月期  41,705百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※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、
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仮定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、３ページ「１．経営成績 （1） 経営成績に関する分析」をご覧ください。 

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 
累計期間

980 △1.0 620 △0.6 600 △1.0 570 △0.2 2.50

通期 1,900 △2.0 1,240 △0.7 1,190 △1.6 1,160 0.2 5.08



(1）経営成績に関する分析 

① 当期の経営成績 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、景気は持ち直しつつあるものの、米国に端を発した金融危機の影響が残

り、雇用・所得環境の悪化や設備投資の低迷は依然続いており、先行きの不透明感を払拭できない状況で推移いた

しました。 

 このような経営環境の下、当社グループは、平成21年４月１日をもって、当社グループの中核事業会社であるフ

ランスベッド株式会社とフランスベッドメディカルサービス株式会社の２社を合併いたしました。 

 この合併により、成長分野である介護福祉用具事業に経営資源を集中し、同事業の更なる成長を目指すととも

に、家具インテリア健康事業の構造改革を進め、同事業の収益力の回復を図ることで、グループ全体の収益力の向

上に努めてまいりました。合併後１年が経過し、介護福祉用具事業におきましては、メーカー機能が一体化したこ

とにより、マーケットと直結した顧客満足度の高い商品開発を迅速に行う体制が整うとともに、家具インテリア健

康事業から速やかな人員シフトが可能となりました。また、この合併を機に、営業拠点の統廃合を進め、外部流出

費用の圧縮に努めてまいりました。 

 この結果、当社グループにおける当連結会計年度の売上高は 百万円（前年同期比8.0％減）、営業利益は

百万円（前年同期比873.6％増）、経常利益は 百万円（前年同期は経常損失110百万円）、当期純利益は

百万円（前年同期は当期純損失1,615百万円）となりました。 

 事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

（家具インテリア健康事業） 

 家具インテリア健康事業におきましては、個人消費は第２四半期以降に持ち直しの動きがあるものの、当事業

と関連の深い住宅市場については依然として低迷が続き、耐久消費財である家具については需要の量的な伸長は

見込めない状況が続きました。さらに、大規模小売業者は海外を生産拠点とする開発輸入商品の値下げ販売を推

し進めており、国内メーカーも販売価格を下げざるを得ず、利益を確保することが非常に困難な状況となってお

ります。 

 このような状況のなか、当社グループの中核会社であるフランスベッド株式会社においては、創立60周年のプ

ロモーションを通じ、主力商品である家庭用ベッドの拡販に注力してまいりました。高齢者のニーズが高い電動

リクライニングベッド「システムファルドシリーズ」やファッショナブルなパーソナルソファベッドの新商品

「Ｌｉｆｉｔ（ライフィット）」、また同社がこれまで培ってきた技術とノウハウを集結し、理想的な寝心地を

実現したマットレスシリーズ「ライフトリートメントマットレスシリーズ」等を中心に、安全性やデザイン性、

機能性を強く打ち出した商品販売促進に努めてまいりました。  

 さらに、収益改善対策として、営業拠点の統廃合や不採算ショールームの閉鎖、希望退職者募集や介護福祉用

具事業への人員のシフト等、効率的な運営体制への切り替えに継続的に取り組んでまいりました。 

 また、合併効果を生かした新規事業として取り組んでいる「一般家具レンタル」や「マンションデベロッパー

向け家具販売」の展開も全国へと拡大いたしました。 

 以上の結果、家具インテリア健康事業の売上高は21,704百万円（前年同期比16.7％減）、営業損失は1,156百

万円（前年同期は営業損失1,271百万円）となりました。 

（介護福祉用具事業） 

 介護福祉用具事業におきましては、本格的な高齢社会を迎えているわが国においては、介護が必要とされる高

齢者が増加しており、当事業のレンタル売上高及び商品売上高は順調に推移しております。 

 当期におきましては、手すりの隙間への身体の挟み込みリスクの低減と安全性の向上を図った新ＪＩＳ（日本

工業規格）対応の電動介護用ベッドの発売を平成21年６月から開始し、各営業拠点での介護支援専門店や代理店

を対象とした研修会や商品説明会の開催を通じて、当該商品のレンタル取引の拡大に注力いたしました。また、

前年度に投入いたしました機能性を高めた「車いす」や「手すり」等の移動関連用具のレンタル売上は引き続き

順調に推移し、自治体への災害発生時に備えたベッドの販売にも実績を残しました。 

 また、大都市圏における営業及び物流拠点の充実を図るため、東京都練馬区や愛知県名古屋市等に計４箇所の

営業所を新設いたしました。さらに、サービスセンターにつきましても、兵庫県西宮市内に阪神サービスセンタ

ーを新設するとともに、千葉県千葉市の既存施設の建替え等を行い、サービスの向上に努めてまいりました。 

 当該事業における新規の商品及びサービスといたしましては、平成22年１月には、片麻痺の方でも軽い力で漕

ぐことができるリハビリ用足こぎ車いす「プロファンド」を、医療機関向けに販売及びレンタルを開始するとと

もに、同年２月には東京都調布市にて運動機能訓練等のプログラムを主に提供する軽介護度者に特化した通所介

護施設「悠悠いきいき倶楽部」を開設いたしました。また、リハビリテーション用の機器の取り扱い専門部署を

新設し、今後の事業展開の準備を進めました。 

 以上の結果、介護福祉用具事業の売上高は23,894百万円（前年同期比3.9％増）、営業利益は1,858百万円（前

年同期比48.9％増）となりました。 

１．経営成績

49,792

720 644 263



（不動産賃貸事業） 

 当社グループでは、グループ各社が保有する不動産を各社の事業展開に応じて利用しておりますが、一部の

不動産につきましては外部に賃貸を行っており、この外部顧客に対する売上高は139百万円（前年同期比5.0％

減）となりました。また、営業利益につきましては、セグメント間の内部売上高に対する利益も含めまして、

121百万円（前年同期比51.9％減）となりました。 

（その他事業） 

 戸別訪問販売事業においては、信販会社の与信供与の厳格化による影響に加え、高額品の販売低迷により、

大幅な売上高の減少が続いているところから、営業拠点の統廃合や人件費の削減等により、収益の確保に努め

てまいりました。 

 一方、日用品雑貨販売事業におきましても、店舗のスクラップ・アンド・ビルドの継続による不採算店舗の

撤退を加速し、収益の改善に努めてまいりました。 

 以上の結果、その他事業の売上高は4,053百万円（前年同期比18.4％減）、営業損失は212百万円（前年同期

は営業損失262百万円）となりました  

② 次期の見通し 

 次期の見通しにつきましては、景気は持ち直しつつあるものの、依然として先行きの不透明感を払拭できない

状況であり、雇用・所得環境の悪化や設備投資の低迷はまだ続くものと予想しております。 

 このような状況の中、当社グループでは、介護福祉用具事業においては高齢者人口の増加が今後も続くことか

ら、更なる積極的な事業展開を行う一方で、家具インテリア健康事業においては、円高の影響を受けた輸入品の国

内市場への増加に続き、それに伴う価格競争はより一層激化することが予測され、厳しい経営環境が続くものと予

想しております。 

 以上のことから、次期につきましては連結売上高50,600百万円、連結営業利益1,800百万円、連結経常利益1,600

百万円、連結当期純利益800百万円を予想しております。 

  

(2）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

 当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末（以下「前期末」という。）と比較して381百万円減少し

59,602百万円となりました。流動資産は前期末と比較して403百万円増加し32,669百万円となりました。主な増減

として、増加については現金及び預金1,297百万円、有価証券499百万円、未収入金388百万円などであり、減少に

ついては売上高の減少に伴う受取手形及び売掛金946百万円、たな卸資産1,018百万円などであります。固定資産は

前期末と比較して777百万円減少し26,918百万円となりました。主な増減として、増加については有形及び無形固

定資産の取得などによるものであり、減少については１年基準（ワンイヤールール）適用となる定期預金の流動資

産への振替などによるものであります。 

 負債は、前期末と比較して93百万円減少し22,150百万円となりました。主な増減として、増加については長期及

び短期のリース債務810百万円などであり、減少については、未払法人税等239百万円、事業再編損失及び部品交換

損失の引当金216百万円などであります。 

 純資産は、前期末と比較して288百万円減少し37,451百万円となりました。主な要因としては、増加については

当期純利益263百万円などであり、減少については剰余金の配当569百万円などであります。 

以上の結果、自己資本比率は前期末の62.9％から62.8％となりました。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度末（以下「当期」という。）のキャッシュ・フローの状況は、現金及び現金同等物残高が前連結

会計年度末と比較して 百万円増加し 百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次の通りであ

ります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、 百万円の収入（前年同期は1,808百万円の収入）となりました。

主な要因として、法人税等の支払691百万円などの支出に対し、税金等調整前当期純利益629百万円、非資金項目

である減価償却費2,650百万円などの計上、売上債権の減少947百万円、たな卸資産の減少1,025百万円などの収

入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） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、 百万円の支出（前年同期は3,092百万円の支出）となりました。

主な要因は、有形固定資産の取得による支出3,536百万円など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） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、 百万円の収入（前年同期は1,797百万円の収入）となりました。主

な要因として、リース債務の返済742百万円、配当金の支払570百万円などの支出に対し、セール・アンド・リー

888 11,030

4,191

3,473

164



スバックによる収入1,490百万円によるものであります。  

  

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

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 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注）１．いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

２．株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

３．キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

４．有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としてお

ります。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、株主価値を 大化していくために、株主に対する利益還元を重要な経営政策のひとつとして位置づけて

おり、安定的な配当の継続に努めることを基本方針としております。 

 しかしながら、当期に関しては、業績の低迷及び更なる市場動向の厳しさが予測されることから、当期の配当に

つきましては１株当たり2.50円（前期3.75円）を予定しております。また、次期の配当につきましても１株当たり

2.50円の配当を予定しております。 

  

(4）事業等のリスク 

 当社グループの経営成績、財政状態及び株価等に影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあり

ます。 

 なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものでありま

す。 

① 当社グループの事業環境について 

ａ 当社グループがおこなっている家具インテリア健康事業の取引先が属する市場は、景気動向、地価動向及び住

宅税制等の影響を比較的受け易い傾向にあります。従って、景気の低迷による所得の減少、市場金利の上昇、地

価上昇及び住宅税制の課税強化等により、同市場の需要が減少した場合には、売上高が減少し、取扱製商品の販

売価格が下落する等により利幅が縮小する可能性がある他、取引先の経営状態の悪化や、貸倒れの発生等により

当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

ｂ 当社グループがおこなっている介護福祉用具事業は、介護保険制度に大きく依存しております。従って、この

介護保険制度の改定等がおこなわれた場合には売上高が減少し、当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼす

可能性があります。 

ｃ 当社グループがおこなっているその他事業の内、戸別訪問販売事業は、法律の規制を受ける事業であるため、

関係法律の改定等がおこなわれた場合には売上高が減少し、当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能

性があります。また、日用品雑貨販売事業は、消費者の感性やファッション性、プライスライン及び店舗環境等

により、業績が左右されるため、当社グループが市場の変化を十分に予測できず、魅力ある商品を提供できない

場合には売上高が減少し、当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

② 製品の欠陥について 

 当社グループは各工場において、ＪＩＳ（日本工業規格）及び同規格よりも厳しい独自の品質基準に基づくＦＥ

Ｓ（FRANCEBED ENGINEERING STANDARDS）に則して各種の製品を製造しております。 

 しかし、すべての製品について欠陥が発生しないという保証はありません。また、当社グループは製造物責任賠

償に係る保険に加入しておりますが、この保険が 終的に負担する賠償額を十分にカバーできるという保証はあり

  平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期

自己資本比率（％）  61.7  63.6  65.9  62.9  62.8

時価ベースの自己資本比率（％）  99.9  83.7  49.5  49.7  51.6

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年）  1.3  1.9  5.4  4.7  2.2

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  50.9  29.3  9.7  16.9  31.4



ませんし、引き続きこのような保険に加入できるとは限りません。 

 万一製品の欠陥を生じ、当社グループが賠償責任を負う場合、また顧客の安全のために大規模なリコールを実施

した場合等においては、多額のコストを発生することとなり、さらに製品に対する評価を大幅に低下させ、ブラン

ドを毀損した場合には、売上高が減少し、当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

③ 個人情報漏洩等について 

 当社グループは、事業の特性上大量の顧客情報等の個人情報を取扱っており、個人情報保護には特に配慮して対

策を進め事業活動をおこなっておりますが、万一個人情報の漏洩があれば、法的責任を負う可能性がある他、信用

を大きく毀損することとなり、当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

④ 信用について 

 当社グループは様々な営業取引をおこなっており、取引先の信用悪化や経営破綻等による損失が発生する信用リ

スクを負っております。 

 従って、当該リスクを管理するために、取引先毎に取引限度額や代金決済方法等を定め、更に債権保全委員会を

設置して機動的な運営をおこなっております。 

 しかし、このリスクを全て排除することは困難でありますので、取引先の信用悪化や経営破綻等があれば当社グ

ループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑤ 為替変動等について 

 当社グループは原材料及び取扱製商品の輸出入取引をおこなっており、それらに係る外貨建金銭債権債務(外貨

建予定取引を含む。)について、為替相場の変動リスクを有しております。そのため当社グループは、為替相場の

変動によるリスクをヘッジする目的でデリバティブ取引をおこなっておりますが、間接的な影響を含め、これをす

べて排除することは困難であります。従って、為替相場の変動が当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可

能性があります。 

 また、当社グループの輸出入取引は、アジア・ヨーロッパを中心とした複数の国々とおこなっており、今後もそ

の取引は継続されます。従って、各国の経済情勢の変化及び災害の発生等に伴う輸出入環境の変化が当社グループ

の業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 



 当社の企業集団は、当社と子会社８社（連結７社、非連結１社）で構成され、家具インテリア健康事業、介護福祉用

具事業、不動産賃貸事業、その他事業を主な事業内容としております。 

 当社グループの事業に係る位置付けおよび事業の種類別セグメントとの関連は次のとおりであります。 

 なお、セグメント情報における事業の種類別セグメントの区分は下記の区分と同一であります。 

（注）㈱エフビー友の会は、子会社フランスベッド販売㈱の子会社で同社が販売する商品の前払式特定取引契約による友

の会会員を募集し、当該会員に対する商品の販売斡旋をおこなっております。 

  

２．企業集団の状況

事業区分 主な事業内容 主要な会社 

家具インテリア健康事業 ベッド・家具類・寝装品等の製造・仕

入及び卸売 

フランスベッド㈱ 

東京ベッド㈱ 

フランスベッドファニチャー㈱ 

France bed International (Thailand) Co.,Ltd. 

介護福祉用具事業 療養ベッド・福祉用具・リネン等の製

造・仕入、レンタル・小売及び卸売 

フランスベッド㈱ 

㈱翼 

不動産賃貸事業 不動産の賃貸  フランスベッド㈱ 

東京ベッド㈱ 

フランスベッドファニチャー㈱ 

その他事業 装身具・日用品雑貨・健康機器等の仕

入及び小売、広告・展示会設営 

フランスベッド販売㈱ 

㈱エフビー友の会 

㈱アドセンター 



［事業系統図］ 

 事業の系統図は次のとおりであります。なお、取引関係については、主要なもののみ記載しております。 

 
 （注）１．フランスベッドメディカルサービス㈱は、平成21年４月１日を合併期日としてフランスベッド㈱と合併

し、消滅しております。 

２．㈱翼は、平成21年12月15日に株式を取得しましたが、連結の範囲から除外しております。 

３．韓国フランスベッド㈱は、平成22年１月29日に当社が保有する同社株式の全てを譲渡し、連結範囲から除

外しております。 



(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループは、「創造と革新により『豊かさとやさしさ』のある暮らしの実現に貢献するヒューマンカンパニー

を目指す」を経営理念に掲げ、消費者にご満足いただける付加価値の高い新商品・新サービスの提供に努めてまいり

ます。 

 また、グループ会社が持つ経営資源をより一層効率的に活用することにより、グループ総合力の強化に努め、企業

価値の向上を目指してまいります。  

  

(2）会社の対処すべき課題 

 当社グループは、中核事業会社であるフランスベッド株式会社とフランスベッドメディカルサービス株式会社の２

社を合併し、経営・組織体制の一元化を図ったことで、迅速かつ効率的な経営戦略決定と業務執行が可能となり、成

長分野への経営資源の集中と収益力の強化を着実に図ってまいりました。今後も、合併効果による更なるシナジー効

果の早期発現のために種々の施策に取り組んでまいります。 

 主な事業における取り組み事項は次のとおりです。 

（家具インテリア健康事業） 

 家具インテリア健康事業につきましては、引き続き、収益力の回復を 大の目標としてまいります。このための

施策の一環として、フランスベッド株式会社インテリア健康事業本部は、これまでの営業機能を地域別に組織した

支社制度から生産・物流機能も加えた事業部制度に本年４月１日をもって、移行いたしました。事業部制度に移行

することにより、計画的な生産・販売・在庫管理の実現と責任の明確化を図り、生産から販売までが自事業部にて

完結することにより、開発から販売までの時間を短縮し、市場の変化に柔軟に対応する体制を整えてまいります。

また、経費削減策といたしましては、費用対効果を追求した催事、企画の選別や事業部制度への移行に伴う配送体

制の見直しを実行してまいります。 

（介護福祉用具事業） 

 介護福祉用具事業につきましては、当社グループの成長分野であるが故に、今後も効率的かつ戦略的な事業展開

が求められます。 

 フランスベッド株式会社メディカルサービス事業本部においては、新ＪＩＳ対応の電動介護用ベッドの更なる促

進に加え、同社インテリア健康事業本部からの異動者の戦力化による営業力の強化や大都市圏での営業拠点の増

設、新商品の展開等により、増収計画といたします。また、増収による利益の拡大に留まらず、福祉用具機器の在

庫の圧縮や物流体制の見直しを行い、経費の削減による利益の嵩上げも推進してまいります。一方、北海道エリア

においては、当事業本部の組織として、インテリア営業所とメディカル営業所及び北海道工場を有する北海道営業

部を新設いたしました。当事業と家具インテリア健康事業との融合を図ったこの組織形態は今後の当社グループの

方向性を見極める上で重要な施策と位置付けております。 

  

(3）その他、会社の経営上重要な事項 

 該当事項はありません。 

３．経営方針



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,983 9,280

受取手形及び売掛金 10,103 9,156

有価証券 2,499 2,999

商品及び製品 7,673 6,733

仕掛品 173 148

原材料及び貯蔵品 1,847 1,793

繰延税金資産 853 1,018

その他 1,186 1,599

貸倒引当金 △53 △59

流動資産合計 32,266 32,669

固定資産   

有形固定資産   

賃貸用資産 3,645 4,680

減価償却累計額 △2,116 △2,946

賃貸用資産（純額） 1,528 1,734

建物及び構築物 15,423 14,991

減価償却累計額 △10,349 △10,044

建物及び構築物（純額） 5,073 4,947

機械装置及び運搬具 6,998 6,897

減価償却累計額 △6,080 △6,052

機械装置及び運搬具（純額） 917 845

工具、器具及び備品 1,938 1,973

減価償却累計額 △1,589 △1,595

工具、器具及び備品（純額） 349 377

土地 6,523 6,454

リース資産 1,418 2,938

減価償却累計額 △253 △980

リース資産（純額） 1,164 1,957

建設仮勘定 43 62

有形固定資産合計 15,600 16,379

無形固定資産   

リース資産 － 3

ソフトウエア 339 237

その他 132 661

無形固定資産合計 472 902

投資その他の資産   

投資有価証券 ※2  1,346 ※1, ※2  1,479

長期貸付金 47 21

繰延税金資産 2,461 2,001

前払年金費用 5,590 5,286

その他 2,356 1,023

貸倒引当金 △179 △176

投資その他の資産合計 11,623 9,636

固定資産合計 27,696 26,918



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

繰延資産   

社債発行費 21 14

繰延資産合計 21 14

資産合計 59,984 59,602

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※2  4,996 ※2  5,202

ファクタリング未払金 1,262 1,169

短期借入金 5,283 5,275

1年内返済予定の長期借入金 － 225

1年内償還予定の社債 － 775

リース債務 526 1,050

未払法人税等 353 114

未払消費税等 58 46

繰延税金負債 0 0

賞与引当金 1,159 1,048

役員賞与引当金 12 1

部品交換損失引当金 102 －

事業再編損失引当金 128 14

その他 2,641 2,249

流動負債合計 16,526 17,173

固定負債   

社債 1,550 775

長期借入金 450 225

リース債務 849 1,136

繰延税金負債 0 0

退職給付引当金 2,250 2,212

役員退職慰労引当金 403 438

偶発損失引当金 7 8

その他 204 180

固定負債合計 5,717 4,977

負債合計 22,243 22,150

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,000 3,000

資本剰余金 5,116 5,116

利益剰余金 32,823 32,516

自己株式 △3,150 △3,151

株主資本合計 37,789 37,481

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △112 △3

繰延ヘッジ損益 △0 6

為替換算調整勘定 63 △32

評価・換算差額等合計 △48 △29

純資産合計 37,740 37,451

負債純資産合計 59,984 59,602



（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 54,179 49,792

売上原価 ※1, ※3  30,683 ※1, ※3  27,772

売上総利益 23,495 22,019

販売費及び一般管理費 ※2, ※3  23,421 ※2, ※3  21,299

営業利益 74 720

営業外収益   

受取利息 39 12

受取配当金 39 37

為替差益 － 29

仕入割引 25 －

生命保険配当金 34 －

その他 100 164

営業外収益合計 239 243

営業外費用   

支払利息 112 132

売上割引 53 42

支払手数料 － 44

為替差損 147 －

その他 110 100

営業外費用合計 424 319

経常利益又は経常損失（△） △110 644

特別利益   

前期損益修正益 ※4  49 8

固定資産売却益 ※5  130 ※5  242

部品交換損失引当金戻入額 － 100

受取補償金 111 －

特別利益合計 291 351

特別損失   

前期損益修正損 19 17

固定資産売却損 ※6  1 ※6  0

固定資産除却損 ※7  51 ※7  59

減損損失 ※9  205 ※9  53

投資有価証券評価損 314 －

関係会社株式売却損 － 14

早期割増退職金 － 221

たな卸資産評価損 31 －

事業再編損 ※8  220 －

偶発損失引当金繰入額 7 －

その他 12 －

特別損失合計 864 367

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△683 629

法人税、住民税及び事業税 761 98

法人税等調整額 169 267

法人税等合計 931 365

当期純利益又は当期純損失（△） △1,615 263



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 3,000 3,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,000 3,000

資本剰余金   

前期末残高 5,117 5,116

当期変動額   

自己株式の処分 △0 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 5,116 5,116

利益剰余金   

前期末残高 35,585 32,823

当期変動額   

剰余金の配当 △1,147 △569

当期純利益又は当期純損失（△） △1,615 263

当期変動額合計 △2,762 △306

当期末残高 32,823 32,516

自己株式   

前期末残高 △2,952 △3,150

当期変動額   

自己株式の取得 △199 △1

自己株式の処分 1 －

当期変動額合計 △198 △1

当期末残高 △3,150 △3,151

株主資本合計   

前期末残高 40,751 37,789

当期変動額   

剰余金の配当 △1,147 △569

当期純利益又は当期純損失（△） △1,615 263

自己株式の取得 △199 △1

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 △2,961 △307

当期末残高 37,789 37,481



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 95 △112

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △207 109

当期変動額合計 △207 109

当期末残高 △112 △3

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 15 △0

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △15 6

当期変動額合計 △15 6

当期末残高 △0 6

為替換算調整勘定   

前期末残高 15 63

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 48 △96

当期変動額合計 48 △96

当期末残高 63 △32

評価・換算差額等合計   

前期末残高 126 △48

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △174 18

当期変動額合計 △174 18

当期末残高 △48 △29

純資産合計   

前期末残高 40,877 37,740

当期変動額   

剰余金の配当 △1,147 △569

当期純利益又は当期純損失（△） △1,615 263

自己株式の取得 △199 △1

自己株式の処分 0 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △174 18

当期変動額合計 △3,136 △288

当期末残高 37,740 37,451



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△）

△683 629

減価償却費 2,054 2,650

減損損失 205 53

固定資産売却損益（△は益） △128 △242

固定資産除却損 50 57

投資有価証券評価損益（△は益） 314 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3 3

賞与引当金の増減額（△は減少） △119 △110

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △23 △10

部品交換損失引当金の増減額（△は減少） △41 △102

退職給付引当金の増減額（△は減少） △299 △38

前払年金費用の増減額（△は増加） 229 303

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △62 35

受取利息及び受取配当金 △79 △49

支払利息 112 132

為替差損益（△は益） 103 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,666 947

たな卸資産の増減額（△は増加） 626 1,025

仕入債務の増減額（△は減少） △1,692 199

ファクタリング未払金の増減額（△は減少） △42 △92

未払費用の増減額（△は減少） 69 △168

その他 217 △258

小計 2,482 4,965

利息及び配当金の受取額 79 50

利息の支払額 △106 △133

法人税等の支払額 △646 △691

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,808 4,191

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △54 △21

定期預金の払戻による収入 48 312

有形固定資産の取得による支出 △2,790 △3,536

有形固定資産の売却による収入 158 388

投資有価証券の取得による支出 △274 △0

貸付けによる支出 △8 △76

貸付金の回収による収入 12 14

無形固定資産の取得による支出 － △543

その他 △183 △10

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,092 △3,473



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 112 －

短期借入金の返済による支出 △100 △11

長期借入れによる収入 450 －

長期借入金の返済による支出 △48 －

社債の発行による収入 1,528 －

自己株式の売却による収入 0 －

自己株式の取得による支出 △199 △1

セール・アンド・リースバックによる収入 1,431 1,490

リース債務の返済による支出 △231 △742

配当金の支払額 △1,146 △570

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,797 164

現金及び現金同等物に係る換算差額 △15 5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 497 888

現金及び現金同等物の期首残高 9,645 10,142

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  10,142 ※1  11,030



 該当事項はありません。  

   

  

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

すべての子会社を連結の範囲に含めております。  

(1) 連結子会社の数 ９社 

連結子会社の名称 

フランスベッド㈱、フランスベッドメディカルサー

ビス㈱、フランスベッドファニチャー㈱、フランス

ベッド販売㈱、㈱エフビー友の会、東京ベッド㈱、

韓国フランスベッド㈱、France bed International 

(Thailand) Co.,Ltd.、㈱アドセンター 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数 ７社 

連結子会社の名称 

フランスベッド㈱、フランスベッドファニチャー

㈱、フランスベッド販売㈱、㈱エフビー友の会、東

京ベッド㈱、France bed International 

(Thailand) Co.,Ltd.、㈱アドセンター 

前連結会計年度において連結子会社であったフラン

スベッドメディカルサービス㈱は、平成21年４月１

日付で連結子会社であるフランスベッド㈱に吸収合

併されたため、連結の範囲から除外しております。

また、前連結会計年度において連結子会社であった

韓国フランスベッド㈱は、保有株式を売却したた

め、連結の範囲から除外しております。 

(2)           ―――――――――― 

  

(2) 非連結子会社の名称等 

非連結子会社の名称 

㈱翼 

連結の範囲から除いた理由 

非連結子会社は、小規模であり、合計の総資産、売

上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）等は、いずれも連結財務諸表

に重要な影響を及ぼしていないためであります。 

２ 持分法の適用に関する事項 

該当はありません。 

２ 持分法の適用に関する事項 

持分法を適用しない非連結子会社の名称 

㈱翼 

持分法を適用しない理由  

持分法を適用しない非連結子会社は、当期純損益（持

分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等

からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に

及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性

がないため持分法の適用範囲から除外しております。

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日

と一致しております。 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

同左 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評

価差額は全部純資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算定） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 



  

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

② たな卸資産 

ａ 商品、製品、仕掛品 

主として先入先出法による原価法（貸借対照表

価額につきましては収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法により算定） 

② たな卸資産 

ａ 商品、製品、仕掛品 

同左 

ｂ 原材料、貯蔵品 

終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額

につきましては収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法により算定） 

（会計方針の変更） 

通常の販売目的で保有する商品、製品及び仕掛品につい

ては、従来、主として先入先出法による原価法、原材料

及び貯蔵品については、 終仕入原価法による原価法に

よっておりましたが、当連結会計年度より「棚卸資産の

評価に関する会計基準」(企業会計基準第９号 平成18

年７月５日公表分)が適用されたことに伴い、商品、製

品及び仕掛品については、主として先入先出法による原

価法（貸借対照表価額につきましては収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法）、原材料及び貯蔵品について

は、 終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額につ

きましては収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）に

より算定しております。 

ｂ 原材料、貯蔵品 

同左 

  

これにより、売上総利益及び営業利益は68百万円減少、

経常損失は68百万円増加、税金等調整前当期純損失は

100百万円増加しております。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載

しております。  

  

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

 賃貸用資産      ３～10年 

 建物及び構築物    ３～50年 

 機械装置及び運搬具  ２～13年 

 工具、器具及び備品  ２～20年 

賃貸用資産のうち、取得価額が20万円未満の少額

賃貸資産については、一括償却資産として３年間

で均等償却しております。 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

 賃貸用資産      ３～10年 

 建物及び構築物    ３～55年 

 機械装置及び運搬具  ４～13年 

 工具、器具及び備品  ２～20年 

賃貸用資産のうち、取得価額が20万円未満の少額

賃貸資産については、一括償却資産として３年間

で均等償却しております。 

（追加情報） 

国内連結子会社の機械装置については、従来、耐用年数

を３年～15年としておりましたが、当連結会計年度より

２年～13年に変更しております。 

これは、平成20年度の税制改正を契機に耐用年数を見直

したことによるものであります。 

これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法を採用しております。 

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内

における利用可能期間（５年）に基づく定額法を

採用しております。 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 



  

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

   ③ リース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法を採用しております。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引の

うち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前

の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によっております。  

   ③ リース資産 

同左 

④ 長期前払費用 

均等償却しております。 

④ 長期前払費用 

同左 

(3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

国内連結子会社は売掛金等の債権の貸倒損失に備

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

回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して

おります。 

また、一部の在外連結子会社は、貸倒見積額を計

上しております。 

(3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

国内連結子会社は売掛金等の債権の貸倒損失に備

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

回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して

おります。 

② 賞与引当金 

連結財務諸表提出会社及び国内連結子会社は従業

員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支

給見込額の当連結会計年度負担額を計上しており

ます。 

② 賞与引当金 

同左 

③ 役員賞与引当金  

連結財務諸表提出会社及び国内連結子会社は役員

賞与の支出に備えるため、当連結会計年度におけ

る支給見込額に基づき計上しております。 

③ 役員賞与引当金  

国内連結子会社は役員賞与の支出に備えるため、

当連結会計年度における支給見込額に基づき計上

しております。 

④ 退職給付引当金 

国内連結子会社は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、当連結会計年度末に

おいて発生していると認められる額を計上してお

ります。 

なお、数理計算上の差異については、各連結会計

年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（主として10年）による定額法によ

り、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。 

④ 退職給付引当金 

同左 

  

  

（会計方針の変更） 

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（その３）」（企業会計基準第19号 平成20年

７月31日）を適用しております。なお、これによる損益

及び退職給付債務の差額の未処理残高に与える影響はあ

りません。 

⑤ 役員退職慰労引当金 

連結財務諸表提出会社及び国内連結子会社は役員

の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく

連結会計年度末要支給額を計上しております。 

⑤ 役員退職慰労引当金 

同左 



  

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

⑥ 部品交換損失引当金 

部品の不具合による交換費用の支出に備え、当連

結会計年度末現在の将来交換見込台数に係る費用

見積額を計上しております。  

⑥ 部品交換損失引当金 

同左 

⑦ 事業再編損失引当金 

当連結会計年度中に決定した当社グループの事業

再編に伴う損失に備えるため、当連結会計年度末

において発生していると合理的に見込まれる損失

見積額を計上しております。 

⑦ 事業再編損失引当金 

前連結会計年度に決定した当社グループの事業再

編に伴う損失に備えるため、当連結会計年度末に

おいて発生していると合理的に見込まれる損失見

積額を計上しております。 

⑧ 偶発損失引当金 

将来発生する可能性のある偶発事象に対し、必要

と認められる損失額を合理的に見積り計上してお

ります。  

⑧ 偶発損失引当金 

同左 

(4) 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、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、在外連結子会社等の資産及び負債は、連結決

算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び

費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額

は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計

上しております。 

(4) 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 

同左 

(5) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっております。なお、為替予

約等が付されている外貨建金銭債権債務等につい

ては、振当処理を行っております。 

(5) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ａ ヘッジ手段 

デリバティブ取引（通貨オプション取引及び為

替予約取引） 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ａ ヘッジ手段 

同左 

ｂ ヘッジ対象 

為替の変動リスクにさらされている外貨建金銭

債権債務（外貨建予定取引を含む。） 

ｂ ヘッジ対象 

同左 

③ ヘッジ方針 

主に原材料及び商品の輸入取引に係る為替の変動

リスクをヘッジする目的でデリバティブ取引を行

っております。 

デリバティブ取引を行うにあたっては、予定取引

額を限度とし、一定のヘッジ比率以上を維持する

よう管理しております。 

③ ヘッジ方針 

同左 

④ ヘッジの有効性評価の方法 

ａ 事前テスト 

「市場リスク管理規程」及び「リスク管理要

領」に従ったものであることを検証します。 

④ ヘッジの有効性評価の方法 

ａ 事前テスト 

同左 

ｂ 事後テスト 

外貨建取引における為替の変動リスクに対し

て、相場変動及びキャッシュ・フローの変動が

回避されたか否かを検証します。 

ｂ 事後テスト 

同左 



  

  

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

(6) 繰延資産の処理方法 

社債発行費の処理方法は、社債の償還期間にわたり

定額法により償却しております。  

(6) 繰延資産の処理方法 

同左 

(7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

① 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を

採用しております。 

なお、固定資産に係わる控除対象外消費税等は当

連結会計年度の負担すべき期間費用として処理し

ております。 

(7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

① 消費税等の会計処理 

同左 

５ 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方法は、全面時価評

価法によっております。 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

同左 

６ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価値変動について僅少なリスクしか

負わない取引日から３ヶ月以内に償還期限の到来する

短期投資からなっております。 

６ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

同左 

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

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

(リース取引に関する会計基準) 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によってお

りましたが、当連結会計年度より「リース取引に関する

会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日

（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改

正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日

本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30

日改正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じ

た会計処理によっております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移

転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用して

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。 

(前期損益修正損益に係る会計処理方法の変更) 

従来、賞与引当金の前期計上額と当期の賞与の実支給額

との差額など見積り誤差については、前期損益修正損益

として特別損益に計上しておりましたが、当連結会計年

度より、経常損益計算に含めて処理する方法に変更して

おります。 

これは、平成21年４月１日に当社の重要な連結子会社で

あるフランスベッド㈱とフランスベッドメディカルサー

ビス㈱が合併したことを契機に種々の会計処理の方法を

見直した結果、見積り誤差については当該処理方法を採

用することにより、連結財務諸表の明瞭性が高まり、ま

た、他社との比較可能性も向上するものと考えられるた

め、当該処理方法に変更することといたしました。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利

益は26百万円、営業利益は160百万円、経常利益は162百

万円増加しておりますが、税金等調整前当期純利益に与

える影響はありません。なお、セグメント情報に与える

影響は当該箇所に記載しております。  

(連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関す

る当面の取扱い) 

当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における在外

子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報

告第18号 平成18年５月17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。 

  



  

表示方法の変更

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

(連結貸借対照表) 

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等

の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣

府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年度

において、「たな卸資産」として掲記されていたもの

は、当連結会計年度から「商品及び製品」「仕掛品」

「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。 

なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商

品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それ

ぞれ8,228百万円、232百万円、1,898百万円でありま

す。  

―――――――――― 

  

(連結損益計算書) 

前連結会計年度では区分掲記しておりました「会員積立

金清算益」（当連結会計年度12百万円）は、営業外収益

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変更しております。 

前連結会計年度では区分掲記しておりました「支払手数

料」（当連結会計年度38百万円）は、営業外費用の100

分の10以下となったため、営業外費用の「その他」に含

めて表示することに変更しております。 

前連結会計年度において営業外収益の「その他」に含め

ておりました「仕入割引」及び「生命保険配当金」は、

営業外収益の100分の10を超えたため、当連結会計年度

より区分掲記しております。なお、前連結会計年度の営

業外収益の「その他」に含まれる「仕入割引」及び「生

命保険配当金」はそれぞれ31百万円、30百万円でありま

す。 

(連結損益計算書) 

前連結会計年度では区分掲記しておりました「仕入割

引」（当連結会計年度16百万円）及び「生命保険配当

金」（当連結会計年度14百万円）は、営業外収益の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変更しております。 

前連結会計年度において、営業外費用の「その他」に含

めておりました「支払手数料」は、営業外費用の100分

の10を超えたため、当連結会計年度より区分掲記してお

ります。なお、前連結会計年度の営業外費用の「その

他」に含まれる「支払手数料」は38百万円であります。 

 

(連結キャッシュ・フロー計算書) 

前連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・

フローの「退職給付引当金・前払年金費用の増減額」と

して掲記されていたものは、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ

導入に伴い連結財務諸表の比較可能性を向上するため、

当連結会計年度より「退職給付引当金の増減額（△は減

少）」「前払年金費用の増減額（△は増加）」に区分し

て掲記しております。なお、前連結会計年度の「退職給

付引当金の増減額（△は減少）」「前払年金費用の増減

額（△は増加）」はそれぞれ△481百万円、△364百万円

であります。 

前連結会計年度では区分掲記しておりました営業活動に

よるキャッシュ・フローの「未払又は未収消費税等の増

減額」（当連結会計年度△４百万円）は、金額的重要性

が乏しくなったため、当連結会計年度より営業活動によ

るキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示するこ

とに変更しております。 

(連結キャッシュ・フロー計算書) 

前連結会計年度では区分掲記しておりました営業活動に

よるキャッシュ・フローの「為替差損益（△は益）」

（当連結会計年度△34百万円）は、金額的重要性が乏し

くなったため、当連結会計年度より営業活動によるキャ

ッシュ・フローの「その他」に含めて表示することに変

更しております。  

前連結会計年度において、投資活動によるキャッシュ・

フローの「その他」に含めて表示しておりました「無形

固定資産の取得による支出」は金額的重要性が増加した

ため、当連結会計年度から区分掲記しております。な

お、前連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フロ

ーの「その他」に含まれる「無形固定資産の取得による

支出」は189百万円であります。 

  



  

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

 １     ―――――――――――― ※１ 非連結子会社に対するものは次のとおりでありま

す。 

  投資有価証券（株式） 百万円0

※２ 債務の担保に供している資産 ※２ 債務の担保に供している資産 

投資有価証券 53百万円 投資有価証券 百万円65

上記に対する債務 上記に対する債務 

買掛金 ―百万円 買掛金 百万円―

 ３ 偶発債務 

従業員の金融機関からの借入金に対し債務保証を行

っております。 

 ３ 偶発債務 

下記の会社等の借入金に対し債務保証を行っており

ます。 

   66百万円 ㈱翼   百万円198

    従業員   百万円47

 ４ 連結財務諸表提出会社は、機動的かつ安定的な資金

調達による資金効率の向上と、有利子負債の圧縮等

による財務体質の強化を図ることを目的として、取

引銀行８行とシンジケート方式によるコミットメン

トライン契約を締結しております。なお、当連結会

計年度末における貸出コミットメントに係る借入未

実行残高等は次のとおりであります。 

 ４ 連結財務諸表提出会社は、機動的かつ安定的な資金

調達による資金効率の向上と、有利子負債の圧縮等

による財務体質の強化を図ることを目的として、取

引銀行７行とシンジケート方式によるコミットメン

トライン契約を締結しております。なお、当連結会

計年度末における貸出コミットメントに係る借入未

実行残高等は次のとおりであります。 

（財務制限条項） 

上記コミットメントライン契約には、以下の財務

制限条項が付されており、当連結会計年度末にお

いて、①の条項に抵触しております。 

 ① 連結会計年度末における連結損益計算書の経

  常損益を損失としないこと。 

② 連結会計年度末における連結自己資本を、前

連結会計年度末の連結自己資本の70％以上に維

持すること。 

当連結会計年度末時点においては、コミットメン

トライン契約による借入は実行しておらず、また

契約条項の一部変更による契約継続を、エージェ

ント及び貸付人より内諾を得ております。 

なお、契約条項の一部変更による契約継続を行う

にあたり、追加的費用が発生いたします。  

貸出コミットメントの総額 4,700百万円

借入実行残高 ― 〃 

 差引額 4,700百万円

（財務制限条項） 

上記コミットメントライン契約には、以下の財務

制限条項が付されております。 

① 連結会計年度末及び第２四半期連結会計期間

末における連結損益計算書の経常損益を損失と

しないこと。 

② 連結会計年度末及び第２四半期連結会計期間

末における連結自己資本を、直前の連結会計年

度末及び第２四半期連結会計期間末の連結自己

資本の70％以上に維持すること。 

貸出コミットメントの総額 百万円4,450

借入実行残高  〃 ―

 差引額 百万円4,450



  

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

※１ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含ま

れております。 

               179百万円 

※１  期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含ま

れております。 

  百万円 166

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

 運賃保管料 2,473百万円 

 貸倒引当金繰入額 36 〃 

 従業員給与賞与 9,804 〃 

 賞与引当金繰入額 932 〃 

 役員賞与引当金繰入額 12 〃 

 退職給付費用 664 〃 

 役員退職慰労引当金繰入額 64 〃 

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

 運賃保管料 百万円 2,227

 貸倒引当金繰入額  〃 60

 従業員給与賞与  〃 9,055

 賞与引当金繰入額  〃 836

 役員賞与引当金繰入額  〃 1

 退職給付費用  〃 838

 役員退職慰労引当金繰入額  〃 55

※３ 販売費及び一般管理費、当期製造費用に含まれる研

究開発費 

※３ 販売費及び一般管理費、当期製造費用に含まれる研

究開発費 

販売費及び一般管理費 28百万円 

当期製造費用  185 〃 

 計  213百万円 

販売費及び一般管理費 百万円 28

当期製造費用  〃 173

 計   百万円 202

※４ 前期損益修正益の内容 

過年度賞与引当金繰入額超過額 31百万円 

その他  18 〃 

 計  49百万円 

 ４     ―――――――――――― 

※５ 固定資産売却益の内容 ※５ 固定資産売却益の内容 

機械装置及び運搬具 0百万円 

工具、器具及び備品 0 〃 

土地 129 〃 

 計 130百万円 

建物及び構築物 百万円 0

機械装置及び運搬具  〃 0

工具、器具及び備品  〃 0

土地  〃 241

 計 百万円 242

※６ 固定資産売却損の内容 ※６ 固定資産売却損の内容 

機械装置及び運搬具 0百万円 

工具、器具及び備品 1 〃 

 計 1百万円 

機械装置及び運搬具 百万円 0

工具、器具及び備品  〃 0

 計 百万円 0

※７ 固定資産除却損の内容 ※７ 固定資産除却損の内容 

建物及び構築物 27百万円 

機械装置及び運搬具 14 〃 

工具、器具及び備品  9 〃 

 計 51百万円 

賃貸用資産 百万円 6

建物及び構築物  〃 47

機械装置及び運搬具  〃 3

工具、器具及び備品  〃 2

 計 百万円 59

※８  事業再編損220百万円に、事業再編損失引当金繰入

額128百万円が含まれております。 

 ８      ―――――――――――― 



前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

※９  減損損失 

     当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産グループについて減損損失を計上しております。

 当社グループは、事業の種類別セグメントを基準と

して資産のグルーピングを行っておりますが、遊休

資産及び賃貸資産については独立したキャッシュ・

フローを生み出す単位としてそれぞれグルーピング

しております。 

 上記のとおり当連結会計年度において計上した減損

損失は、遊休資産及び賃貸資産に係るものでありま

す。 

 遊休資産については遊休状態にあり将来の使用が見

込まれていないため、また、賃貸資産については収

益性の低下等により投資額の回収が困難と見込まれ

るため、それぞれ帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失(205百万円)として特別

損失に計上しております。その内訳は、建物及び構

築物143百万円、機械装置及び運搬具47百万円、工

具、器具及び備品１百万円及び土地13百万円であり

ます。 

 なお、土地の回収可能価額は正味売却価額により測

定し、固定資産税評価額により評価しております。

また、土地以外の回収可能価額は使用価値により測

定しております。  

場所  用途 種類 金額 

 群馬県太田市等   遊休資産 

 建物及び構築物・

機械装置及び運搬

具・工具、器具及

び備品  

192百万円

 千葉市若葉区  遊休資産  土地 5百万円

 大阪府枚方市  賃貸資産  土地 8百万円

 合計 205百万円

※９  減損損失 

     当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産グループについて減損損失を計上しております。

 当社グループは、事業の種類別セグメントを基準と

して資産のグルーピングを行っておりますが、遊休

資産及び賃貸資産については独立したキャッシュ・

フローを生み出す単位としてそれぞれグルーピング

しております。 

 上記のとおり当連結会計年度において計上した減損

損失は、遊休資産に係るものであります。 

 遊休資産については遊休状態にあり将来の使用が見

込まれていないため、帳簿価額を回収可能価額まで

減額し、当該減少額を減損損失（53百万円）として

特別損失に計上しております。 

 なお、回収可能価額は正味売却価額により測定し、

固定資産税評価額により評価しております。 

場所  用途 種類 金額 

 山梨県甲府市   遊休資産  土地 百万円53

 合計 百万円53



前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 (注) １．普通株式の自己株式の株式数の増加1,529千株は、取締役会決議による自己株式取得による増加1,519千株、

           単元未満株式の買取請求による増加10千株であります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の減少４千株は、単元未満株式の買増請求による減少であります。 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数(千株) 

当連結会計年度
増加株式数(千株) 

当連結会計年度 
減少株式数(千株) 

当連結会計年度末
株式数(千株) 

発行済株式         

普通株式  239,487       －       －  239,487

合計  239,487       －       －  239,487

自己株式         

普通株式（注）１，２  10,041  1,529  4  11,566

合計  10,041  1,529  4  11,566

  
(決議) 

株式の種類 
配当金の総額
(百万円) 

１株当たり
配当額(円) 

基準日 効力発生日

平成20年６月20日 
定時株主総会 

普通株式  573  2.50 平成20年３月31日 平成20年６月23日 

平成20年11月７日 
取締役会 

普通株式  573  2.50 平成20年９月30日 平成20年12月５日 

  
(決議) 

株式の種類 
配当金の総額
(百万円) 

配当の原資
１株当たり
配当額(円) 

基準日 効力発生日

平成21年６月25日 
定時株主総会 

普通株式  284 利益剰余金  1.25 平成21年３月31日 平成21年６月26日



当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 (注) 普通株式の自己株式の株式数の増加８千株は、単元未満株式の買取請求による増加８千株であります。 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

次のとおり、決議を予定しております。  

  

  

  
前連結会計年度末
株式数(千株) 

当連結会計年度
増加株式数(千株) 

当連結会計年度 
減少株式数(千株) 

当連結会計年度末
株式数(千株) 

発行済株式         

普通株式  239,487       －       －  239,487

合計  239,487       －       －  239,487

自己株式         

普通株式（注）  11,566  8  －  11,574

合計  11,566  8  －  11,574

  
(決議) 

株式の種類 
配当金の総額
(百万円) 

１株当たり
配当額(円) 

基準日 効力発生日

平成21年６月25日 
定時株主総会 

普通株式  284  1.25 平成21年３月31日 平成21年６月26日 

平成21年11月６日 
取締役会 

普通株式  284  1.25 平成21年９月30日 平成21年12月４日 

  
(決議) 

株式の種類 
配当金の総額
(百万円) 

配当の原資
１株当たり
配当額(円) 

基準日 効力発生日

平成22年６月25日 
定時株主総会 

普通株式  284 利益剰余金  1.25 平成22年３月31日 平成22年６月28日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

※１ 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 

(平成21年３月31日現在) 

※１ 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 

(平成22年３月31日現在) 

現金及び預金勘定 7,983百万円

有価証券勘定 2,499 〃 

計 10,482百万円

預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金 

△340 〃 

現金及び現金同等物 10,142百万円

現金及び預金勘定 百万円9,280

有価証券勘定  〃 2,999

計 百万円12,279

預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金 

 〃 △1,249

現金及び現金同等物 百万円11,030



前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 (注) １．事業の種類の区分方法 

事業は製商品の種類、性質、販売市場及び販売形態の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分の主な製商品及び事業の内容 

(1) 家具インテリア健康事業…ベッド・家具類・寝装品等の製造・仕入及び卸売 

(2) 介護福祉用具事業…………療養ベッド・福祉用具・リネン等の製造・仕入、レンタル・小売及び卸売 

(3) 不動産賃貸事業……………不動産の賃貸 

(4) その他事業…………………装身具・日用品雑貨・健康機器等の仕入及び小売、広告・展示会設営 

３．事業の種類別セグメント名称の変更 

  当連結会計年度より、従来の「家具インテリア事業」を「家具インテリア健康事業」に名称変更しておりま

す。 

  なお、変更は名称のみでありますので、これによるセグメント情報に与える影響はありません。 

４．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（873百万円）の主なものは、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。 

５．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（10,936百万円）の主なものは、連結財務諸表提出会社

の余資運用資金（現金及び預金）及び総務部門等管理部門に係る資産等であります。 

６．会計方針の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

   「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．（1） ③に記載のとおり、当連結会計年度より

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表分）を適用しておりま

す。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、「家具インテリア健康事業」の営業費用及び営

業損失はそれぞれ４百万円増加、「介護福祉用具事業」の営業費用は64百万円増加、営業利益は同額減少し

ております。 

  

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  

家具 
インテリア
健康事業 
(百万円) 

介護福祉
用具事業 
(百万円) 

不動産
賃貸事業 
(百万円) 

その他
事業 

(百万円) 

計 
(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結
(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益                                         

売上高                                         

(1) 外部顧客に対する売上高  26,083  22,977  146  4,971  54,179       －  54,179

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 760  27  258  664  1,711 (1,711)       －

計  26,843  23,005  405  5,635  55,890 (1,711)  54,179

営業費用  28,115  21,757  153  5,898  55,924 (1,819)  54,105

営業利益又は営業損失(△)  △1,271  1,247  252  △262  △34  108  74

Ⅱ 資産、減価償却費、 

  減損損失及び資本的支出 
                                         

資産  33,509  19,336  2,202  3,648  58,696  1,287  59,984

減価償却費  371  1,581  75  28  2,056     (2)  2,054

減損損失   192  5  8       －  205  －  205

資本的支出  262  2,737  10  12  3,022  0  3,022



当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 (注) １．事業の種類の区分方法 

事業は製商品の種類、性質、販売市場及び販売形態の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分の主な製商品及び事業の内容 

(1) 家具インテリア健康事業…ベッド・家具類・寝装品等の製造・仕入及び卸売 

(2) 介護福祉用具事業…………療養ベッド・福祉用具・リネン等の製造・仕入、レンタル・小売及び卸売 

(3) 不動産賃貸事業……………不動産の賃貸 

(4) その他事業…………………装身具・日用品雑貨・健康機器等の仕入及び小売、広告・展示会設営 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（615百万円）の主なものは、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。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（11,993百万円）の主なものは、連結財務諸表提出会社

の余資運用資金（現金及び預金）及び総務部門等管理部門に係る資産等であります。 

５．会計処理の方法の変更 

（前期損益修正損益に係る会計処理方法の変更） 

 「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」に記載のとおり、当連結会計年度より、賞与

引当金の前期計上額と当期の賞与の実支給額との差額など見積り誤差について、前期損益修正損益として特

別損益に計上する方法から、経常損益計算に含めて処理する方法に変更しております。 

 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、家具インテリア健康事業の営業損失が79百万円少

なく、介護福祉用具事業の営業利益が61百万円多く、その他事業の営業損失が14百万円少なく、消去又は全

社の営業利益が４百万円多く計上されております。 

  

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計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。 

  

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計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。 

  

  

家具 
インテリア
健康事業 
(百万円) 

介護福祉
用具事業 
(百万円) 

不動産
賃貸事業 
(百万円) 

その他
事業 

(百万円) 

計 
(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結
(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益                                         

売上高                                         

(1) 外部顧客に対する売上高  21,704  23,894  139  4,053  49,792       －  49,792

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 624  19  30  466  1,140 (1,140)       －

計  22,328  23,914  169  4,519  50,932 (1,140)  49,792

営業費用  23,485  22,055  48  4,732  50,322 (1,251)  49,071

営業利益又は営業損失(△)  △1,156  1,858  121  △212  610  110  720

Ⅱ 資産、減価償却費、 

  減損損失及び資本的支出 
                                         

資産  31,080  22,431  996  3,076  57,584  2,018  59,602

減価償却費  380  2,240  8  17  2,647       3  2,650

減損損失   －  53  －       －  53  －  53

資本的支出  380  3,766  1  4  4,152  6  4,159

ｂ．所在地別セグメント情報



前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。 

  

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。 

  

  

ｃ．海外売上高

（リース取引関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１ ファイナンス・リース取引 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引 

 (借主側) 

 ① リース資産の内容 

  有形固定資産 

主として、介護福祉用具事業におけるレンタル資産

（賃貸用資産）であります。 

 ② リース資産の減価償却の方法 

 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

「４ 会計処理基準に関する事項 (2) 重要な減価償

却資産の減価償却の方法」に記載のとおりでありま

す。 
  
  なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じ

た会計処理によっており、その内容は次のとおりであり

ます。 

(借主側) 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

１ ファイナンス・リース取引 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引 

 (借主側) 

 ① リース資産の内容 

  有形固定資産 

同左 

  

 ② リース資産の減価償却の方法 

同左 

  

  

  
  

同左 

  

  

  

  

(借主側) 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

  
取得価額 
相当額 

(百万円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 

(百万円) 

賃貸用資産  1,175  789 385

機械装置及び 
運搬具  18  14 3

工具、器具及び 
備品  297  173 123

ソフトウエア  234  139 95

合計  1,725  1,115 609

 
取得価額 
相当額 

(百万円) 

減価償却 
累計額 
相当額 

(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円) 

賃貸用資産  665  553 112

機械装置及び

運搬具  4  4 0

工具、器具及び

備品  184  123 61

ソフトウエア  173  125 47

合計  1,027  806 221

(2) 未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

(2) 未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内 394百万円

１年超 250 〃 

 合計 645百万円

１年内 百万円199

１年超  〃 62

 合計 百万円262

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 677百万円

減価償却費相当額 637 〃 

支払利息相当額 26 〃 

支払リース料 百万円431

減価償却費相当額  〃 400

支払利息相当額  〃 14



前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

リー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。 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(5) 利息相当額の算定方法 

  リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

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。 

(5) 利息相当額の算定方法 

同左 

(貸主側) 

重要性が乏しいため、記載を省略しております。  

(貸主側) 

同左  

２ オペレーティング・リース取引 

(借主側) 

未経過リース料 

１年内  4百万円

１年超  5 〃 

 合計   9百万円

２ オペレーティング・リース取引 

(借主側) 

重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

(減損損失について) 

リース資産に配分された減損損失はありません。 

(減損損失について) 

同左 



  

（税効果会計関係）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

１ 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 

１ 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 

(注) 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の

項目に含まれております。 

(繰延税金資産)     

賞与引当金    472百万円

退職給付引当金     1,779 〃 

役員退職慰労引当金  165 〃 

減損損失  318 〃 

繰越欠損金 1,518 〃 

たな卸資産評価損  194 〃 

その他  612 〃 

繰延税金資産小計 5,061百万円

評価性引当額  △1,329 〃 

繰延税金資産合計     3,731百万円

(繰延税金負債)  

固定資産圧縮記帳積立金    △416百万円

その他有価証券評価差額金  △1 〃 

その他  △0 〃 

繰延税金負債合計    △417百万円

繰延税金資産の純額     3,313百万円

流動資産―繰延税金資産    853百万円

固定資産―繰延税金資産     2,461百万円

流動負債―繰延税金負債    △0百万円

固定負債―繰延税金負債   △0百万円

(注) 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の

項目に含まれております。 

(繰延税金資産)     

賞与引当金     百万円428

退職給付引当金       〃 1,798

役員退職慰労引当金  〃 179

減損損失  〃 340

繰越欠損金  〃 1,514

たな卸資産評価損  〃 231

その他  〃 593

繰延税金資産小計 百万円5,086

評価性引当額   〃 △1,685

繰延税金資産合計      百万円3,400

(繰延税金負債)  

固定資産圧縮記帳積立金     百万円△347

その他有価証券評価差額金  〃 △24

その他  〃 △9

繰延税金負債合計     百万円△381

繰延税金資産の純額      百万円3,019

流動資産―繰延税金資産     百万円1,018

固定資産―繰延税金資産      百万円2,001

流動負債―繰延税金負債     百万円△0

固定負債―繰延税金負債    百万円△0

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳 

法定実効税率  40.6％

(調整)  

受取配当金等の益金不算入額  4.1％

交際費等の損金不算入額  △8.2％

住民税均等割額  △16.2％

評価性引当額  △140.2％

連結消去による影響 △18.7％

その他  2.4％

税効果会計適用後の法人税等の
負担率 

 △136.2％

法定実効税率  ％40.6

(調整)  

受取配当金等の益金不算入額  ％△3.8

交際費等の損金不算入額  ％8.4

住民税均等割額  ％16.8

評価性引当額  ％10.5

連結消去による影響 ％△15.9

その他  ％1.5

税効果会計適用後の法人税等の
負担率 

 ％58.1



（注）１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

１株当たり純資産額  165.58円 １株当たり純資産額   円 164.32

１株当たり当期純損失金額     7.05円 １株当たり当期純利益金額      円 1.15

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当期純利益又は当期純損失（△）（百万円）  △1,615  263

普通株主に帰属しない金額（百万円）     －  －

普通株式に係る当期純利益 
又は当期純損失（△）（百万円） 

 △1,615  263

期中平均株式数（千株）  228,869  227,915

（重要な後発事象）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

子会社の行う企業結合の主要条件は合意されたが、連結決

算日までに企業結合が完了していない事項 

 平成20年４月25日開催の当社取締役会において、当社の

連結子会社であるフランスベッド株式会社が、連結子会社

であるフランスベッドメディカルサービス株式会社を吸収

合併することを決議し、同日、フランスベッド株式会社と

フランスベッドメディカルサービス株式会社との間で合併

契約書を締結いたしました。  

―――――――――― 

１ 合併の目的 

 当社グループにおいて、フランスベッド株式会社は家

具インテリア健康事業の中核会社として、主に家庭用ベ

ッドの製造及び卸売業を営み、一方、フランスベッドメ

ディカルサービス株式会社は介護福祉用具事業の中核会

社として、主に介護用ベッド等の福祉用具のレンタル事

業を営んでおります。 

 両社はこれまでそれぞれの独自性を保ちつつ、経営の

効率化、健全化、体質強化によって株主価値の 大化を

目指すことを目的に、グループ事業運営の一体化を進め

てまいりました。今後、当社グループが更に発展するた

めには、 

  

(1) 将来成長が見込まれる介護福祉用具事業分野に、グ

ループが保有する経営資源を集中し有効活用を図っ

ていくこと。 

  

(2) 経営体制を簡素化し迅速な意思決定を行っていくこ

と。 

  

(3) 効率的な業務執行体制を構築すること。 

が必要であることから、今般、両社を合併することとい

たしました。 

  



前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

 今回の合併により、介護福祉用具事業においては、メ

ーカー機能が一体化することで、マーケットと直結した

顧客満足度の高い商品開発を進め、業界トップクラスの

商品とサービスを提供してまいります。また、家具イン

テリア健康事業においても、人員配置の見直しを行い、

効率的な生産体制及び営業体制を構築するとともに、高

齢社会に対応した商品開発に注力し、輸出を中心とした

海外事業を強化していくことにより、収益力の回復を目

指してまいります。 

  

  

２ 合併の期日  

 平成21年４月１日 

  

３ 合併の方法 

 フランスベッド株式会社を存続会社とする吸収合併方

式とし、フランスベッドメディカルサービス株式会社は

解散いたします。 

  

４ 合併による新株の割当等 

 フランスベッド株式会社及びフランスベッドメディカ

ルサービス株式会社の２社は、いずれも当社の100％子

会社であることから、合併による新株式の発行及び合併

交付金の支払はありません。 

  

５ 合併後の資本金の額 

 合併後の資本金の額は、5,604百万円であります。 

  

６ 財産の引継 

 合併期日においてフランスベッド株式会社はフランス

ベッドメディカルサービス株式会社の資産、負債及び権

利義務の一切を引き継ぎます。 

  

７ 合併当事会社の概要   

（平成21年３月31日現在）  

(１) 商号  
  
  

フランスベッド株式会

社（存続会社） 
  

フランスベッドメディ

カルサービス株式会社

（消滅会社）  

(２) 事業内容 
  
  
  

ベッド・家具類・寝装

品等の製造・仕入及び

卸売 
  

療養ベッド・福祉用

具・リネン等の製造・

仕入、レンタル・小売

及び卸売  

(３) 設立年月

日 
昭和21年６月５日

  
昭和38年４月25日

  

(４) 本店所在

地 
東京都昭島市中神町

1148番地５ 
東京都新宿区百人町

一丁目25番１号 

(５) 代表者 
  

代表取締役社長

池田 茂 
代表取締役社長

星川 光太郎 

(６) 資本金 5,604百万円 180百万円 

(７) 発行済株

式総数 
91,580千株 
  

360千株 
  

(８) 売上高 29,528百万円 20,427百万円

(９) 当期純利

益又は当

期純損失 

△1,711百万円 
  
  

545百万円 
  
  

(10) 純資産 27,935百万円 9,444百万円

(11) 総資産 34,817百万円 18,440百万円

(12) 決算期 ３月31日 ３月31日 

(13) 従業員数 840人 653人 

  
  



  

 金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプション等、賃貸等不動産、企業結合等、関連

当事者情報に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略

いたします。 

（開示の省略）



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,628 8,230

有価証券 2,499 2,999

前払費用 42 40

繰延税金資産 17 44

関係会社短期貸付金 4,400 4,400

その他 217 430

流動資産合計 13,805 16,144

固定資産   

有形固定資産   

建物 9 9

減価償却累計額 △4 △5

建物（純額） 5 4

車両運搬具 8 8

減価償却累計額 △6 △7

車両運搬具（純額） 1 0

工具、器具及び備品 1 2

減価償却累計額 △1 △0

工具、器具及び備品（純額） 0 1

有形固定資産合計 7 6

無形固定資産   

ソフトウエア 3 8

無形固定資産合計 3 8

投資その他の資産   

関係会社株式 43,161 43,161

破産更生債権等 306 －

長期前払費用 0 －

繰延税金資産 221 138

長期預金 1,200 －

その他 127 115

貸倒引当金 △306 －

投資その他の資産合計 44,709 43,415

固定資産合計 44,721 43,430

繰延資産   

社債発行費 21 14

繰延資産合計 21 14

資産合計 58,547 59,589



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

短期借入金 5,275 5,275

1年内返済予定の長期借入金 － 225

1年内償還予定の社債 － 775

未払金 86 8

未払費用 64 44

未払法人税等 25 4

未払消費税等 7 －

前受金 0 0

関係会社預り金 9,237 9,812

賞与引当金 23 11

債務保証損失引当金 10 －

その他 4 3

流動負債合計 14,735 16,161

固定負債   

社債 1,550 775

長期借入金 450 225

役員退職慰労引当金 107 137

固定負債合計 2,107 1,137

負債合計 16,842 17,298

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,000 3,000

資本剰余金   

資本準備金 750 750

その他資本剰余金 38,891 38,891

資本剰余金合計 39,641 39,641

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 2,213 2,801

利益剰余金合計 2,213 2,801

自己株式 △3,150 △3,151

株主資本合計 41,705 42,291

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 0 △0

評価・換算差額等合計 0 △0

純資産合計 41,705 42,290

負債純資産合計 58,547 59,589



（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業収益   

受取配当金 1,257 1,236

経営指導料 826 658

業務代行料 146 44

営業収益合計 2,230 1,939

一般管理費 950 689

営業利益 1,279 1,249

営業外収益   

受取利息 99 75

有価証券利息 23 3

受取手数料 36 41

その他 5 4

営業外収益合計 164 125

営業外費用   

支払利息 114 94

社債利息 0 14

社債発行費償却 0 7

支払手数料 36 41

その他 1 6

営業外費用合計 153 164

経常利益 1,290 1,210

特別利益   

前期損益修正益 3 8

関係会社株式売却益 － 0

特別利益合計 3 8

特別損失   

前期損益修正損 0 －

固定資産除却損 － 0

関係会社貸倒引当金繰入額 306 －

関係会社株式評価損 118 －

債務保証損失引当金繰入額 10 －

特別損失合計 436 0

税引前当期純利益 857 1,218

法人税、住民税及び事業税 75 5

法人税等調整額 △167 55

法人税等合計 △92 61

当期純利益 949 1,157



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 3,000 3,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,000 3,000

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 750 750

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 750 750

その他資本剰余金   

前期末残高 38,892 38,891

当期変動額   

自己株式の処分 △0 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 38,891 38,891

資本剰余金合計   

前期末残高 39,642 39,641

当期変動額   

自己株式の処分 △0 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 39,641 39,641

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 2,410 2,213

当期変動額   

剰余金の配当 △1,147 △569

当期純利益 949 1,157

当期変動額合計 △197 587

当期末残高 2,213 2,801

利益剰余金合計   

前期末残高 2,410 2,213

当期変動額   

剰余金の配当 △1,147 △569

当期純利益 949 1,157

当期変動額合計 △197 587

当期末残高 2,213 2,801



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 △2,952 △3,150

当期変動額   

自己株式の取得 △199 △1

自己株式の処分 1 －

当期変動額合計 △198 △1

当期末残高 △3,150 △3,151

株主資本合計   

前期末残高 42,101 41,705

当期変動額   

剰余金の配当 △1,147 △569

当期純利益 949 1,157

自己株式の取得 △199 △1

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 △396 586

当期末残高 41,705 42,291

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 0 0

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 0 △0

当期変動額合計 0 △0

当期末残高 0 △0

評価・換算差額等合計   

前期末残高 0 0

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 0 △0

当期変動額合計 0 △0

当期末残高 0 △0

純資産合計   

前期末残高 42,101 41,705

当期変動額   

剰余金の配当 △1,147 △569

当期純利益 949 1,157

自己株式の取得 △199 △1

自己株式の処分 0 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 0 △0

当期変動額合計 △396 585

当期末残高 41,705 42,290



 該当事項はありません。  

   

(1）役員の異動 

 該当事項はありません。 

  

 なお、平成21年６月25日開催の定時株主総会において補欠監査役に選任された大塚忠氏の選任の効力は平成22年

６月25日開催予定の第７期定時株主総会が開催されるまでの間とされておりますので、あらためて補欠監査役１名

を選任する予定です。 

 補欠監査役候補は下記のとおりです。 

  岩崎 賢二（現 東京海上日動火災保険株式会社執行役員金融法人部長） 

  

(2）その他 

 該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に関する注記

６．その他
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