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（百万円未満切捨て） 

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 
(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 ％

23年３月期第１四半期 11,737 △4.3 170 39.7 162 78.0 81 53.6
22年３月期第１四半期 12,272 △10.2 121 100.0 91 16.8 53 20.8
 

 
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

23年３月期第１四半期 0.35 －
22年３月期第１四半期 0.23 －
 
(2) 連結財政状態 

 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

23年３月期第１四半期 60,208 37,111 61.6 162.83
22年３月期 59,602 37,451 62.8 164.32
（参考）自己資本  23年３月期第１四半期 37,111百万円 22年３月期 37,451百万円 

 
２．配当の状況 

 
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 

22年３月期 － 1.25 － 1.25 2.50 
23年３月期 －  
23年３月期(予想)  1.25 1.25 2.50 

（注）当四半期における配当予想の修正有無 ：無 

 
３．平成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(累計)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 
(累計) 

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
（注）当四半期における業績予想の修正有無 ：無 

 



 

４．その他 （詳細は、【添付資料】P.４「その他の情報」をご覧ください。） 
 
(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  
(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：有 

（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

  
(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有 
② ①以外の変更 ：無 
（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会

計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

  
(4) 発行済株式数（普通株式）  

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 239,487,500株 22年３月期 239,487,500株
② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 11,576,764株 22年３月期 11,574,923株
③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年３月期１Ｑ 227,911,164株 22年３月期１Ｑ 227,918,754株

 
 
（※ 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） 

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。 
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１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間（以下「当期」という。）におけるわが国経済は、欧州を中心とした世界景気の

下振れ懸念から株安や円高の傾向が強まり、雇用や所得環境は依然として厳しく、デフレ経済のもと、個人消

費は引続き低水準で推移しました。 

このような経済環境の中、当社グループでは、グループ全体の収益力を強化していくため、中核子会社であ

るフランスベッド㈱では、将来の成長が見込まれる介護分野に経営資源を集中する一方で、厳しい市場環境が

続いているインテリア分野においては効率的な業務体制を構築するなど、合併効果を実現すべく各種施策に取

り組んでまいりました。 

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11,737百万円（前年同四半期比4.3％

減）、営業利益は170百万円（前年同四半期比39.7％増）、経常利益は162百万円（前年同四半期比78.0％増）、

四半期純利益は81百万円（前年同四半期比53.6％増）となりました。 

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

（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、昨年６月から取扱いを開始した新ＪＩＳ（日本工業規格）対応の電

動介護用ベッドについて、介護支援専門員や代理店を対象とした研修会、商品説明会等の普及活動を継続し、

レンタル取引及び販売取引のさらなる拡大に注力いたしました。 

また、新規事業として本年２月に東京都調布市に開設いたしました、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」においては、利用者の増加に努めてま

いりました。 

さらには、従業員の資質の向上、営業力及びメンテナンス・物流機能の充実によるサービスの質の向上に

も引き続き努めてまいりました。 

従業員の質の向上については、レンタル利用者や介護者と福祉用具活用の目標等の情報共有化を進めるた

めのモニタリング力の向上を目的に、全営業担当者に対する研修を実施するとともに、福祉用具プランナー

資格の取得を前年度から引続き実施いたしました。 

営業体制については、北海道地区において、昨年４月に行なった当社子会社のフランスベッド㈱とフラン

スベッドメディカルサービス㈱２社の合併効果を実現すべく、当部門の組織として、インテリア健康事業部

門を統合した北海道営業部を新設いたしました。また、前期に引続き他部門から当部門へ人員を異動させる

ことで営業担当者の増強を行ないました。さらに、営業・物流拠点については、田無営業所（東京都西東京

市）の新設、品川営業所（東京都品川区）の移転、新潟サービスセンター（新潟県新潟市）の増設を行ない

ました。 

以上の結果、メディカルサービス事業の売上高は5,213百万円、営業利益は433百万円となりました。 

（インテリア健康事業） 

インテリア健康事業においては、依然として新築住宅着工件数が低迷していることや、円高に伴い低価格

の輸入品が市場へ氾濫し販売価格が下落するなど、主力の中・高級品の家庭用ベッドにおいて、厳しい状況

が続いております。 

このような状況の中で、当事業の中核をなす当社子会社のフランスベッド㈱インテリア健康事業本部では、

本年４月より、生産から販売までを一体化させた地域事業部制を導入し、開発から販売までの時間を短縮さ

せ、市場の変化に柔軟に対応する体制といたしました。さらに、収益改善策として、営業体制のスリム化や

不採算の催事企画の見直しなどにも取り組んでまいりました。 

また、昨今のデフレ経済のもと、消費者ニーズに対応したパーソナルソファベッド「ライフィット」を前

期より引続き拡販し、さらに、新規事業である「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」などの拡販に注力いたしました。 

以上の結果、インテリア健康事業の売上高は4,051百万円、営業損失は240百万円となりました。 

（法人施設事業） 

法人施設事業のうち、「医療・福祉施設部門」では、新設有料老人ホーム等の施設への電動ベッド、備品

等の売上が順調に推移しました。また、病院向けの寝具・病衣・タオル等の洗濯やリースを行なうリネンサ

プライ事業においても、国立病院等で新規の契約を獲得いたしました。今後も、介護事業施設への「介護労

働者設備等整備モデル奨励金」等の助成金を絡めた提案を行い、電動ベッド等の拡販に努めてまいります。 

一方、当事業の「ホテル部門」においては、客室単価下落に伴い、設備・備品の販売価格が下落し、利益
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の確保が困難な状況となりましたが、新製品である英国スランバーランド社製ベッドの販売や、訪日観光客

増加に対する客室への追加ベッドのレンタル取引の拡大に努めてまいりました。 

以上の結果、法人施設事業の売上高は1,512百万円、営業損失は46百万円となりました。 

（その他） 

その他の事業のうち、戸別訪問販売事業においては、特商法や割賦販売法の規制強化などの影響で売上高

の大幅な減少が続いていることから、営業拠点の統廃合や人件費の削減を行なうとともに、ショールーム等

を使った店舗販売の比重を高めるなど、販売方法の見直しを進めてまいりました。 

また、日用品雑貨販売事業においては、スクラップ・アンド・ビルドの継続により、既存店舗の売上高は

ほぼ前年並みにまで回復してまいりました。 

以上の結果、その他の売上高は960百万円、営業損失は30百万円となりました。 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状況 

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605百

万円増加し60,208百万円となりました。流動資産は前期末と比較して301百万円減少し32,367百万円となりま

した。主な増減として、増加については現金及び預金229百万円などであり、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299百万円、有価証券500百万円などであります。固定資産は前期末と比較して909

百万円増加し27,828百万円となりました。主な要因は有形及び無形固定資産の取得、定期預金預入などによ

るものであります。 

負債は、長期及び短期リース債務や、その他流動負債である未払費用などが増加したことにより、946百万

円増加して23,097百万円となりました。 

純資産は、前期末と比較して340百万円減少して、37,111百万円となりました。主な減少は剰余金の配当  

284百万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62.8％から61.6％に減少いたしました。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間のキャッシュ・フローの状況は、現金及び現金同等物残高が前期末と比較して 

926百万円増加し11,956百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

（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、1,686百万円の収入（前年同期は1,742百万円の収入）となりま

した。主な要因は、税金等調整前四半期純利益152百万円、非資金項目である減価償却費779百万円などの

計上、及び売上債権の減少298百万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、686百万円の支出（前年同期は511百万円の支出）となりました。

主な要因は、有形固定資産の取得928百万円、無形固定資産の取得355百万円、定期預金の預入603百万円な

どの支出に対し、定期預金の払戻1,200百万円などの収入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、67百万円の支出（前年同期は71百万円の支出）となりました。

主な要因は、リース債務の返済273百万円、配当金の支払額253百万円などの支出に対し、リースバックに

よる収入459百万円によるものであります。 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

平成22年５月14日付「平成22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。 
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２．その他の情報 

(1) 重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

１．簡便な会計処理 

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がない

と認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

② たな卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度の実地

棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を

見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

③ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異

等の発生状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度決算において使用した将来の業績

予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 

 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年

３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年

３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。 
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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)

 
当第１四半期 
連結会計期間末 

(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部      

  流動資産      

    現金及び預金  9,509   9,280

    受取手形及び売掛金  8,857   9,156

    有価証券  2,498   2,999

    商品及び製品  6,819   6,733

    仕掛品  210   148

    原材料及び貯蔵品  1,716   1,793

    その他  2,808   2,617

    貸倒引当金  △53   △59

    流動資産合計  32,367   32,669

  固定資産      

    有形固定資産      

      土地  6,454   6,454

      その他（純額）  10,094   9,925

      有形固定資産合計  16,548   16,379

    無形固定資産  1,141   902

    投資その他の資産  10,138   9,636

    固定資産合計  27,828   26,918

  繰延資産  12   14

  資産合計  60,208   59,602

負債の部      

  流動負債      

    支払手形及び買掛金  4,662   5,202

    ファクタリング未払金  1,618   1,169

    短期借入金  5,275   5,275

    1年内償還予定の社債  775   775

    1年内返済予定の長期借入金  225   225

    未払法人税等  64   114

    引当金  550   1,064

    その他  4,723   3,346

    流動負債合計  17,895   17,173

  固定負債      

    社債  775   775

    長期借入金  225   225

    退職給付引当金  2,300   2,212

    その他の引当金  394   447

    その他  1,506   1,317

    固定負債合計  5,201   4,977

  負債合計  23,097   22,150
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  (単位：百万円)

 
当第１四半期 
連結会計期間末 

(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

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  32,313   32,516

    自己株式  △3,152   △3,151

    株主資本合計  37,278   37,481

  評価・換算差額等      

    その他有価証券評価差額金  △83   △3

    繰延ヘッジ損益  △43   6

    為替換算調整勘定  △39   △32

    評価・換算差額等合計  △167   △29

  純資産合計  37,111   37,451

負債純資産合計  60,208   59,602

 



フランスベッドホールディングス㈱（7840）平成23年３月期 第１四半期決算短信 
 

― 7 ― 

(2) 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21年４月１日 

 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

売上高  12,272   11,737

売上原価  6,815   6,416

売上総利益  5,457   5,320

販売費及び一般管理費  5,335   5,150

営業利益  121   170

営業外収益      

  受取利息  2   1

  受取配当金  10   8

  為替差益  21   －

  株式割当益  －   22

  その他  22   21

  営業外収益合計  56   53

営業外費用      

  支払利息  32   33

  その他  55   28

  営業外費用合計  87   61

経常利益  91   162

特別利益      

  前期損益修正益  3   －

  固定資産売却益  9   0

  特別利益合計  12   0

特別損失      

  前期損益修正損  0   0

  固定資産売却損  0   －

  固定資産除却損  4   10

  特別損失合計  4   10

税金等調整前四半期純利益  98   152

法人税、住民税及び事業税  25   31

法人税等調整額  19   39

法人税等合計  45   70

少数株主損益調整前四半期純利益  －   81

少数株主利益  －   －

四半期純利益  53   81
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  (単位:百万円)

 

前第１四半期連結累計期間

(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー      

  税金等調整前四半期純利益  98   152

  減価償却費  622   779

  固定資産売却損益（△は益）  △9   △0

  固定資産除却損  4   9

  貸倒引当金の増減額（△は減少）  △0   △15

  賞与引当金の増減額（△は減少）  △584   △513

  退職給付引当金の増減額（△は減少）  △15   88

  前払年金費用の増減額（△は増加）  65   24

  役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）  4   △52

  その他の引当金の増減額（△は減少）  △81   △1

  受取利息及び受取配当金  △13   △9

  支払利息  32   33

  売上債権の増減額（△は増加）  771   298

  たな卸資産の増減額（△は増加）  330   △70

  仕入債務の増減額（△は減少）  144   △539

  ファクタリング未払金の増減額（△は減少）  △85   448

  未払費用の増減額（△は減少）  872   1,027

  その他  30   199

  小計  2,185   1,859

  利息及び配当金の受取額  14   9

  利息の支払額  △27   △27

  法人税等の支払額  △429   △155

  営業活動によるキャッシュ・フロー  1,742   1,686

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  △12   △603

  定期預金の払戻による収入  309   1,200

  有形固定資産の取得による支出  △792   △928

  有形固定資産の売却による収入  21   1

  投資有価証券の取得による支出  △0   △0

  貸付けによる支出  △0   △4

  貸付金の回収による収入  1   3

  無形固定資産の取得による支出  －   △355

  その他  △37   0

  投資活動によるキャッシュ・フロー  △511   △686
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  (単位:百万円)

 

前第１四半期連結累計期間

(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー      

  セール・アンド・リースバックによる収入  317   459

  リース債務の返済による支出  △138   △273

  自己株式の取得による支出  △0   △0

  配当金の支払額  △249   △253

  その他  △0   －

  財務活動によるキャッシュ・フロー  △71   △67

現金及び現金同等物に係る換算差額  1   △6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  1,161   926

現金及び現金同等物の期首残高  10,142   11,030

現金及び現金同等物の四半期末残高  11,304   11,956
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(5) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 

 

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)

売上高           

(1)外部顧客に対する売上高 5,384 5,793 35 1,059 12,272 － 12,272

(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高 

135 4 6 138 285 (285) －

計 5,519 5,797 42 1,197 12,557 (285) 12,272

営業利益又は営業損失（△） △330 389 31 △9 80 41 121

(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．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） 

 「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」２．に記載のとおり、当第１四

半期連結会計期間より、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61百万

円少なく、介護福祉用具事業の営業利益が69百万円多く、その他事業の営業損失が10百万円少なく、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。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。 

 

【海外売上高】 

前第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 
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【セグメント情報】 

１．報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取

締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであり

ます。 

当社グループは製品・サービス別の事業本部を置き、取り扱う製品・サービスについて国内及び海外の包括的

な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

したがって、当社グループは、事業本部を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、

「メディカルサービス」「インテリア健康」及び「法人施設」の３つを報告セグメントとしております。 

各事業の概要は下記のとおりであります。 

メディカルサービス：療養ベッド・福祉用具の製造・仕入、レンタル・小売及び卸売 

インテリア健康  ：ベッド・家具類・寝装品等の製造・仕入及び卸売 

法人施設     ：病院・ホテル等施設向け販売、病院・ホテル等のリネンサプライ 

 

２．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 

当第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日  至平成22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 

法人施設 計 

売上高    

  外部顧客への
売上高 

5,213 4,051 1,512 10,777 960 11,737 － 11,737

  セグメント間
の内部売上高又
は振替高 

4 137 1 143 102 245 △245 －

計 5,217 4,188 1,514 10,920 1,062 11,983 △245 11,737

セグメント利益
又は損失（△） 

433 △240 △46 147 △30 116 54 170

(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、広告・展示会設営及び不動産賃貸等の事業を含んでおります。 

２．セグメント利益又は損失の調整額54百万円には、セグメント間取引消去203百万円、各報告セグメントに

配分していない配賦不能営業費用△149百万円が含まれております。配賦不能営業費用は、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。 

 

（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成

21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 

平成20年３月21日）を適用しております。 

 

(6) 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。 

 

 


