
 

 

 

平成23年11月２日 

 

各  位 

 

 

会 社 名 パラマウントベッドホールディングス株式会社 

代表者名 代表取締役社長  木村 恭介 

（コード番号 ： 7817  東証第一部） 

問合せ先 執行役員財務部長 大内 健司      

（ＴＥＬ 03 - 3648 - 1100） 

 

 

上場廃止となった子会社（パラマウントベッド株式会社）に関わる決算開示について 

 

 

 平成23年10月１日をもって完全子会社化したパラマウントベッド株式会社に関する平成24年３月

期 第２四半期決算短信（平成23年４月１日から平成23年９月30日まで）について、添付のとおりお

知らせします。 

 

 

記 

 

 

・パラマウントベッド株式会社   平成24年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 

 

 なお、平成24年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）のサマリー情報に記載しており

ます、「２．配当の状況 24年３月期（予想）」及び「３．平成24年３月期の連結業績予想（平成

23年４月１日～平成24年３月31日）」については、平成23年10月３日公表の「東京証券取引所市場

第一部への上場に伴う当社業績予想等のお知らせ」に記載しております。 

 詳細は以下のとおりです。 

 

 

１．平成24年３月期連結業績予想 

1）パラマウントベッドホールディングス株式会社の平成24年３月期連結業績予想 

 
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 

通期 
百万円 

31,200 

百万円 

4,200 

百万円 

4,100 

百万円 

2,500 

円 銭 

81.61 

注）パラマウントベッド株式会社をはじめとした当社連結子会社につきましては、株式交換の方

法により、平成23年10月１日付で当社の連結子会社となったことから、平成23年10月１日以降

（６ヶ月間）の業績が連結対象となる予定です。 

 

2）パラマウントベッド株式会社の平成24年３月期連結業績予想（参考情報） 

 
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 

通期 61,000 8,800 8,600 5,300 172.78 

注）１．パラマウントベッド株式会社は、平成23年10月１日付でパラテクノ株式会社及び   



パラマウントケアサービス株式会社（平成23年10月１日付で商号を「サンネットワーク

株式会社」より変更しております。）の株式の全てを、当社に現物配当しております。

上記のパラマウントベッド株式会社の業績予想は、当該現物配当の影響を反映しており

ません。 

  ２．平成23年10月３日公表のパラマウントベッド株式会社の平成24年３月期連結業績予想

（参考情報）を変更しております。 

 

２．平成24年３月期配当予想 

平成24年３月末の当社の株主の方に対して１株当たり20円の期末配当を予定しております。 

 

                                         

                                                                                以上 

 



平成24年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成23年11月2日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 パラマウントベッドホールディングス株式会社（パラマウントベッド株式会社分） 上場取引所 東 

コード番号 7817 URL http://www.paramountbed-hd.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 木村 恭介

問合せ先責任者 （役職名） 執行役員財務部長 （氏名） 大内 健司 TEL 03-3648-1100
四半期報告書提出予定日 平成23年11月11日 配当支払開始予定日 平成23年12月2日

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有

四半期決算説明会開催の有無 ： 有 （機関投資家・アナリスト向け）

1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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 ％

24年3月期第2四半期 30,148 23.8 4,753 64.6 4,596 88.8 2,863 150.4
23年3月期第2四半期 24,355 12.7 2,888 35.5 2,434 12.6 1,143 △7.2

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 2,430百万円 （103.9％） 23年3月期第2四半期 1,191百万円 （―％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

24年3月期第2四半期 93.81 93.45
23年3月期第2四半期 37.55 37.45

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 88,846 67,003 75.1
23年3月期 89,026 65,013 72.8

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  66,757百万円 23年3月期  64,774百万円

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  

 「24年３月期（予想）」については、「上場廃止となった子会社（パラマウントベッド株式会社）に関わる決算開示について」をご覧ください。 

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

23年3月期 ― 15.00 ― 20.00 35.00
24年3月期 ― 15.00

24年3月期（予想） ― ― 15.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
 「平成24年３月期の連結業績予想（平成23年４月1日～平成24年３月31日）」については、「上場廃止となった子会社（パラマウントベッド株式会社）に関わ
る決算開示について」をご覧ください。 



(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  

(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いません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、四半期決算短信（添付資料）２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

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   ：  有

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） 24年3月期2Q 31,682,526 株 23年3月期 31,682,526 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 1,082,539 株 23年3月期 1,189,725 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 30,529,961 株 23年3月期2Q 30,454,154 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響により依然として厳しい状況にあるもの

の、サプライチェーンの立て直しや各種の経済効果などを背景に、引き続き景気の持ち直し傾向が続きました。し

かしながら、原発事故の影響の長期化や円高の進行、海外景気の下振れなど、先行きにつきましては依然として不

透明な状況です。 

 このような国内の事業環境の中で、生産面におきましては、震災による納期遅延の解消と、７月以降の電力使用

制限に対応するための在庫の積み増しを図る目的で、３月28日から７月１日まで、操業時間の延長を実施いたしま

した。 

 販売面におきましては、東日本大震災による生産設備の一時停止や物流面の混乱等の影響で、前期中に納入予定

であった施設向け製品、十数億円分が当期の納入となりました。また、本年７月の地上デジタル放送への完全移行

に伴い、テレビ関連製品の需要が急増したことなども寄与し、施設向け販売は前年同期を大きく上回りました。一

方、在宅介護市場向け販売につきましては、前期に引き続き順調に推移いたしました。 

 連結子会社につきましては、おおむね順調に推移いたしました。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間は、売上高301億48百万円（前年同期比23.8％増）、営業利益47億53百

万円（同64.6％増）、経常利益45億96百万円（同88.8％増）、四半期純利益28億63百万円（同150.4％増）となり

ました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、888億46百万円となり、前連結会計年度末より１億79百万円減少いた

しました。減少の主な要因は、現金及び預金は増加したものの、受取手形及び売掛金、有価証券が減少したことに

よるものです。 

 負債については、218億43百万円となり、前連結会計年度末より21億69百万円減少いたしました。減少の主な要

因は、買掛金、未払法人税等及び長期リース債務が減少したことによるものです。 

 純資産については、670億３百万円となり、前連結会計年度末より19億90百万円増加いたしました。増加の主な

要因は、四半期純利益28億63百万円の増加によるものです。 

 また、当第２四半期連結会計期間末の自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ2.3ポイント増加し75.1％とな

りました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 パラマウントベッド株式会社の平成24年３月期連結業績予想につきましては、パラマウントベッドホールディン

グス株式会社が、平成23年10月３日に公表いたしました「東京証券取引所市場第一部への上場に伴う当社業績予想

等のお知らせ」に記載しております、パラマウントベッド株式会社の平成24年３月期の連結業績予想（参考情報）

を変更いたしました。 

 詳細につきましては、「上場廃止となった子会社（パラマウントベッド株式会社）に関わる決算開示について」

をご覧ください。  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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。  

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 第１四半期連結会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号 平成22年 

６月30日）、「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号 平成22年６ 

月30日）及び「１株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第９号 平成22年６月30日）を適 

用しております。 

 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に当たり、一定期間の勤務後に権利が確定するストック・オ

プションについて、権利の行使により払い込まれると仮定した場合の入金額に、ストック・オプションの公正な評

価額のうち、将来企業に提供されるサービスに係る分を含める方法に変更しております。 

 遡及処理を行う前の前第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額は、37.43円で

す。 

  

  

 該当事項はありません。  

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項

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

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,222 19,278

受取手形及び売掛金 15,483 12,020

リース債権及びリース投資資産 2,156 2,269

有価証券 7,994 2,823

商品及び製品 3,704 4,235

仕掛品 316 203

原材料及び貯蔵品 1,336 1,069

その他 1,249 1,446

貸倒引当金 △79 △83

流動資産合計 43,383 43,263

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 25,016 25,170

減価償却累計額 △15,838 △16,094

建物及び構築物（純額） 9,177 9,075

機械装置及び運搬具 7,012 7,044

減価償却累計額 △5,324 △5,476

機械装置及び運搬具（純額） 1,687 1,567

土地 8,501 8,505

リース資産 546 484

減価償却累計額 △367 △359

リース資産（純額） 178 125

賃貸資産 10,440 11,189

減価償却累計額 △2,980 △3,555

賃貸資産（純額） 7,459 7,634

建設仮勘定 57 112

その他 7,281 7,352

減価償却累計額 △6,156 △6,269

その他（純額） 1,124 1,083

有形固定資産合計 28,187 28,104

無形固定資産   

のれん 459 359

その他 1,889 1,870

無形固定資産合計 2,348 2,229

投資その他の資産   

投資有価証券 9,799 9,801

その他 5,417 5,541

貸倒引当金 △109 △93

投資その他の資産合計 15,106 15,249

固定資産合計 45,642 45,583

資産合計 89,026 88,846
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 6,514 5,880

短期借入金 701 761

リース債務 1,998 1,873

未払法人税等 2,004 1,784

賞与引当金 1,053 1,004

役員賞与引当金 97 －

その他 3,275 3,289

流動負債合計 15,644 14,592

固定負債   

長期借入金 124 63

リース債務 4,717 3,936

退職給付引当金 2,502 2,568

環境対策引当金 47 47

その他 975 634

固定負債合計 8,368 7,250

負債合計 24,012 21,843

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,591 6,591

資本剰余金 7,276 7,276

利益剰余金 54,235 56,399

自己株式 △3,277 △2,998

株主資本合計 64,825 67,269

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △28 △281

為替換算調整勘定 △22 △230

その他の包括利益累計額合計 △51 △511

新株予約権 88 77

少数株主持分 150 169

純資産合計 65,013 67,003

負債純資産合計 89,026 88,846
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 24,355 30,148

売上原価 14,006 16,886

売上総利益 10,348 13,262

販売費及び一般管理費 7,460 8,508

営業利益 2,888 4,753

営業外収益   

受取利息 44 49

受取配当金 34 36

為替差益 － 51

保険金収入 38 9

その他 38 71

営業外収益合計 156 218

営業外費用   

支払利息 102 88

為替差損 317 －

投資事業組合運用損 108 252

匿名組合投資損失 41 29

その他 40 6

営業外費用合計 610 375

経常利益 2,434 4,596

特別利益   

投資有価証券売却益 － 49

固定資産売却益 12 －

特別利益合計 12 49

特別損失   

投資有価証券償還損 35 14

投資有価証券売却損 － 58

投資有価証券評価損 47 －

固定資産除売却損 18 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 77 －

災害による損失 － 73

特別損失合計 177 145

税金等調整前四半期純利益 2,269 4,499

法人税、住民税及び事業税 1,274 1,796

法人税等調整額 △162 △186

法人税等合計 1,112 1,609

少数株主損益調整前四半期純利益 1,156 2,889

少数株主利益 13 25

四半期純利益 1,143 2,863
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,156 2,889

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △83 △252

為替換算調整勘定 118 △206

その他の包括利益合計 34 △459

四半期包括利益 1,191 2,430

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,182 2,403

少数株主に係る四半期包括利益 8 27
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 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

 当社グループは、平成23年６月29日開催の当社株主総会において決議された、パラマウントベッドホールディ

ングス株式会社を株式交換完全親会社、当社を株式交換完全子会社とする株式交換契約（非適格株式交換）の効

力が平成23年10月１日に発生したことにより、同日付けで持株会社体制へ移行いたしました。 

 また当社は、平成23年10月１日開催の臨時株主総会で、パラマウントベッドホールディングス株式会社へ子会

社株式を現物配当（適格現物分配）する旨を決議し、同日に配当を実施いたしました。この子会社株式の現物配

当により、当社は子会社の異動が生じることになります。 

 さらに当社は、平成23年10月６日開催の臨時株主総会で現金配当を実施する旨を決議し、平成23年10月７日に

配当を実施いたしました。 

 これらの剰余金の配当の概要は、次のとおりであります。 

１．子会社株式 

（1）  配当財産の種類及び帳簿価額の総額 

    パラマウントケアサービス株式会社  普通株式  18,330株     935百万円 

    パラテクノ株式会社         普通株式   1,600株     80百万円 

（2）  配当財産の割り当てに関する事項 

    平成23年10月1日開催の当社臨時株主総会時点において議決権所有割合の100％を有する株主であるパラ 

       マウントベッドホールディングス株式会社に対して、配当財産のすべてが割り当てられます。  

（3）  剰余金の配当効力発生日 

    平成23年10月１日（土） 

（4）  配当の原資 

    利益剰余金 
  
２．現金 

（1） 配当財産の種類及び帳簿価額の総額 

     現金  3,000百万円 

（2） 財産の割り当てに関する事項 

       剰余金配当の効力発生日時点において議決権所有割合の100％を有する株主であるパラマウントベッドホ

    ールディングス株式会社に対して、配当財産のすべてが割り当てられます。 

（3） 剰余金の配当効力発生日 

       平成23年10月7日（金） 

        （4）  配当の原資 

               利益剰余金 

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）重要な後発事象
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