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1.  平成24年3月期の連結業績（平成23年4月1日～平成24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 ％

24年3月期 49,776 3.0 1,625 173.5 1,593 191.9 471 100.5
23年3月期 48,311 △2.9 594 △17.5 545 △15.3 235 △10.6

（注）包括利益 24年3月期 628百万円 （717.3％） 23年3月期 76百万円 （△72.7％）

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 ％ ％ ％

24年3月期 2.09 ― 1.2 2.6 3.2
23年3月期 1.03 ― 0.6 0.9 1.2

（参考） 持分法投資損益 24年3月期  ―百万円 23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

24年3月期 59,651 36,007 60.3 163.48
23年3月期 60,739 36,958 60.8 162.16

（参考） 自己資本   24年3月期  36,007百万円 23年3月期  36,958百万円

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

24年3月期 4,323 △5,030 △2,717 9,957
23年3月期 4,935 △3,292 716 13,384

2.  配当の状況 

 

年間配当金 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 ％ ％

23年3月期 ― 1.25 ― 1.25 2.50 569 242.1 1.5
24年3月期 ― 1.25 ― 1.75 3.00 666 142.9 1.8
25年3月期(予想) ― 1.75 ― 1.75 3.50 64.7

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

 

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) 25,200 5.4 1,020 54.8 980 54.9 530 139.5 2.40
通期 52,700 5.8 2,320 42.7 2,250 41.2 1,190 152.1 5.40



※  注記事項 
(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） ： 無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）平成24年４月27日開催の取締役会において、自己株式15,000,000 株を消却することを決議しており、当該消却実施後の発行済株式の総数は、224,48
7,500株に減少いたします。 

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更  ： 無
② ①以外の会計方針の変更  ： 無
③ 会計上の見積りの変更  ： 無
④ 修正再表示  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期 239,487,500 株 23年3月期 239,487,500 株
② 期末自己株式数 24年3月期 19,233,950 株 23年3月期 11,581,430 株
③ 期中平均株式数 24年3月期 224,892,682 株 23年3月期 227,908,695 株

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査の手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の
監査手続は終了しておりません。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（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、２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。 
 
（決算補足説明資料の入手方法について） 
当社は、平成24年５月31日（木）に機関投資家・アナリスト向け説明会を開催する予定です。この説明会の資料及び動画については、開催後速やかに当社ホー
ムページに掲載する予定です。 
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１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

当連結会計年度におけるわが国経済は、東日本大震災の影響による景気の低迷から回復の兆しがみられたも

のの、夏以降は急速な円高の進行や欧州政府債務危機の顕在化による世界経済の減速が、景気の持ち直しを緩

やかなものといたしました。 

このような経済環境のなか、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におきましては、

従前のメディカルサービス事業本部、インテリア健康事業本部及び法人施設事業本部の３事業本部を統合した

統括事業本部を平成23年４月に設置いたしました。この組織変更は、各事業本部間の垣根を取り払い、事業融

合効果の更なる発現と効率的な業務運営を企図したものであり、成長を続けるメディカルサービス事業に経営

資源を投下し、更なる収益の拡大を図るとともに、インテリア健康事業においては構造改革の継続と高付加価

値商品の拡販等による収益性の改善を目指してまいりました。 

当期において、事業融合効果を発現していくために取り組んだ施策のひとつが、新ブランド「リハテック」

の展開です。前期（平成23年３月期）に立ち上げましたこの「リハテック」につきましては、４月から「電動

アシスト三輪自転車」の全国展開を開始したほか、自立や外出を促す電動車いす「ちょいぱる♪」や、ブレー

キのかけ忘れによる事故を防ぐ効果がある自動ブレーキ付車いす「セーフティオレンジ」など、『“人にやさ

しい”モノづくり』というコンセプトのもと、日常生活活動の向上をサポートする新製品７機種を当期におい

て開発し、メディカルサービス事業のみならず、インテリア健康事業を含む当社グループが保有する全ての販

路を活用しながら、より活動的な生活を望むシニア層に向けてご提案してまいりました。 

また、「リハテック」ブランドの認知度を高めるために、平成23年６月には記者発表会を開催し、その模様

はテレビ、新聞・雑誌やインターネットなど様々なメディアに取り上げられました。なお、当商品群につきま

しては、何らかの障害をお持ちの方やご高齢の方に向けた商品であることから、販売促進にあたっては、詳し

い商品説明はもとより、使い勝手やフィット性を確かめていただくための試乗や体験を前提としております。

ショールームや展示販売会での体験機会を増やし、試乗会を各地で催すなど、ご納得いただいた上でのご利用

に努めてまいりました。 

これらの結果、当社グループにおける当連結会計年度の売上高は49,776百万円（前年同期比3.0％増）、営業

利益は1,625百万円（前年同期比173.5％増）、経常利益は1,593百万円（前年同期比191.9％増）となりまし

た。また当期純利益は、平成23年９月19日に本店を移転したことに伴い、同時に移転した子会社も含めて発生

した移転費用149百万円を特別損失に計上したことや、平成23年12月２日に法人税率引下げに関連する法律が公

布されたことに伴い、繰延税金資産の取崩しを行うなど、法人税等調整額に237百万円を計上したことにより、

471百万円（前年同期比100.5％増）となりました。 

セグメント別の業績は、次のとおりであります。 

なお、当連結会計年度より、報告セグメントの区分を変更しており、以下の前年同期比較については、前年

同期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。 

①メディカルサービス事業 

メディカルサービス事業においては、介護保険の給付額が増加している福祉用具貸与市場に対して、営業拠

点を11箇所（長野県松本市、岡山県倉敷市、東京都杉並区、横浜市港北区、群馬県館林市、大阪府茨木市、兵

庫県明石市 等）新設し、レンタルを中心とした売上高の拡大を図りました。 

また、当期は新商品として、スプリングの寝心地と介護ベッドに求められる薄さを両立した業界初の介護用

高密度連続スプリング使用の在宅介護用マットレス「ＳＭ－12」や、「リハテック」ブランド商品７機種など

を市場に投入いたしました。これらの新商品につきましては、介護支援専門員や代理店を対象とした研修会や

商品説明会を開催するとともに、一部地域でのテレビコマーシャルの放映により、顧客数の拡大とブランドイ

メージの向上に努めてまいりました。特に「リハテック」ブランド商品のひとつである、自動ブレーキ付車い

す「セーフティオレンジ」は、臨床データに基づき産学共同研究により開発された商品として多くの注目を集

め、様々な媒体に取り上げられました。 

軽介護度者の介護予防サービスに特化した通所介護施設「悠悠いきいき倶楽部」は、高齢化が進展するなか

で通常のデイサービスは介護度の高い方を対象としているため、満足のいくサービスが受けられない多くの軽

度者（要支援認定者）がいることに着目し、こうした要支援認定を受けた軽度者を対象に、運動特化型短時間

制デイサービスを設立いたしました。東京都調布市に１号店を平成22年２月に開設して以来、現在までに10箇

所をオープンしております。この内、４箇所がフランスベッド株式会社の直営店であり、６箇所はフランチャ

イズ店として開設いたしております。このフランチャイズ店の運営主体は、介護福祉関連企業に限らず、家具

販売店をはじめ、多様な業種からの加盟を働きかけております。 
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また、設備投資が増加傾向にある病院や福祉施設等に対しましては、当期より営業拠点及び営業員を増加さ

せ、研修による戦力化を推し進めるとともに、施設物件向けの新商品を積極的に市場展開し、物件取引の受注

獲得に注力いたしました。 

さらに、 先端の医療技術と現代のリハビリが融合した、対象筋に電気刺激を与えて筋肉を活性化させるリ

ハビリテーションシステム「バイオネス」の医療機関向け営業を促進するとともに、代理店向け説明会を開催

して新規取引の増加に努め、拡販体制の強化に取り組んでまいりました。 

以上の結果、メディカルサービス事業の売上高は27,015百万円（前年同期比7.6％増）、営業利益は1,626百

万円（前年同期比24.1％増）となりました。 

②インテリア健康事業 

インテリア健康事業においては、消費マインドに持ち直し傾向がみられるものの、当社グループが主力とす

る中・高価格帯の家具需要には結びつかず、経営環境は依然として厳しい状況が続いております。 

このような状況のなか、主力商品である「ライフトリートメントマットレス」シリーズや、世界有数のベッ

ドブランドである「スランバーランド」シリーズなどの高級感のある上質な商品の拡販を図りました。また、

電動リクライニングベッドでは、医療や介護の分野で培った技術やノウハウを活かした「プレオックス」シリ

ーズの発売を開始したほか、アクティブシニア向けの高品質な「グランマックス」シリーズを発表しました。

この「グランマックス」シリーズは、天然木や象嵌加工などを用い、高品質でデザイン性に優れていることに

加え、背上げ・脚上げリクライニング機能を有し、さらに、上下昇降機能を追加することで、家庭用介護ベッ

ドとしても利用できる商品です。このように、同事業では、付加価値の高い商品の販売促進に努めました。 

また、「リハテック」ブランド商品である電動アシスト三輪自転車を家具販売店などの店頭で試乗販売会を

行うなど、本格的な高齢社会に向けての商品の投入と拡販に努めてまいりました。 

さらに、収益改善施策の一環として、海外から低価格帯商品の流入が増大している状況に鑑み、自社製造商

品はもとより、購入原材料に至るまで 大限のコストダウンを図るとともに、東日本地区の物流体制の見直し

として、外部から賃借していた大型倉庫を解約することにより、物流コストの引き下げを図るなど、コスト削

減の徹底により、市場競争力のある商品価格の維持に取り組んでまいりました。 

以上の結果、インテリア健康事業の売上高は19,077百万円（前年同期比1.2％減）、営業損失は47百万円 

（前年同期は営業損失626百万円）となりました。 

③その他 

その他の事業の日用品雑貨販売事業においては、取扱商品の見直しや不採算店舗の撤退などを行ない、収益

の改善を進めてまいりました。また、東日本大震災で被災した店舗も復興需要と相まって、順調に回復してき

ております。 

また、戸別訪問販売事業においては、特定商取引法や割賦販売法の規制強化の影響による売上高の減少が続

いていることから、営業拠点の統廃合や費用の削減を継続して実施するとともに、会員数が減少している予約

前受金事業（友の会事業）の見直しを図りました。 

以上の結果、その他の売上高は3,683百万円（前年同期比5.1％減）、営業利益は10百万円（前年同期は営業

損失188百万円）となりました。 

次期の見通しにつきましては、国内景気は復興需要の高まりなどから緩やかに持ち直しているものの、デフ

レ経済の下、企業間の価格競争は依然として熾烈を極めております。 

このような状況の中、当社グループでは、高齢者の増加により今後も成長が続くことが予想されるメディカ

ルサービス事業分野に経営資源を投下し、介護レンタル事業のシェアの拡大など、同事業の強化を図るととも

に、インテリア健康事業においては、高付加価値商品の販売に努め、収益力の回復を図ってまいります。ま

た、「リハテック」ブランド商品の開発ならびに販売に取り組んでいくなど、グループ全体でアクティブシニ

ア層向けの事業を強化してまいります。 

以上によりまして、次期につきましては連結売上高52,700百万円、連結営業利益2,320百万円、連結経常利益

2,250百万円、連結当期純利益1,190百万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1,088百万円減少

し59,651百万円となりました。流動資産は前期末と比較して395百万円増加し33,554百万円となりました。主

な要因は、増加については有価証券3,498百万円、受取手形及び売掛金1,660百万円、減少については、現金

及び預金4,383百万円などによるものであります。固定資産は前期末と比較して1,460百万円減少し26,071百
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万円となりました。主な要因は、有形及び無形固定資産の減価償却、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138百万円減少し23,643百万円となりました。主な要因として、増加については

支払手形及び買掛金427百万円、退職給付引当金228百万円などであり、減少については１年内償還予定の社

債775百万円、および１年内返済予定の長期借入金225百万円などによるものであります。 

純資産は、前期末と比較して950百万円減少し、36,007百万円となりました。主な要因として、増加につい

ては当期純利益471百万円などであり、減少については、自己株式の取得1,013百万円、剰余金の配当565百万

円などによるものであります。 

以上の結果、自己資本比率は、前期末の60.8％から60.3％となりました。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度におけるキャッシュ・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3,427

百万円減少し9,957百万円となりました。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、4,323百万円の収入（前年同期は4,935百万円の収入）となりまし

た。主な要因として、収入については、税金等調整前当期純利益1,382百万円、非資金項目である減価償却費

3,735百万円などの計上や、仕入債務の増加547百万円などによるものであり、支出については売上債権の増

加1,792百万円など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、5,030百万円の支出（前年同期は3,292百万円の支出）となりまし

た。主な要因は、有形固定資産の取得3,136百万円、有価証券の取得2,498百万円や定期預金の預入2,500百万

円などの支出に対し、有価証券の売却1,499百万円や定期預金の払戻1,500百万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、2,717百万円の支出（前年同期は716百万円の収入）となりまし

た。主な要因としては、長期借入金の返済225百万円、社債の償還775百万円、自己株式の取得1,013百万円、

配当金の支払額564百万円などの支出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 

 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期

自己資本比率（％） 65.9 62.9 62.8 60.8 60.3

時価ベースの自己資本比率（％） 49.5 49.7 51.6 39.3 63.5

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

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  9.7 16.9 31.4 43.3 39.1

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。 

（注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。 

（注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。 

（注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すべ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、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付て

おり、安定的な配当の継続に努めることを基本方針とし、業績、経営環境ならびに財務体質強化の必要性など

を総合的に勘案して決定することとしております。 

このような方針のもと、当期の配当金につきましては、平成24年４月27日にお知らせいたしましたとおり、
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期末配当を１株当たり1.75円といたしたいと存じます。この結果、中間配当金（１株当たり1.25円）を加えた

年間配当金は、１株当たり3.00円となります。これは、前期に比べて0.50円の増配になります。 

なお、本件につきましては、平成24年６月に開催される予定の定時株主総会に付議する予定であります。 

また、平成25年３月期の年間配当は、１株当り3.50円（中間配当1.75円、期末配当1.75円）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 当社グループが行っているメディカルサービス事業は、介護保険制度に大きく依存しております。した

がって、この介護保険制度の改定等が行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。 

ｂ 当社グループが行っている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。したがって、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。 

ｃ 当社グループの事業にあって、「その他」の事業に区分される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行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ＦＥＳ（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行っておりますが、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行っており、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。 

したがって、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、更に債権管

理委員会を設置して機動的な運営を行っております。 

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。 
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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行っており、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。）は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行っておりますが、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。したがって、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行っており、今後も

その取引は継続されます。したがって、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。 
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２．企業集団の状況 

当社の企業集団は、当社と子会社７社（連結６社、非連結１社）で構成され、メディカルサービス事業、イ

ンテリア健康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内容及び関係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。 

なお、セグメント情報におけるセグメントの区分は下記の区分と同一であります。 

セグメントの名称 事業の概要 主要な会社 

メディカルサービス 医療・介護用ベッド、福祉用具の

製造、仕入、レンタル、小売及び

卸売、病院・ホテル等のリネンサ

プライ 

フランスベッド㈱ 

㈱翼 

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 

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.

その他 戸別訪問販売、日用品雑貨販売、

広告・展示会場設営及び不動産賃

貸等 

フランスベッド㈱ 

フランスベッド販売㈱ 

㈱エフビー友の会 

（注）１．㈱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行っております。 

（注）２．非連結子会社名：㈱翼 

㈱翼は小規模会社であり、その総資産、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おりませんので、連結の範囲か

ら除外しております。 
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［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）㈱アドセンターは、同社が行っていた広告代理店事業等を当社子会社であるフランスベッド販売㈱に譲渡し、

平成23年５月１日をもって解散いたしました。 

 

 連結子会社  持分法を適用していない非連結子会社

※１　メディカルサービス事業　※２　インテリア健康事業　※３　その他

東京ベッド㈱※2

㈱翼※1

家具類の販売・輸出入

France bed International(Thailand)Co.,Ltd.※2

福祉用具のレンタル及び販売

ベッド・家具類の製造・販売

医療･介護用ベッド・福祉用具の製造・仕入、レンタル・小売及び卸売

ベッド・家具類・寝装品等の製造・仕入及び卸売

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

その他

フランスベッド販売㈱※3

ベッド・家具類の製造

当
社

(

フ
ラ
ン
ス
ベ

ッ
ド
ホ
ー

ル
デ

ィ
ン
グ
ス
㈱

)

経
営
戦
略
・
管
理
並
び
に
そ
れ
ら
に
付
帯
す
る
業
務

消
費
者

商品の販売斡旋

㈱エフビー友の会※3

フランスベッド㈱※1※2※3

消
費
者

フランスベッドファニチャー㈱※2

装身具・日用品雑貨・健康機器等の販売

得
意
先
及
び
代
理
店
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３．経営方針 

(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 

今後のわが国経済は、東日本大震災からの復興需要等により、景気の緩やかな持ち直しが期待されるもの

の、依然として欧州政府債務危機や原油高等の懸念材料も残存することから、先行き不透明な状況が続くこ

とが予想されております。 

現在のこのような経済環境に加え、今後起こり得る社会・経済情勢の変化を想定したとき、当社グループ

では、メディカルサービス事業とインテリア健康事業の統合を更に推し進め、その融合効果を 大化するこ

とが、当社グループの持続的成長と企業価値の 大化につながるものと確信いたしております。 

今後、当社グループでは、メディカルサービス事業は、福祉用具レンタル事業や病院・高齢者施設向けの

医療・介護用ベッドの販売に加え、訪問診療や訪問看護にも対応できる在宅医療器レンタル事業にも注力し

てまいります。また、インテリア健康事業においては、高付加価値・高機能家具を中心に据えるとともに、

少子高齢化社会に対応し、高齢者の方が外に出て元気になっていただくための「リハテック」ブランド商品

を始めとする高齢者向け商品を家具販売店経由で販売するなど、グループ全体で高齢社会に向けた事業の取

り組みを一層強化し、「人々が活き活きと暮らせる高齢社会に向けて、潤いのある生活を提案していく企業」

を目指してまいります。 

 

(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。 
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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23年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成24年３月31日) 

資産の部      

  流動資産      

    現金及び預金  11,942   7,558

    受取手形及び売掛金  9,398 ※3 11,059

    有価証券  1,999   5,498

    商品及び製品  5,623   5,618

    仕掛品  283   332

    原材料及び貯蔵品  1,637   1,561

    繰延税金資産  992   573

    その他  1,345   1,385

    貸倒引当金  △63   △31

    流動資産合計  33,159   33,554

  固定資産      

    有形固定資産      

      賃貸用資産  4,873   4,843

       減価償却累計額  △3,072   △3,203

       賃貸用資産（純額）  1,801   1,640

      建物及び構築物  14,546   14,543

       減価償却累計額  △9,793   △9,947

       建物及び構築物（純額）  4,752   4,595

      機械装置及び運搬具  6,481   6,068

       減価償却累計額  △5,686   △5,330

       機械装置及び運搬具（純額）  794   737

      工具、器具及び備品  2,016   2,159

       減価償却累計額  △1,676   △1,720

       工具、器具及び備品（純額）  340   438

      土地  6,413   6,413

      リース資産  4,568   5,989

       減価償却累計額  △2,261   △3,737

       リース資産（純額）  2,306   2,252

      建設仮勘定  42   56

      有形固定資産合計  16,451   16,134

    無形固定資産      

      リース資産  76   59

      ソフトウエア  1,293   1,047

      その他  22   21

      無形固定資産合計  1,392   1,129

    投資その他の資産      

      投資有価証券 ※1 1,291 ※1 1,292

      長期貸付金  18   14

      繰延税金資産  1,888   1,527

      前払年金費用  5,130   5,143

      その他  1,494 ※1 974

      貸倒引当金  △134   △144

      投資その他の資産合計  9,688   8,807

    固定資産合計  27,532   26,071
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  (単位：百万円)

 
前連結会計年度 

(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成24年３月31日) 

  繰延資産      

    社債発行費  47   24

    繰延資産合計  47   24

  資産合計  60,739   59,651

負債の部      

  流動負債      

    支払手形及び買掛金  4,007 ※3 4,435

    ファクタリング未払金  2,138   2,130

    短期借入金  2,125   2,125

    1年内償還予定の社債  775   －

    1年内返済予定の長期借入金  225   －

    リース債務  1,427   1,422

    未払法人税等  157   155

    未払消費税等  18   185

    繰延税金負債  －   0

    賞与引当金  1,084   1,121

    役員賞与引当金  －   16

    事業再編損失引当金  58   －

    災害損失引当金  20   －

    その他  2,281 ※3 2,303

    流動負債合計  14,319   13,895

  固定負債      

    社債  3,150   3,150

    長期借入金  2,000   2,000

    リース債務  1,357   1,218

    繰延税金負債  0   －

    退職給付引当金  2,348   2,576

    役員退職慰労引当金  418   451

    偶発損失引当金  8   7

    資産除去債務  －   24

    その他  179   318

    固定負債合計  9,462   9,747

  負債合計  23,781   23,643

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  32,182   32,088

    自己株式  △3,152   △4,165

    株主資本合計  37,146   36,039

  その他の包括利益累計額      

    その他有価証券評価差額金  △166   10

    繰延ヘッジ損益  16   －

    為替換算調整勘定  △38   △42

    その他の包括利益累計額合計  △188   △31

  純資産合計  36,958   36,007

負債純資産合計  60,739   59,651
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(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

連結損益計算書 

  (単位：百万円)

 

前連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

売上高  48,311   49,776

売上原価 ※1 27,035 ※1 27,652

売上総利益  21,275   22,123

販売費及び一般管理費  20,681   20,498

営業利益  594   1,625

営業外収益      

  受取利息  13   17

  受取配当金  28   28

  受取補償金  20   45

  受取保険金  10   20

  株式割当益  22   －

  その他  121   88

  営業外収益合計  216   201

営業外費用      

  支払利息  125   105

  売上割引  33   31

  支払手数料  28   －

  その他  77   96

  営業外費用合計  264   233

経常利益  545   1,593

特別利益      

  固定資産売却益  636   0

  投資有価証券売却益  12   0

  特別利益合計  648   0

特別損失      

  固定資産売却損  －   0

  固定資産除却損  56   22

  災害による損失 ※4 107 ※4 21

  関係会社清算損  －   17

  本社移転費用  － ※3 149

  事業再編損 ※2、※3 521   －

  前期損益修正損  1   －

  特別損失合計  688   211

税金等調整前当期純利益  506   1,382

法人税、住民税及び事業税  115   133

法人税等調整額  155   777

法人税等合計  271   910

少数株主損益調整前当期純利益  235   471

当期純利益  235   471
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連結包括利益計算書 

  (単位：百万円)

 

前連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益  235   471

その他の包括利益      

  その他有価証券評価差額金  △162   177

  繰延ヘッジ損益  10   △16

  為替換算調整勘定  △5   △3

  その他の包括利益合計  △158   156

包括利益  76   628

（内訳）      

  親会社株主に係る包括利益  76   628

  少数株主に係る包括利益  －   －
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(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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本      

  資本金      

    当期首残高  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      

    当期首残高  5,116   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      

    当期首残高  32,516   32,182

    当期変動額      

      剰余金の配当  △569   △565

      当期純利益  235   471

      当期変動額合計  △334   △93

    当期末残高  32,182   32,088

  自己株式      

    当期首残高  △3,151   △3,152

    当期変動額      

      自己株式の取得  △0   △1,013

      自己株式の処分  －   0

      当期変動額合計  △0   △1,012

    当期末残高  △3,152   △4,165

  株主資本合計      

    当期首残高  37,481   37,146

    当期変動額      

      剰余金の配当  △569   △565

      当期純利益  235   471

      自己株式の取得  △0   △1,013

      自己株式の処分  －   0

      当期変動額合計  △335   △1,106

    当期末残高  37,146   36,039
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  (単位：百万円)

 
前連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

その他の包括利益累計額      

  その他有価証券評価差額金      

    当期首残高  △3   △166

    当期変動額      

      株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  △162   177

      当期変動額合計  △162   177

    当期末残高  △166   10

  繰延ヘッジ損益      

    当期首残高  6   16

    当期変動額      

      株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  10   △16

      当期変動額合計  10   △16

    当期末残高  16   －

  為替換算調整勘定      

    当期首残高  △32   △38

    当期変動額      

      株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  △5   △3

      当期変動額合計  △5   △3

    当期末残高  △38   △42

  その他の包括利益累計額合計      

    当期首残高  △29   △188

    当期変動額      

      株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  △158   156

      当期変動額合計  △158   156

    当期末残高  △188   △31

純資産合計      

  当期首残高  37,451   36,958

  当期変動額      

    剰余金の配当  △569   △565

    当期純利益  235   471

    自己株式の取得  △0   △1,013

    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）  △158   156

    当期変動額合計  △493   △950

  当期末残高  36,958   36,007
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(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22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成24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  506   1,382

  減価償却費  3,420   3,735

  固定資産売却損益（△は益）  △636   0

  固定資産除却損  40   15

  投資有価証券売却損益（△は益）  △12   △0

  貸倒引当金の増減額（△は減少）  △37   △21

  賞与引当金の増減額（△は減少）  35   47

  役員賞与引当金の増減額（△は減少）  △1   16

  退職給付引当金の増減額（△は減少）  136   273

  前払年金費用の増減額（△は増加）  156   △13

  役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）  △19   33

  受取利息及び受取配当金  △41   △46

  支払利息  125   105

  売上債権の増減額（△は増加）  △242   △1,792

  たな卸資産の増減額（△は増加）  1,129   30

  仕入債務の増減額（△は減少）  △1,194   547

  ファクタリング未払金の増減額（△は減少）  968   △7

  未払費用の増減額（△は減少）  95   23

  その他  347   191

  小計  4,775   4,523

  利息及び配当金の受取額  40   45

  利息の支払額  △113   △110

  法人税等の支払額又は還付額（△は支払）  233   △134

  営業活動によるキャッシュ・フロー  4,935   4,323

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  △1,108   △2,500

  定期預金の払戻による収入  1,200   1,500

  有価証券の取得による支出  －   △2,498

  有価証券の売却による収入  －   1,499

  有形固定資産の取得による支出  △3,288   △3,136

  有形固定資産の売却による収入  678   1

  投資有価証券の取得による支出  △298   △20

  投資有価証券の売却による収入  312   198

  貸付けによる支出  △17   －

  貸付金の回収による収入  18   4

  無形固定資産の取得による支出  △788   △79

  その他  0   －

  投資活動によるキャッシュ・フロー  △3,292   △5,030
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  (単位：百万円)

 

前連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー      

  短期借入金の返済による支出  △3,150   －

  長期借入れによる収入  2,000   －

  長期借入金の返済による支出  △225   △225

  社債の発行による収入  3,101   －

  社債の償還による支出  △775   △775

  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  △0   △1,013

  セール・アンド・リースバックによる収入  1,672   1,500

  リース債務の返済による支出  △1,338   △1,640

  配当金の支払額  △568   △564

  財務活動によるキャッシュ・フロー  716   △2,717

現金及び現金同等物に係る換算差額  △4   △3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  2,354   △3,427

現金及び現金同等物の期首残高  11,030   13,384

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 13,384 ※1 9,957
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(5) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

１．連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数 ６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． 

なお、前連結会計年度において連結子会社でありました㈱アドセンターは清算したため、連結の範囲か

ら除いております。 

(2) 非連結子会社の名称等 

㈱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、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 

持分法を適用していない非連結子会社（㈱翼）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。 

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） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

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） 

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） 

(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
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均等償却しております。 

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。 

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。 

④ 長期前払費用 

均等償却しております。 

(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。 

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。 

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。 

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。 

⑥ 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。 

⑦ 事業再編損失引当金 

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 災害損失引当金 

東日本大震災により被災した資産の復旧等に要する支出に備えるため、当連結会計年度末における見

積額を計上しております。 

(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 

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。 

(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。 

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） 
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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。） 

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。 

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。 

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。 

(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

しか負わない取得日から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。 

(7) 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。 

(8) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

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) 表示方法の変更 

（連結損益計算書） 

前連結会計年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「受取補償金」及び「受取保険金」は、

営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法

の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。 

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた151百万

円は、「受取補償金」20百万円、「受取保険金」10百万円、「その他」121百万円として組み替えております。 

 

(8) 追加情報 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

 当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の

訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

 

（法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正） 

 「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年

法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措

置法」（平成23年法律第117号）が平成23年12月２日に公布され、平成24年４月１日以後に開始する連結会計年

度から法人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産

及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の40.7％から平成24年４月１日に開始する連結会計年

度から平成26年４月１日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については38.0％に、平成27年

４月１日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、35.6％となります。 

 この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は235百万円減少し、法人

税等調整額が237百万円、その他有価証券評価差額金が１百万円、それぞれ増加しております。 

 また、欠損金の繰越控除制度が平成24年４月１日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額

の100分の80相当額が控除限度額とされることによる損益に与える影響はありません。 
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(9) 連結財務諸表に関する注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

※１ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は、次のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

(平成23年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成24年３月31日) 

投資有価証券 54百万円 55百万円

差入保証金 －百万円 11百万円

計 54百万円 66百万円

 

担保付債務は、次のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

(平成23年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成24年３月31日) 

買掛金 －百万円 －百万円

 

２  偶発債務 

(1) 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。 

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

㈱翼 192百万円 ㈱翼 207百万円

従業員 35百万円 従業員 27百万円

計 228百万円 計 234百万円

 

(2) 下記の会社の前受業務保証金供託委託契約に対し、債務保証を行っております。 

 
前連結会計年度 

(平成23年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成24年３月31日) 

㈱エフビー友の会 320百万円 359百万円 

 

※３ 連結会計年度末日満期手形 

 連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。な

お、当連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計

年度末残高に含まれております。 

 
前連結会計年度 

(平成23年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成24年３月31日) 

（流動資産）受取手形 －百万円 113百万円 

（流動負債）支払手形 －百万円 350百万円 

      その他 －百万円 3百万円 
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（連結損益計算書関係） 

※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。 

前連結会計年度 
(自  平成22年４月１日 
  至  平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自  平成23年４月１日 
  至  平成24年３月31日) 

40百万円 123百万円 

 

※２ 事業再編損 

前連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日) 

インテリア健康事業の構造改革に伴う損失であり、その内訳は次のとおりであります。 

固定資産除却損 22百万円

減損損失 42百万円

たな卸資産処分損 371百万円

その他 84百万円

 計 521百万円

なお、事業再編損521百万円に、事業再編損失引当金繰入額58百万円が含まれております。 

 

当連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日) 

該当事項はありません。 

 

※３ 減損損失 

前連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日) 

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。 

場所 用途 種類 金額 

佐賀県鳥栖市 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 42百万円

合計 42百万円

当社グループは、管理会計上の事業区分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。 

上記資産は、当連結会計年度末現在遊休状態にあり、将来の使用見込が定まっていないため、資産グルー

プの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減損損失（42百万円）は、特別損失「事業再編損」に含めて

表示しております。その内訳は、建物及び構築物２百万円、機械装置及び運搬具38百万円、工具、器具及び

備品１百万円であります。 

なお、当該資産グループの回収可能価額は使用価値により測定しております。 

 

当連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日) 

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。 

場所 用途 種類 金額 

東京都新宿区 遊休資産 建物及び構築物・工具、器具及び備品 35百万円

合計 35百万円

当社グループは、管理会計上の事業区分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。 

上記資産は、将来の使用が見込まれなくなったため、資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、

当該減損損失（35百万円）は、特別損失「本社移転費用」に含めて表示しております。その内訳は、建物及

び構築物33百万円、工具、器具及び備品１百万円であります。 

なお、当該資産グループの回収可能価額は使用価値により測定しております。 
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※４ 災害による損失 

前連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日) 

東日本大震災により破損したたな卸資産の処分、設備の原状回復費用等であり、災害損失引当金繰入額20

百万円、災害による貸倒引当金繰入額20百万円が含まれております。 

 

当連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日) 

東日本大震災により破損した設備の原状回復費用等であります。 

 

（連結株主資本等変動計算書関係） 

前連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23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 

 
当連結会計年度期首

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） 11,574 6 － 11,581 

合計 11,574 6 － 11,581 

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加６千株は、単元未満株式の買取請求による増加であります。 

 

２．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
(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22年６月25日 
定時株主総会 

普通株式 284 1.25 平成22年３月31日 平成22年６月28日

平成22年11月５日 
取締役会 

普通株式 284 1.25 平成22年９月30日 平成22年12月３日

 

(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 

 
(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23年６月28日 
定時株主総会 

普通株式 284 利益剰余金 1.25 平成23年３月31日 平成23年６月29日
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当連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24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 

 
当連結会計年度期首

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（注）３ 239,487 － － 239,487 

合計 239,487 － － 239,487 

自己株式         

  普通株式（注）１，２ 11,581 7,653 0 19,233 

合計 11,581 7,653 0 19,233 

(注) １．普通株式の自己株式の株式数の増加7,653千株は、取締役会決議による自己株式取得による増加7,650千

株、単元未満株式の買取請求による増加３千株であります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の減少０千株は、単元未満株式の買増請求による減少であります。 

３．平成24年４月27日開催の取締役会において、自己株式15,000,000 株を消却することを決議しており、

当該消却実施後の発行済株式の総数は、224,487,500株に減少いたします。 

 

２．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
(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23年６月28日 
定時株主総会 

普通株式 284 1.25 平成23年３月31日 平成23年６月29日

平成23年10月31日 
取締役会 

普通株式 280 1.25 平成23年９月30日 平成23年12月９日

 

(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。 

 

(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24年６月27日 
定時株主総会 

普通株式 385 利益剰余金 1.75 平成24年３月31日 平成24年６月28日

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

※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 

 
前連結会計年度 

(自  平成22年４月１日 
  至  平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自  平成23年４月１日 
  至  平成24年３月31日) 

現金及び預金勘定 11,942百万円 7,558百万円

有価証券勘定 1,999百万円 5,498百万円

  計 13,941百万円 13,056百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △557百万円 △2,100百万円

取得日から償還日までの期間が３ヶ月を超える債券
等 

－百万円 △999百万円

現金及び現金同等物 13,384百万円 9,957百万円
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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。 

当社グループは提供する製品・サービス等の類似性等により事業セグメントを認識しており、「メディカル

サービス」及び「インテリア健康」の２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：医療・介護用ベッド、福祉用具の製造、仕入、レンタル、小売及び卸売、病院・ホ

テル等のリネンサプライ 

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 

なお、当社グループの中核子会社であるフランスベッド株式会社は、前連結会計年度までの「メディカルサ

ービス事業本部」、「インテリア健康事業本部」及び「法人施設事業本部」の３事業本部制を廃止し、当連結

会計年度より地域別事業部制を導入しております。この組織改正に伴い、報告セグメントを従来の「メディカ

ルサービス」、「インテリア健康」及び「法人施設」の３区分から、「メディカルサービス」及び「インテリ

ア健康」の２区分に変更しております。 

 また、前連結会計年度のセグメント情報は、会社組織変更後の報告セグメントの区分に基づき作成したもの

を開示しております。 

 

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」

における記載と同一であります。 

報告セグメントの利益又は損失（△）は、営業利益ベースの数値であります。 

セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。 

（全社共通費の配賦方法の変更） 

 当連結会計年度から、セグメント利益又は損失の算定に用いる全社共通費の配賦方法について、セグメン

トの事業をより適正に評価管理するための見直しを行っております。 

 なお、前連結会計年度のセグメント情報は、全社共通費の配賦方法の変更後の方法に基づき作成したもの

を開示しております。 

 

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31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 

連結 
財務諸表 
計上額 
（注）３ 

メディカル
サービス 

インテリア
健康 

計 

売上高    

外部顧客への
売上高 

25,100 19,327 44,428 3,882 48,311 － 48,311

セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

36 501 538 432 970 △970 －

計 25,137 19,829 44,967 4,315 49,282 △970 48,311

セグメント利益
又は損失（△） 

1,310 △626 684 △188 495 98 594

セグメント資産 29,428 25,962 55,391 3,771 59,162 1,576 60,739

その他の項目    

減価償却費 2,940 459 3,400 21 3,422 △1 3,420

有形固定資産
及び無形固定
資産の増加額 

3,539 514 4,053 70 4,123 △2 4,121
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当連結会計年度（自 平成 23 年４月１日  至 平成 24 年３月 31 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 

連結 
財務諸表 
計上額 
（注）３ 

メディカル
サービス 

インテリア
健康 

計 

売上高    

外部顧客への
売上高 

27,015 19,077 46,093 3,683 49,776 － 49,776

セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

3 494 497 78 575 △575 －

計 27,019 19,571 46,590 3,761 50,352 △575 49,776

セグメント利益
又は損失（△） 

1,626 △47 1,578 10 1,589 35 1,625

セグメント資産 30,139 26,241 56,380 3,476 59,857 △206 59,651

その他の項目    

減価償却費 3,225 487 3,712 23 3,736 △0 3,735

有形固定資産
及び無形固定
資産の増加額 

2,842 324 3,166 15 3,182 35 3,218

（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・展示会場設営及び不動産賃貸等の事業を含んでおります。 

２．調整額の内容は以下のとおりであります。 

セグメント利益                                （単位：百万円） 

 前連結会計年度 当連結会計年度 

セグメント間取引消去 739 744 

全社費用※ △640 △708 

合計 98 35 

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

る費用であります。 

 

セグメント資産                                （単位：百万円） 

 前連結会計年度 当連結会計年度 

セグメント間取引消去 △17,270 △17,569 

全社資産※ 18,847 17,363 

合計 1,576 △206 

※ 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない連結財務諸表提出会社の余資運用資金（現金及び

預金）及び総務部門等管理部門に係る資産であります。 

３．セグメント利益又は損失（△）は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。 
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（１株当たり情報） 

 
前連結会計年度 

(自  平成22年４月１日 
  至  平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自  平成23年４月１日 
  至  平成24年３月31日) 

１株当たり純資産額 162円16銭 163円48銭 

１株当たり当期純利益金額 1円03銭 2円09銭 

（注）１．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。 

２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目 
前連結会計年度 

(自  平成22年４月１日 
  至  平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自  平成23年４月１日 
  至  平成24年３月31日) 

当期純利益金額（百万円） 235 471 

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金額（百万円） 235 471 

期中平均株式数（千株） 227,908 224,892 

 

（重要な後発事象） 

前連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

該当事項はありません。 

 

当連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

（自己株式の消却） 

当社は、平成24年４月27日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式の消却を行う

ことを決議いたしました。 

（1）消却の理由 

発行済株式総数の減少を通じて株主価値の向上を図るために、自己株式の消却を実施する。 

（2）消却の方法 

その他資本剰余金から減額 

（3）消却する株式の種類 

当社普通株式 

（4）消却する株式の総数 

15,000,000株 

（5）消却予定日 

平成24年５月18日 

（6）消却後の発行済株式総数 

224,487,500株 
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５．その他 

(1) 役員の異動 

① 代表者の異動 

該当事項はありません。 

② その他の役員の異動（平成24年６月27日付） 

・退任予定取締役 

取締役        竹中正史（現 企画グループ担当） 

・新任監査役候補 

（常勤）監査役  中尾純二（現 フランスベッド株式会社監査役） 

（常勤）監査役  木村昭仁（現 フランスベッド株式会社執行役員統括事業本部営業企画本部付） 

・退任予定監査役 

（常勤）監査役  根木克典 

（常勤）監査役  菅野 進 

なお、平成23年６月28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岩崎賢二氏の選任の効力は

平成24年６月27日開催予定の第９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、改めて補欠

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常務取締役） 

 

 


