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■ １株当たり当期純利益 39.07円 

    

2019年3月期 2020年3月期 
実績 計画 実績 計画 

達成率 
前期比 
増減率 

売上高 51,764 53,000 52,430 98.9％ ＋1.2％ 

営業利益 2,363 2,800 2,492 89.0％ ＋5.4％ 

経常利益 2,361 2,800 2,436 87.0％ ＋3.1％ 

親会社株主に 
帰属する 
当期純利益 

2,599 1,800 1,520 84.4％ ▲41.5％ 

１．連結業績 

（百万円） 

【増収・増益（当期純利益は前期特別利益の反動で減益）】 
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2019年3月期 2020年３月期 
実績 計画 実績 計画 

達成率 
前期比 
増減率 

メディカル 
サービス 
事業 

売上高 29,744 31,600 31,235 98.8％ +5.0％ 

営業利益 2,457 2,570 2,326 90.5％ ▲5.3％ 

インテリア 
健康事業 

売上高 21,043 21,000 20,842 99.2％ ▲0.9％ 

営業利益 ▲66 200 128 64.0％ ― 

その他   
売上高 976 400 353 88.2％ ▲63.8％ 

営業利益 ▲60 0 4 ― ― 

調整額 
売上高 ー ー － ― ― 

営業利益 33 30 32 106.6％ ▲0.9％ 

合      計 
売上高 51,764 53,000 52,430 98.9％ ＋1.2％ 

営業利益 2,363 2,800 2,492 89.0％ ＋5.4％ 
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２．セグメント別損益 

（百万円） 

メディカルサービス事業は増収・減益、インテリア健康事業は減収・増益 
 

新型コロナウイルス感染拡大の影響は各セグメントとも限定的 
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※水色の網掛部分の実績、構成比は、事業会社のフランスベッド(株)単体の数値です。 

【売上高増収要因】 
・主力の介護関連レンタル売上が堅調に推移、病院施設向け物件取引も好調 
【営業利益減益要因】 
・レンタルシェア拡大に向けた拠点の新設、人員の増強などにより費用増加 

2019年3月期 
実績 

2020年3月期 
実績 前期比 

実績 構成比 実績 構成比 増減額 増減率 

売上高 29,744 100% 31,235 100% +1,490 +5.0％ 

営業利益 2,457 8.2% 2,326 7.4% ▲131 ▲5.3％ 

介護関連 
レンタル売上※ 16,107 54.1% 16,898 54.1％ +790 +4.9% 
病院施設向け 
物件取引※ 4,183 14.1% 4,810 15.4％  +626 +15.0% 

その他※ 9,458 31.8% 9,528 30.5％ ＋69 ＋0.7% 

３．メディカルサービス事業の概況 

（百万円） 



FRANCEBED HOLDINGS Co.,Ltd. All rights reserved. 7 

2019年３月期 2020年３月期 

販管費の増加に 
伴う利益の減少 

売上増加に伴う 
利益の増加 （百万円） 

2,457 

Ⅰ・平成28年３月期決算概況 

2,326 

+843 ▲537 

営業利益 対前期比 
▲5.3％（▲131百万円） 

＜営業利益減益の主要因は販管費の増加＞ 
  ・売上が増加した主要因    ✔主力の介護関連レンタル（主に福祉用具貸与事業）が堅調に推移 
                                       ✔病院･福祉施設向け販売も見守り機能搭載ベッドなど介護ロボットの販売が好調           
  ・売上原価率が上昇した要因✔レンタル新商品の積極的な市場投下 
  ・販管費が増加した主要因 ✔介護関連レンタルのシェア拡大のため営業拠点を増設（新設４、移転１） 
               ✔人員の増強 

４．メディカルサービス事業の営業利益増減要因 

売上原価率の上昇に 
伴う利益の減少 

▲436 
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2019年3月期 
実績 

2020年3月期 
実績 前期比 

実績 構成比 実績 構成比 増減額 増減率 

売上高 21,043 100% 20,842 100% ▲201 ▲0.9％ 

営業損益 ▲66 ― 128 0.6％ +194 － 

ホテル向け売上※ 2,074 ― 2,202 ― +127 +6.1％ 

※水色の網掛け部分の数字は、事業会社のフランスベッド㈱単体の数値です。 

【売上高減収要因】 
・ホテル向け販売は好調に推移するも、家具販売店向け売上が苦戦 
【営業損益黒字転換要因】 
・価格改定等による粗利率の改善、組織・人員体制の見直しによる費用削減 

５．インテリア健康事業の概況 

（百万円） 
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2019年３月期 2020年３月期 

販管費の減少に 
伴う利益の増加 

売上減少に伴う 
利益の減少 （百万円） 

▲66 

Ⅰ・平成28年３月期決算概況 

128 

▲75 

＋5 

営業損益 
前期から ＋194百万円 改善 

＜営業損益が黒字化した主要因は粗利率の改善＞ 
・粗利率が改善した主要因  ✔価格改定や、高衛生マットレス「キュリエスAG™」などの 
                 高付加価値商品の販売が好調 
                  ✔生産部門の組織・人員体制の見直しなどにより原価が低減 

売上原価率の改善に 
伴う利益の増加 

＋265 

0 

６．インテリア健康事業の営業利益増減要因 
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前連結会計年度 当連結会計年度
（2019年3月31日） （2020年3月31日）

流動資産 34,946 31,836

固定資産 28,235 27,913

繰延資産 74 48

資産合計 63,256 59,798

流動負債 16,915 14,365

固定負債 8,132 7,951

負債合計 25,048 22,317

株主資本 35,262 35,168

その他の包括利益累計額 2,945 2,312

純資産合計 38,207 37,481

負債純資産合計 63,256 59,798

自己資本比率 60.4% 62.6%

前期末との比較
増減額

-

▲ 3,109

▲ 321

▲ 25

▲ 3,457

▲ 2,550

▲ 181

▲ 2,731

▲ 93

▲ 632

▲ 726

▲ 3,457

   

 

連結貸借対照表の状況 （総資産は前期末比▲3,457百万円減少し、59,798百万円）   

流動資産は、主に前期の課税所得増加による法人税の支払いで現預金が減少したことなどにより、 
前期末と比較して▲3,109百万円減少。 
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７．連結貸借対照表 

（百万円） 


通期業績（記者発表用）

				第17期【連結】業績 ダイ キ ギョウセキ

																		(単位:百万円) タンイ ヒャクマンエン

						第16期 ダイ キ				第17期								比較増減 ヒカク ゾウゲン										9/25報告 ホウコク

						前年実績 ゼンネン ジッセキ				予算 ヨサン				実績 ジッセキ				対前年 タイ ゼンネン		増減率 ゾウゲン リツ		対予算 タイ ヨサン		達成率 タッセイ リツ				予想 ヨソウ		修正額 シュウセイ ガク



				売上高 ウリアゲ ダカ		51,764,453,261		100.0%		53,000,000,000		100.0%		52,430,846,733		100.0%		666,393,472		1.2%		(569,153,267)		98.9%						52430846733

				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		26,271,983,203		50.7%				0.0%		26,512,941,089		50.5%		240,957,886		-0.2p		26,512,941,089		50.5p						26512941089

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		25,492,470,058		49.2%				0.0%		25,917,905,644		49.4%		425,435,586		1.6%		25,917,905,644		ERROR:#DIV/0!						25917905644

				販管費 ハン カン ヒ		23,128,494,081		44.6%				0.0%		23,425,576,413		44.6%		297,082,332		1.2%		23,425,576,413		ERROR:#DIV/0!						23425576413

				営業利益 エイギョウ リエキ		2,363,975,977		4.5%		2,800,000,000		5.2%		2,492,329,231		4.7%		128,353,254		5.4%		(307,670,769)		89.0%						2492329231

				営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ		195,735,599		0.3%				0.0%		178,659,820		0.3%		(17,075,779)		-8.7%		178,659,820		ERROR:#DIV/0!						178659820

				営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ		198,141,926		0.3%				0.0%		234,983,263		0.4%		36,841,337		18.5%		234,983,263		ERROR:#DIV/0!						234983263

				経常利益 ケイジョウ リエキ		2,361,569,650		4.5%		2,730,000,000		5.1%		2,436,005,788		4.6%		74,436,138		3.1%		(293,994,212)		89.2%						2436005788

				特別利益 トクベツ リエキ		2,804,737,028		5.4%				-		133,849,980		0.2%		(2,670,887,048)		-95.2%		133,849,980		-						133849980

				特別損失 トクベツ ソンシツ		991,122,579		1.9%				0.0%		208,057,816		0.3%		(783,064,763)		-79.0%		208,057,816		ERROR:#DIV/0!						208057816

				税引前利益 ゼイビ マエ リエキ		4,175,184,099		8.0%		2,730,000,000		5.1%		2,361,797,952		4.5%		(1,813,386,147)		-43.4%		(368,202,048)		86.5%						2361797952

				税金費用 ゼイキン ヒヨウ		1,575,624,972		3.0%				0.0%		841,545,305		1.6%		(734,079,667)		-46.5%		841,545,305		ERROR:#DIV/0!						841545305

				当期純利益 トウキ ジュン リエキ		2,599,559,127		5.0%		1,700,000,000		3.2%		1,520,252,647		2.8%		(1,079,306,480)		-41.5%		(179,747,353)		89.4%						1520252647



				第17期【連結】業績 ダイ キ ギョウセキ

																		(単位:百万円) タンイ ヒャクマンエン

						前連結会計年度
（2018.4～2019.3） ゼン レンケツ カイケイ ネンド				当連結会計年度
（2019.4～2020.3） トウ レンケツ カイケイ ネンド								前年同期との比較 ゼンネン ドウ ヒカク										9/25報告 ホウコク

						実　績 ミ イサオ		売上構成比 ウリアゲ コウセイヒ		予算 ヨサン				実　績 ミ イサオ		売上構成比 ウリアゲ コウセイヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲン リツ		対予算 タイ ヨサン		達成率 タッセイ リツ				予想 ヨソウ		修正額 シュウセイ ガク

				売　上　高 バイ ウエ ダカ		51,764		100.0%		53,000		100.0%		52,430		100.0%		666		＋1.2%		(569)		98.9%						52430

				売　上　原　価 バイ ウエ ハラ アタイ		26,271		50.7%		0		0.0%		26,512		50.5%		240		▲ 0.2p		26,512		50.5p						26512

				売　上　総　利　益 バイ ウエ ソウ リ エキ		25,492		49.2%		0		0.0%		25,917		49.4%		425		＋1.6%		25,917		ERROR:#DIV/0!						25917

				販管費及び一般管理費 ハン カン ヒ オヨ イッパン カンリヒ		23,128		44.6%		0		0.0%		23,425		44.6%		297		＋1.2%		23,425		ERROR:#DIV/0!						23425

				営　業　利　益 エイ ギョウ リ エキ		2,363		4.5%		2,800		5.2%		2,492		4.7%		128		＋5.4%		(307)		89.0%						2492

				営　業　外　収　益 エイ ギョウ ソト オサム エキ		195		0.3%		0		0.0%		178		0.3%		▲ 17		▲ 8.7%		178		ERROR:#DIV/0!						178

				営　業　外　費　用 エイ ギョウ ソト ヒ ヨウ		198		0.3%		0		0.0%		234		0.4%		36		＋18.5%		234		ERROR:#DIV/0!						234

				経　常　利　益 ヘ ツネ リ エキ		2,361		4.5%		2,730		5.1%		2,436		4.6%		74		＋3.1%		(293)		89.2%						2436

				特　別　利　益 トク ベツ リ エキ		2,804		5.4%		-		-		133		0.2%		▲ 2,670		▲ 95.2%		133		-						133

				特　別　損　失 トク ベツ ソン シッ		991		1.9%		0		0.0%		208		0.3%		▲ 783		▲ 79.0%		208		ERROR:#DIV/0!						208

				税金等調整前当期純利益 ゼイキンナド チョウセイ マエ トウキ ジュン リエキ		4,175		8.0%		2,730		5.1%		2,361		4.5%		▲ 1,813		▲ 43.4%		(368)		86.5%						2361

				法　人　税　等 ホウ ヒト ゼイ トウ		1,575		3.0%		0		0.0%		841		1.6%		▲ 734		▲ 46.5%		841		ERROR:#DIV/0!						841

				親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウ キ ジュン リエキ		2,599		5.0%		1,700		3.2%		1,520		2.8%		▲ 1,079		▲ 41.5%		(179)		89.4%						1520

				1株当たり当期純利益 カブ ア トウ キ ジュンリエキ		66.02		-						39.07		-		-		-







セグメント業績（前年対比）

																（単位：円） タンイ エン

								前連結会計年度 ゼン レンケツ カイケイ ネンド				当連結会計年度 トウ レンケツ カイケイ ネンド				前年同期との比較 ゼンネン ドウ ヒカク

								（2018.4～2019.3）				（2019.4～2020.3）

								実　績 ジツ イサオ		売上構成比 ウリアゲ コウセイヒ		実　績 ジツ イサオ		売上構成比 ウリアゲ コウセイヒ		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ

				メディカルサービス
事業 ジギョウ		外部顧客への売上高 ガイブ コキャク ウリアゲ ダカ		29,744,424,177		99.9%		31,235,189,517		99.9%		1,490,765,340		＋5.0%

						セグ間内部売上又は振替高 カン ナイブ ウリアゲ マタ フリカエ ダカ		6,525,853		0.0%		1,749,519		0.0%		▲ 4,776,334		△ 73.1%

						売上高合計 ウリアゲ ダカ ゴウケイ		29,750,950,030		100.0%		31,236,939,036		100.0%		1,485,989,006		＋4.9%

						売上原価 ウリアゲ ゲンカ		12,872,156,091		43.2%		13,951,623,339		44.6%		1,079,467,248		1.4pt

						売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		16,878,793,939		56.7%		17,285,315,697		55.3%		406,521,758		＋2.4%

						販管費 ハンカンヒ		14,421,264,684		48.4%		14,959,043,426		47.8%		537,778,742		＋3.7%

						営業費用計 エイギョウ ヒヨウ ケイ		27,293,420,775		91.7%		28,910,666,765		92.5%		1,617,245,990		＋5.9%

						営業利益 エイギョウ リエキ		2,457,529,255		8.2%		2,326,272,271		7.4%		▲ 131,256,984		△ 5.3%

				インテリア健康
事業 ケンコウ ジギョウ		外部顧客への売上高 ガイブ コキャク ウリアゲ ダカ		21,043,652,694		98.8%		20,842,414,992		98.7%		▲ 201,237,702		△ 0.9%

						セグ間内部売上又は振替高 カン ナイブ ウリアゲ マタ フリカエ ダカ		251,705,523		1.1%		261,510,351		1.2%		9,804,828		＋3.8%

						売上高合計 ウリアゲ ダカ ゴウケイ		21,295,358,217		100.0%		21,103,925,343		100.0%		▲ 191,432,874		△ 0.8%

						売上原価 ウリアゲ ゲンカ		12,848,299,771		60.3%		12,467,272,453		59.0%		▲ 381,027,318		-1.3pt

						売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		8,447,058,446		39.6%		8,636,652,890		40.9%		189,594,444		＋2.2%

						販管費 ハンカンヒ		8,513,238,564		39.9%		8,507,931,998		40.3%		▲ 5,306,566		＋0.0%

						営業費用計 エイギョウ ヒヨウ ケイ		21,361,538,335		100.3%		20,975,204,451		99.3%		▲ 386,333,884		△ 1.8%

						営業利益 エイギョウ リエキ		▲ 66,180,118		-0.3%		128,720,892		0.6%		194,901,010		-

				その他 タ		外部顧客への売上高 ガイブ コキャク ウリアゲ ダカ		976,376,390		99.4%		353,242,224		98.3%		▲ 623,134,166		△ 63.8%

						セグ間内部売上又は振替高 カン ナイブ ウリアゲ マタ フリカエ ダカ		5,727,913		0.5%		5,870,634		1.6%		142,721		＋2.4%

						売上高合計 ウリアゲ ダカ ゴウケイ		982,104,303		100.0%		359,112,858		100.0%		▲ 622,991,445		△ 63.4%

						売上原価 ウリアゲ ゲンカ		802,599,031		81.7%		348,513,763		97.0%		▲ 454,085,268		15.3pt

						売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		179,505,272		18.2%		10,599,095		2.9%		▲ 168,906,177		△ 94.0%

						販管費 ハンカンヒ		239,941,916		24.4%		6,020,895		1.6%		▲ 233,921,021		△ 97.4%

						営業費用計 エイギョウ ヒヨウ ケイ		1,042,540,947		106.1%		354,534,658		98.7%		▲ 688,006,289		△ 65.9%

						営業利益 エイギョウ リエキ		▲ 60,436,644		-6.1%		4,578,200		1.2%		65,014,844		-

				計 ケイ		外部顧客への売上高 ガイブ コキャク ウリアゲ ダカ		51,764,453,261		99.4%		52,430,846,733		99.4%		666,393,472		＋1.2%

						セグ間内部売上又は振替高 カン ナイブ ウリアゲ マタ フリカエ ダカ		263,959,289		0.5%		269,130,504		0.5%		5,171,215		＋1.9%

						売上高合計 ウリアゲ ダカ ゴウケイ		52,028,412,550		100.0%		52,699,977,237		100.0%		671,564,687		＋1.2%

						売上原価 ウリアゲ ゲンカ		26,523,054,893		50.9%		26,767,409,555		50.7%		244,354,662		-0.2pt

						売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		25,505,357,657		49.0%		25,932,567,682		49.2%		427,210,025		＋1.6%

						販管費 ハンカンヒ		23,174,445,164		44.5%		23,472,996,319		44.5%		298,551,155		＋1.2%

						営業費用計 エイギョウ ヒヨウ ケイ		49,697,500,057		95.5%		50,240,405,874		95.3%		542,905,817		＋1.0%

						営業利益 エイギョウ リエキ		2,330,912,493		4.4%		2,459,571,363		4.6%		128,658,870		＋5.5%

				調整額 チョウセイ ガク		外部顧客への売上高 ガイブ コキャク ウリアゲ ダカ		0		0.0%		0		0.0%		0		-

						セグ間内部売上又は振替高 カン ナイブ ウリアゲ マタ フリカエ ダカ		▲ 263,959,289		100.0%		▲ 269,130,504		100.0%		▲ 5,171,215		-

						売上高合計 ウリアゲ ダカ ゴウケイ		▲ 263,959,289		100.0%		▲ 269,130,504		100.0%		▲ 5,171,215		-

						売上原価 ウリアゲ ゲンカ		▲ 251,071,690		95.1%		▲ 254,468,466		94.5%		▲ 3,396,776		-

						売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		▲ 12,887,599		4.8%		▲ 14,662,038		5.4%		▲ 1,774,439		-

						販管費 ハンカンヒ		▲ 45,951,083		17.4%		▲ 47,419,906		17.6%		▲ 1,468,823		-

						営業費用計 エイギョウ ヒヨウ ケイ		▲ 297,022,773		112.5%		▲ 301,888,372		112.1%		▲ 4,865,599		-

						営業利益 エイギョウ リエキ		33,063,484		-12.5%		32,757,868		-12.1%		▲ 305,616		△ 0.9%

				四半期連結損益
計算書計上額 シハンキ レンケツ ソンエキ ケイサンショ ケイジョウ ガク		外部顧客への売上高 ガイブ コキャク ウリアゲ ダカ		51,764,453,261		100.0%		52,430,846,733		100.0%		666,393,472		＋1.2%

						セグ間内部売上又は振替高 カン ナイブ ウリアゲ マタ フリカエ ダカ		0		0.0%		0		0.0%		0		-

						売上高合計 ウリアゲ ダカ ゴウケイ		51,764,453,261		100.0%		52,430,846,733		100.0%		666,393,472		＋1.2%

						売上原価 ウリアゲ ゲンカ		26,271,983,203		50.7%		26,512,941,089		50.5%		240,957,886		-0.2pt

						売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		25,492,470,058		49.2%		25,917,905,644		49.4%		425,435,586		＋1.6%

						販管費 ハンカンヒ		23,128,494,081		44.6%		23,425,576,413		44.6%		297,082,332		＋1.2%

						営業費用計 エイギョウ ヒヨウ ケイ		49,400,477,284		95.4%		49,938,517,502		95.2%		538,040,218		＋1.0%

						営業利益 エイギョウ リエキ		2,363,975,977		4.5%		2,492,329,231		4.7%		128,353,254		＋5.4%



																（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

								前連結会計年度
（2018.4～2019.3） ゼン レンケツ カイケイ ネンド				当連結会計年度
（2019.4～2020.3） トウ レンケツ カイケイ ネンド				前年同期との比較 ゼンネン ドウ ヒカク



								実　績 ジツ イサオ		売上構成比 ウリアゲ コウセイヒ		実　績 ジツ イサオ		売上構成比 ウリアゲ コウセイヒ		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ						予算 ヨサン		達成率 タッセイリツ

				メディカルサービス
事業 ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		29,744		100.0%		31,235		100.0%		1,490		＋5.0%						30,350		102.9%

						セグメント利益 リエキ		2,457		8.2%		2,326		7.4%		▲ 131		△ 5.3%						2,360		98.6%

				インテリア健康
事業 ケンコウ ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		21,043		100.0%		20,842		100.0%		▲ 201		▲ 0.9%						19,350		107.7%

						セグメント利益 リエキ		▲ 66		-0.3%		128		0.6%		194		-						400		32.0%

				その他 タ		売上高 ウリアゲ ダカ		976		100.0%		353		100.0%		▲ 623		▲ 63.8%						3,300		10.7%

						セグメント利益 リエキ		▲ 60		-6.1%		4		1.1%		65		-						10		40.0%

				計 ケイ		売上高 ウリアゲ ダカ		51,764		100.0%		52,430		100.0%		666		＋1.2%						53,000		98.9%

						セグメント利益 リエキ		2,330		4.5%		2,459		4.6%		128		＋5.5%						2,770		88.8%

				調整額 チョウセイ ガク		売上高 ウリアゲ ダカ		-		-		-		-		-		-						-		ERROR:#VALUE!

						セグメント利益 リエキ		33		-		32		-		0		▲ 0.9%						30		106.7%

				合計 ゴウケイ		売上高 ウリアゲ ダカ		51,764		100.0%		52,430		100.0%		666		＋1.2%						53,000		98.9%

						セグメント利益 リエキ		2,363		4.5%		2,492		4.7%		128		＋5.4%						2,800		89.0%







バランスシート（前期末対比）

										（単位：円） タンイ エン

						前連結会計年度 ゼン レンケツ カイケイ ネンド		当連結会計期間 トウ レンケツ カイケイ キカン		前期末との比較 マエ ヒカク						増減要因 ゾウゲン ヨウイン

						（2019年3月31日） ネン ガツ ニチ		（2020年3月31日） ネン ガツ ニチ		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ

				流動資産 リュウドウ シサン		34,946,286,683		31,836,342,467		△ 3,109,944,216		△ 8.80%

				固定資産 コテイ シサン		28,235,255,722		27,913,457,715		△ 321,798,007		△ 1.10%

				繰延資産 クリノベ シサン		74,595,242		48,629,399		△ 25,965,843		△ 34.80%

				資産合計 シサン ゴウケイ		63,256,137,647		59,798,429,581		△ 3,457,708,066		△ 5.40%

				流動負債 リュウドウ フサイ		16,915,926,358		14,365,722,528		△ 2,550,203,830		△ 15.00%

				固定負債 コテイ フサイ		8,132,747,721		7,951,691,155		△ 181,056,566		△ 2.20%

				負債合計 フサイ ゴウケイ		25,048,674,079		22,317,413,683		△ 2,731,260,396		△ 10.90%

				株主資本 カブヌシ シホン		35,262,322,844		35,168,566,941		△ 93,755,903		△ 0.20%

				その他の包括利益累計額 タ ホウカツ リエキ ルイケイガク		2,945,140,724		2,312,448,957		△ 632,691,767		△ 21.40%

				純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		38,207,463,568		37,481,015,898		△ 726,447,670		△ 1.90%

				負債純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		63,256,137,647		59,798,429,581		△ 3,457,708,066		△ 5.40%



				自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		60.4%		62.6%		-		2.2pt





										（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

						前連結会計年度		当連結会計年度 トウ レンケツ カイケイ ネンド		前期末との比較						増減要因 ゾウゲン ヨウイン

						（2019年3月31日）		（2020年3月31日）		増減額 ゾウゲン ガク

				流動資産 リュウドウ シサン		34,946		31,836		▲ 3,109

				固定資産 コテイ シサン		28,235		27,913		▲ 321

				繰延資産 クリノベ シサン		74		48		▲ 25

				資産合計 シサン ゴウケイ		63,256		59,798		▲ 3,457

				流動負債 リュウドウ フサイ		16,915		14,365		▲ 2,550

				固定負債 コテイ フサイ		8,132		7,951		▲ 181

				負債合計 フサイ ゴウケイ		25,048		22,317		▲ 2,731

				株主資本 カブヌシ シホン		35,262		35,168		▲ 93

				その他の包括利益累計額 タ ホウカツ リエキ ルイケイガク		2,945		2,312		▲ 632

				純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		38,207		37,481		▲ 726

				負債純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		63,256		59,798		▲ 3,457



				自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		60.4%		62.6%		-







配当

						１株当たり配当金 カブ ア ハイトウキン						配当金総額
(年間） ハイトウキン ソウガク ネンカン		配当性向
（連結） ハイトウ セイコウ レンケツ		純資産配当率
(連結） ジュンシサン ハイトウ リツ レンケツ

						第２四半期 ダイ シ ハンキ		期末 キマツ		年間 ネンカン

						円銭 エン セン		円銭 エン セン		円銭 エン セン		百万円 ヒャクマンエン		％		％

				2017年3月期 ネン ガツ キ		12.50		12.50		25.00		1,012		52.5		2.7

				2018年3月期 ネン ガツキ		12.50		12.50		25.00		1,006		55.6		2.5

				2019年3月期 ネン ガツキ		12.50		15.50		28.00		1,099		42.4		2.8

				2020年3月期 ネン ガツキ		14.00		14.00		28.00		1,085		71.6		2.8

				2021年3月期（予想） ネン ガツキ ヨソウ		14.00		14.00		28.00				-





通期連結業績予想（前期実績との比較）

								当期実績 トウキ ジッセキ				通期計画（社内） ツウキ ケイカク シャナイ				業績予想（外部公表値） ギョウセキ ヨソウ ガイブ コウヒョウ チ				調整額 チョウセイ ガク		調整率 チョウセイ リツ

				売　　上　　高 バイ ウエ ダカ				52,430,846,733		100.0%		53,640,930,000		100.0%		53,000,000,000				(640,930,000)		-1.19%

				売　上　原　価 バイ ウエ ハラ アタイ				26,512,941,089		50.5%		26,657,191,000		49.6%

				売　上　総　利　益 バイ ウエ ソウ リ エキ				25,917,905,644		49.4%		26,983,739,000		50.3%

				販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ				23,425,576,413		44.6%		23,842,916,000		44.4%

				営　業　利　益 エイ ギョウ リ エキ				2,492,329,231		4.7%		3,140,823,000		5.8%		2,800,000,000				(340,823,000)		-10.85%

				営業外収益 エイ ギョウ ソト オサム エキ				178,659,820		0.3%		149,978,000		0.2%

				営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ				234,983,263		0.4%		166,336,000		0.3%

				経　常　利　益 ヘ ツネ リ エキ				2,436,005,788		4.6%		3,124,465,000		5.8%		2,800,000,000				(324,465,000)		-10.38%

				特別利益 トクベツ リエキ				133,849,980		0.2%		0		0.0%

				特別損失 トクベツ ソンシツ				208,057,816		0.3%		0		0.0%

				税金等調整前当期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ				2,361,797,952		4.5%		3,123,320,000		5.8%

				法人税等 ホウジンゼイ トウ				841,545,305		1.6%		1,116,501,000		2.0%

				親会社株式に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブシキ キゾク トウキ ジュンリエキ				1,520,252,647		2.8%		2,006,819,000		3.7%		1,800,000,000				(206,819,000)		-10.31%

				１株当たり当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				66.02				48.48				45.82

				期末発行済株式数（自己株式を含む） キマツ ハッコウ スミ カブシキ スウ ジコ カブシキ フク				41,397,500

				期末自己株式数 キマツ ジコ カブシキ スウ				2,115,636

				期中平均株式数 キチュウ ヘイキン カブシキスウ				39,374,818

				１株当たり当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				66.02

																（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

								前期実績 ゼンキ ジッセキ				当期通期計画 トウキ ツウキ ケイカク				前期実績との比較 ゼンキ ジッセキ ヒカク

								（2018.4～2019.3）				（2019.4～2020.3）

								実績 ジッセキ		売上構成比 ウリアゲ コウセイヒ		計画 ケイカク		売上構成比 ウリアゲ コウセイヒ		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ

				売　　上　　高 バイ ウエ ダカ				52,430		100.0%		53,000		100.0%		570		＋1.0%

				営　業　利　益 エイ ギョウ リ エキ				2,492		4.7%		2,800		5.2%		308		＋12.3%

				経　常　利　益 ヘ ツネ リ エキ				2,436		4.6%		2,800		5.2%		364		＋14.9%

				親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウ キ ジュンリエキ				1,520		2.8%		1,800		3.3%		280		＋18.4%

				１株当たり当期純利益（単位：円） カブ ア トウ キ ジュンリエキ タンイ エン				66.02		-		45.82		-		-		-



				セグメント間の変更（その他事業の一部をインテリア健康事業に移管）に伴い、2019年3月期実績データも、前年遡及したものとなっている。 カン ヘンコウ タ ジギョウ イチブ ケンコウ ジギョウ イカン トモナ ネン ガツキ ジッセキ ゼンネン ソキュウ

																（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

								前期実績				当期通期計画※ トウキ ツウキ ケイカク				前期実績との比較

								（2018.4～2019.3）				（2019.4～2020.3）

								実績 ジッセキ		売上構成比 ウリアゲ コウセイヒ		計画 ケイカク		売上構成比 ウリアゲ コウセイヒ		増減額 ゾウゲン ガク		増減率 ゾウゲン リツ

				メディカルサービス
事業 ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		29,744		100.0%		31,941		100.0%		2,197		＋7.3%		59.5%

						セグメント利益 リエキ		2,457		8.2%		2,613		8.1%		156		＋5.6%		83.2%

				インテリア健康
事業 ケンコウ ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		21,071		100.0%		21,254		100.0%		183		＋0.8%		39.6%

						セグメント利益 リエキ		▲ 71		▲ 0.3%		493		2.3%		564		＋27.4%		15.7%

				その他 タ		売上高 ウリアゲ ダカ		948		100.0%		444		100.0%		▲ 504		▲ 3.5%		0.8%

						セグメント利益 リエキ		▲ 55		▲ 5.8%		0		0.0%		55		-		0.0%

				計 ケイ		売上高 ウリアゲ ダカ		51,764		100.0%		53,640		100.0%		1,876		＋3.6%		100.0%

						セグメント利益 リエキ		2,330		4.5%		3,107		5.7%		777		＋33.3%		98.9%

				調整額 チョウセイ ガク		売上高 ウリアゲ ダカ		0		-		0		-		-		-

						セグメント利益 リエキ		33		-		33		-		0		＋0.0%		1.1%

				合計 ゴウケイ		売上高 ウリアゲ ダカ		51,764		100.0%		53,640		100.0%		1,876		＋3.6%

						セグメント利益 リエキ		2,363		4.5%		3,140		5.8%		777		＋32.8%		100.0%







年間計画

		第17期通期　ＦＨＤセグメント別損益予算 ダイ キ ツウキ ベツ ソンエキ ヨサン



				【通期計画】 ツウキ ケイカク														(金額単位：千円) キンガク タンイ センエン

								メディカルサービス		インテリア健康		その他 タ		小計 ショウ ケイ		消去又は全社 ショウキョ マタ ゼンシャ		合計 ゴウケイ

				売上高 ウリアゲ ダカ		対外部顧客 タイ ガイブ コキャク		31,941,798		21,254,352		444,420		53,640,570		360		53,640,930

						セグメント間 カン		8,202		246,938		5,580		260,720		(260,720)		0

						計 ケイ		31,950,000		21,501,290		450,000		53,901,290		(260,360)		53,640,930

				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		13,913,919		12,559,368		434,894		26,908,181		(250,990)		26,657,191

						販売費・一般管理費 ハンバイ ヒ イッパン カンリ ヒ		15,422,350		8,448,185		15,106		23,885,641		(42,725)		23,842,916

						計 ケイ		29,336,269		21,007,553		450,000		50,793,822		(293,715)		50,500,107

				営業利益 エイギョウ リエキ				2,613,731		493,737		0		3,107,468		33,355		3,140,823

								メディカルサービス		インテリア健康		その他（FB） タ		その他（販売） タ ハンバイ		小計 ショウ ケイ		全社 ゼンシャ		合計 ゴウケイ

				売上高 ウリアゲ ダカ		対外部顧客 タイ ガイブ コキャク		31,941,798		21,254,352		444,420		0		53,640,570		360		53,640,930

						セグメント間 カン		8,202		246,938		5,580		0		260,720		(260,720)		0

						計 ケイ		31,950,000		21,501,290		450,000		0		53,901,290		(260,360)		53,640,930

				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		13,913,919		12,559,368		434,894		0		26,908,181		(250,990)		26,657,191

						販売費・一般管理費 ハンバイ ヒ イッパン カンリ ヒ		15,422,350		8,448,185		15,106		0		23,885,641		(42,725)		23,842,916

						計 ケイ		29,336,269		21,007,553		450,000		0		50,793,822		(293,715)		50,500,107

				営業利益 エイギョウ リエキ				2,613,731		493,737		0		0		3,107,468		33,355		3,140,823





前年実績

		第16期通期　ＦＨＤセグメント別損益実績 (前年遡及VER) ダイ キ ツウキ ベツ ソンエキ ジッセキ ゼンネン ソキュウ



				【通期計画】 ツウキ ケイカク														(金額単位：円) キンガク タンイ エン

								メディカルサービス		インテリア健康		その他 タ		小計 ショウ ケイ		消去又は全社 ショウキョ マタ ゼンシャ		合計 ゴウケイ

				売上高 ウリアゲ ダカ		対外部顧客 タイ ガイブ コキャク		29,744,424,177		21,071,533,152		948,495,932		51,764,453,261		0		51,764,453,261

						セグメント間 カン		6,525,853		223,825,065		31,172,371		261,523,289		(261,523,289)		0

						計 ケイ		29,750,950,030		21,295,358,217		979,668,303		52,025,976,550		(261,523,289)		51,764,453,261

				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		12,872,156,091		12,848,299,771		802,599,031		26,523,054,893		(251,071,690)		26,271,983,203

						販売費・一般管理費 ハンバイ ヒ イッパン カンリ ヒ		14,421,264,684		8,518,100,702		232,643,778		23,172,009,164		(43,515,083)		23,128,494,081

						計 ケイ		27,293,420,775		21,366,400,473		1,035,242,809		49,695,064,057		(294,586,773)		49,400,477,284

				営業利益 エイギョウ リエキ				2,457,529,255		(71,042,256)		(55,574,506)		2,330,912,493		33,063,484		2,363,975,977

								メディカルサービス		インテリア健康		その他（FB） タ		その他（販売） タ ハンバイ		小計 ショウ ケイ		全社 ゼンシャ		合計 ゴウケイ

				売上高 ウリアゲ ダカ		対外部顧客 タイ ガイブ コキャク		29,744,424,177		21,071,533,152		548,906,147		399,589,785		51,764,453,261		0		51,764,453,261

						セグメント間 カン		6,525,853		223,825,065		3,291,913		27,880,458		261,523,289		(261,523,289)		0

						計 ケイ		29,750,950,030		21,295,358,217		552,198,060		427,470,243		52,025,976,550		(261,523,289)		51,764,453,261

				営業費用 エイギョウ ヒヨウ		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		12,872,156,091		12,848,299,771		548,690,945		253,908,086		26,523,054,893		(251,071,690)		26,271,983,203

						販売費・一般管理費 ハンバイ ヒ イッパン カンリ ヒ		14,421,264,684		8,518,100,702		0		232,643,778		23,172,009,164		(43,515,083)		23,128,494,081

						計 ケイ		27,293,420,775		21,366,400,473		548,690,945		486,551,864		49,695,064,057		(294,586,773)		49,400,477,284

				営業利益 エイギョウ リエキ				2,457,529,255		(71,042,256)		3,507,115		(59,081,621)		2,330,912,493		33,063,484		2,363,975,977
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  営業活動に 
よるＣＦ 

投資活動に 
よるＣＦ 

財務活動に 
よるＣＦ 

現金及び 
現金同等物 
期首残高 

現金及び 
現金同等物 

増減額 

現金及び 
現金同等物 
期末残高 

2019年３月期 9,786 ▲7,147 ▲1,905 13,254 733 13,988 

2020年３月期 1,164 ▲3,826 ▲688 13,988 ▲3,351 10,636 

前期比 ▲8,622 ＋3,320 ＋1,216 ＋733 ▲4,084 ▲3,351 

   

 
連結キャッシュ・フローの状況   
現金及び現金同等物残高は10,636百万円。前期末比▲3,351百万円。 

   

 

①営業活動によるキャッシュ・フロー （1,164百万円の収入）   

   

 

②投資活動によるキャッシュ・フロー （3,826百万円の支出）  
（収入）定期預金の払い戻しによる収入2,000百万円   
（支出）有価証券の取得600百万円、有形固定資産の取得5,249百万円、無形固定資産の取得370百万円、など   

（収入）税金等調整前当期純利益2,361百万円、減価償却費4,518百万円、売上債権の回収441百万円、など 
（支出）たな卸資産の増加589百万円、仕入債務の減少213百万円、法人税等の支払額4,321百万円、など 

（百万円） 

   

 

③財務活動によるキャッシュ・フロー （688百万円の支出）   
（収入）短期借入れ650百万円、セール・アンド・リースバックによる収入3,317百万円、など   
（支出）社債の償還600百万円、自己株式の取得495百万円、ファイナンス・リース債務返済2,408百万円、 
    配当金の支払額1,150百万円、など   

11 

８．キャッシュ・フローの状況 
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2021年３月期 
業績見通し：未定 

【理 由】 
 新型コロナウイルス感染拡大による影響を現時点において 
 合理的に算定することが困難であるため 
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52.5% 55.6% 42.4% 
71.6% 

0.0%

100.0%

12.5 12.5 12.5 14.0 

12.5 

2017年３月期 2018年３月期 2019年３月期 2020年３月期 2021年３月期 
(予想 ） 

記念配 期末 中間 
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合計 

期末 

中間 

28.0 
（予想） 

12.5 12.5 14.0 
14.0 
（予想） 

連結配当性向 

１株あたり配当金（円） 

●１株あたり配当金と連結配当性向の推移 
９．配当について 

14.0 
（予想） 

2020年3月期は年間配当28円を予定 
2021年3月期は年間配当28円の予想 

2021年３月期 
業績見通し未定 

3.0 FB創立70周年 
記念配当 
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今後の主な取り組みについて 

     ２．インテリア健康事業 

     １．メディカルサービス事業 
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◆営業拠点の拡大 
 ・シルバービジネスの更なる強化（得意分野への経営資源の集中） 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
◆Ｍ＆Ａの推進 
 ・後継者問題を抱える福祉用具貸与事業者などがＭ＆Ａの主なターゲット 
  （2019年度の実績は２社） 
 

１．メディカルサービス事業 

①福祉用具貸与事業のシェア拡大 

88営業所 
（2020年3月末現在） 

96営業所 
（2021年3月末計画） 

84営業所 
（2019年3月末現在） 

新型コロナウイルスの収束時期が見通せない中でも需要は堅調に推移 

2019年度開設営業所 
・メディカルさいたま中央営業所（埼玉県さいたま市見沼区） 
・メディカル清水営業所    （静岡県静岡市清水区） 
・メディカル大阪東営業所   （大阪府大阪市中央区） 
・メディカル市川営業所    （千葉県市川市） 
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離床支援  
マルチポジションベッド 

16 

１．メディカルサービス事業 

②「省力化」･「労力軽減」に資する商品開発と拡販 
「介護人材の不足」や「老老介護の増加」など介護業界の課題に対応 

【販売・レンタル開始時期】 
   2020 年１月～   東海地区限定 
   2020 年５月下旬～   順次全国展開 

◆寝姿勢から 
 立ち上がり姿勢まで 
 4つのポジションに変形 
 
◆ご利用者の自立を支援し 
 介護者の負担を軽減 

超低床フロアーベッド 

【販売・レンタル開始時期】 
          2013年５月～ 
見守りケアシステム M２ 

【販売開始時期】2017年５月～ 

【販売・レンタル開始時期】 
          2017年５月～ 

自動寝返り支援ベッド 
FBN－640 
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◆自動寝返り支援ベッドが人材確保等支援助成金の対象に認定 
   
 
 
 
 
 
 
◆リハビリ向け歩行神経筋電気刺激装置NESS L300™が 
 診療報酬加算の対象機器に認定 
   
 
 
 

１．メディカルサービス事業 

自動寝返り支援ベッド 
FB-640 

フットドロップ・システム 
NESS L300™ 

③助成金等の対象機器認定による販促強化 
2020年４月から助成金や診療報酬加算の対象となったことで今後の普及が加速 

【販売開始時期】2017年 ５月～ 
【レンタル開始時期】2017年12月～ 

【販売・レンタル開始時期】     
        2011年8月～ 
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家具販売店が減少していく中で自社製品をアピールする場を拡大 
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◆自社グループショールームを増設し、 
 取引先と協業した第２の売り場として活用 

２．インテリア健康事業 

北海道 
3拠点 新潟 

1拠点 

金沢 
1拠点 

大阪・兵庫
5拠点 

岡山・広島 
２拠点 

福岡・佐賀 
4拠点 

仙台 
1拠点 

千葉 
1拠点 

東京 
3拠点+1拠点 

静岡（掛川増床） 
2拠点 

名古屋・三重（増床） 
3拠点 

当社グループショールーム拠点マップ 

＜自社ショールーム＞ 

   29拠点（2020.3実績）⇒31拠点（2021.3計画） 

熊本 
1拠点 

横浜 
1拠点 

長野 
1拠点 

2020.6月予定 

2020.6月予定 

：2020年度開設予定 

高松 
1拠点 

①収益性が高い中高級品の販売促進 
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２．インテリア健康事業 
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モダン仏壇「メモリーナ」 
（2019年2月発売開始） 

フォールドエアー™ 
（3つ折り対応マットレス） 

高密度連続スプリング® 
 ポルテ R-zero 

（ロール梱包マットレス） 

スノーレスピロー 
（いびき対策 横向き寝専用枕） 

②インターネット販売に適した宅配可能商品の拡充 
消費者の購買行動の変化に対応 

コンパクトワン 
（分割式ベッドフレーム） 

【販売開始時期】2019年３月～ 

【販売開始時期】2020年１月～ 

【販売開始時期】2018年８月～ 

【販売開始時期】2019年9月～ 
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参 考 資 料 
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売
上
高
（
百
万
円
） 

営
業
利
益
（
百
万
円
） 

・計画1期目：インテリア健康事業の不振により、売上・利益とも計画未達 

・計画2期目：インテリア健康事業は価格改定などにより収益改善するも、 
        メディカルサービス事業は費用が増加し売上・利益とも未達 
・計画3期目：中期経営計画最終年度は新型コロナウイルス感染症の影響により未定 

参考資料（中期経営計画進捗状況） 
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70,000

2018年３月期 中期計画１期目 
（2019年３月期） 

中期計画２期目 
（2020年３月期） 

中期計画３期目 
（2021年３月期） 

売上高（中計） 売上高（実績） 
営業利益（中計） 営業利益（実績） 
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売上高（百万円） 営業利益（百万円） 

メディカルサービス事業 インテリア健康事業※ 
収益性の改善 シルバービジネスの更なる強化 

※インテリア健康事業は、2020年３月期より従来「その他」に含めていたフランスベッド販売㈱、及び㈱エフビー友の会を「インテリア健康」に含めて表示する方法に変更して 
  おります。（2019年３月期実績は前年遡及、2019年３月期の中計１期目以外は変更後のセグメント数値） 

参考資料（中期経営計画進捗状況） 
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営業利益（中計） 営業利益（実績） 
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（中計３期目） 

売上高（中計） 売上高（実績） 

営業利益（中計） 営業利益（実績） 

営業利益（百万円） 売上高（百万円） 
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追記 

  （問合せ先） 
   経営企画室 Email: ir@francebed-hd.co.jp  
    
 （将来見通しに関する注意事項） 
   本プレゼンテーションの中には、弊社の予想、確信、期待、意向および戦略など、将来の予測に

関する内容が含まれています。これらは、弊社が現在入手可能な情報による判断および仮定に基づ
いており、判断や仮定に内在する不確定性および今後の事業運営や内外の状況変化による変動可能
性など様々な要因によって、実際に生じる結果が予測内容とは実質的に異なってしまう可能性があ
ります。弊社は、将来予測に関するいかなる内容についても、改訂する義務を負うものではありま
せん。 

    
   上記の不確実性および変動の要因としては、以下に挙げる内容を含んでいます。 
   また、要因はこれらに限定されるわけではありません。 

 
– 主要市場における経済情勢および需要・市況の変動  
– 主要市場における政治情勢や貿易規制等各種規制 
– 為替相場の変動 
– 競争企業の製品・サービス、価格政策、アライアンス、Ｍ＆Ａなどの事業展開 
– 弊社の提携関係に関する提携パートナーの戦略変化 
– 原価低減や設備投資を計画通り実施する弊社の能力  
– 新製品を開発し市場へ投入する弊社の能力 
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