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(百万円未満切捨て)
１．平成27年12月期第１四半期の業績（平成27年１月１日～平成27年３月31日）

（１）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 ％

　27年12月期第１四半期 901 51.1 28 △40.5 27 △41.7 1 △89.5

　26年12月期第１四半期 596 59.3 48 92.5 47 117.2 12 △16.4
　

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

27年12月期第１四半期 0.10 0.10

　26年12月期第１四半期 0.99 0.98
（注）１．当社は平成26年５月１日付けで普通株式１株につき普通株式５株の割合で株式分割を行っております。平成

26年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益を算定しております。

２．当社は平成26年10月24日付けで普通株式１株につき普通株式２株の割合で株式分割を行っております。平成

26年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益を算定しております。

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

　27年12月期第１四半期 2,111 1,446 68.4

　26年12月期 2,200 1,445 65.6
(参考)自己資本 27年12月期第１四半期 1,444 百万円 　26年12月期 1,443 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

26年12月期 － 0.00 － 0.00 0.00

27年12月期 －

27年12月期(予想) 0.00 － 5.00 5.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

　

３．平成27年12月期の業績予想（平成27年１月１日～平成27年12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) 1,992 54.9 100 △6.0 69 △32.9 11 △69.7 0.85

通期 4,473 47.9 611 32.9 578 30.4 310 34.1 23.55
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

　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

（３）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) 27年12月期１Ｑ 13,175,000株 　26年12月期 13,175,000株

② 期末自己株式数 27年12月期１Ｑ －株 　26年12月期 －株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年12月期１Ｑ 13,175,000株 26年12月期１Ｑ 12,828,333株

（注）１．当社は、平成26年５月１日付けで普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っておりますが、当該株式

分割が平成26年12月期の期首に行われたと仮定して、株式数を算定しております。

２．当社は、平成26年10月24日付けで普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っておりますが、当該株式

分割が平成26年12月期の期首に行われたと仮定して、株式数を算定しております。

※ 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財務諸表のレビュー手続の対象外でありますが、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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。なお、上記の予想に関する事項は、添付資料２ページ「１．当

四半期決算に関する定性的情報（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

決算短信 （宝印刷）  2015年05月02日 11時48分 2ページ （Tess 1.40 20131220_01）



株式会社Ｎ・フィールド(6077) 平成27年12月期 第１四半期決算短信

－ 1 －

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………2

（１）経営成績に関する説明 ………………………………………………………………………………2

（２）財政状態に関する説明 ………………………………………………………………………………2

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………………2

２．四半期財務諸表 …………………………………………………………………………………………3

（１）四半期貸借対照表 ……………………………………………………………………………………3

（２）四半期損益計算書 ……………………………………………………………………………………4

（３）四半期財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………5

（継続企業の前提に関する注記） ……………………………………………………………………5

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ……………………………………………5

（セグメント情報等） …………………………………………………………………………………5

（重要な後発事象） …………………………………………………………………………………5

決算短信 （宝印刷）  2015年05月02日 11時48分 3ページ （Tess 1.40 20131220_01）



株式会社Ｎ・フィールド(6077) 平成27年12月期 第１四半期決算短信

－ 2 －

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、企業業績の改善により景気は回復基調にあるものの、依然として

個人消費の回復は弱く、先行き不透明な状況が続いております。

　当社の主要事業である精神科訪問看護事業を取り巻く環境につきましては、精神障害者の医療の確保や退院促進

に関する改革が推し進められており、「脱施設化」に向け精神医療分野におけるグローバルスタンダードを意識し

た取り組みが、ますます必要な状況となっております。

このような環境の中、当社は拠点数拡大を図っており、当第１四半期累計期間において、事業所８拠点、営業所

（出張所含む）７拠点の新規開設を実施し、当第１四半期累計期間末の拠点数は47事業所、33営業所（出張所含む）

の計80拠点、20都道府県への進出を果たしました。また、引き続き積極的な採用活動による看護師確保、教育プロ

グラムの充実、マネジメント層への研修に注力してまいりました。

これらの結果、当第１四半期累計期間における売上高は901,368千円（前年同期比51.1％増）、営業利益は28,864

千円（前年同期比40.5％減）、経常利益は27,558千円（前年同期比41.7％減）、四半期純利益は1,338千円（前年同

期比89.5％減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

(資産)

当第１四半期会計期間末における流動資産の残高は1,040,054千円(前事業年度末残高1,132,025千円)となり、前

事業年度末に比べ91,970千円減少いたしました。その主な要因は、現金及び預金が105,665千円減少したことによ

るものであります。

当第１四半期会計期間末における固定資産の残高は1,071,615千円(前事業年度末残高1,067,992千円)となり、前

事業年度末に比べ3,623千円増加いたしました。その要因は、有形固定資産が10,619千円減少したものの、投資そ

の他の資産が7,409千円、無形固定資産が6,833千円増加したことによるものであります。
　

(負債)

当第１四半期会計期間末における流動負債の残高は371,364千円(前事業年度末残高454,381千円)となり、前事業

年度末に比べ83,016千円減少いたしました。その主な要因は、賞与引当金が21,828千円、流動負債のその他に含ま

れる預り金が13,978千円増加したものの、未払法人税等が130,611千円減少したことによるものであります。

当第１四半期会計期間末における固定負債の残高は293,404千円(前事業年度末残高300,072千円)となり、前事業

年度末に比べ6,668千円減少いたしました。その主な要因は、長期借入金が5,311千円減少したことによるものであ

ります。
　

(純資産)

当第１四半期会計期間末における純資産の残高は1,446,901千円(前事業年度末残高1,445,563千円)となり、前事

業年度末に比べ1,338千円増加いたしました。その要因は、当第１四半期累計期間に四半期純利益を1,338千円計上

したことによるものであります

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成27年２月３日の「平成26年12月期 決算短信[日本基準]（非連結）」で公表いたしました業績予想に変更はあ

りません。

なお、業績予想は現時点において入手可能な情報に基づき作成しており、実際の業績は今後様々な要因によって

予想数値と異なる場合があります。
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２．四半期財務諸表

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成26年12月31日)

当第１四半期会計期間
(平成27年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 379,549 273,883

売掛金 682,550 691,558

貯蔵品 965 1,657

その他 69,324 73,335

貸倒引当金 △365 △379

流動資産合計 1,132,025 1,040,054

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 411,080 406,993

土地 370,520 370,520

その他（純額） 79,244 72,711

有形固定資産合計 860,844 850,225

無形固定資産 68,290 75,124

投資その他の資産 138,857 146,266

固定資産合計 1,067,992 1,071,615

資産合計 2,200,017 2,111,670

負債の部

流動負債

1年内返済予定の長期借入金 15,864 15,898

未払金 205,010 211,554

未払法人税等 159,542 28,930

賞与引当金 6,961 28,789

その他 67,002 86,192

流動負債合計 454,381 371,364

固定負債

長期借入金 256,616 251,305

退職給付引当金 14,439 18,006

その他 29,016 24,092

固定負債合計 300,072 293,404

負債合計 754,453 664,769

純資産の部

株主資本

資本金 729,500 729,500

資本剰余金 699,500 699,500

利益剰余金 14,484 15,822

株主資本合計 1,443,484 1,444,822

新株予約権 2,079 2,079

純資産合計 1,445,563 1,446,901

負債純資産合計 2,200,017 2,111,670
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（２）四半期損益計算書

第１四半期累計期間

(単位：千円)
前第１四半期累計期間
(自 平成26年１月１日
　至 平成26年３月31日)

当第１四半期累計期間
(自 平成27年１月１日
　至 平成27年３月31日)

売上高 596,380 901,368

売上原価 400,717 636,657

売上総利益 195,663 264,711

販売費及び一般管理費 147,166 235,847

営業利益 48,497 28,864

営業外収益

受取利息 123 185

受取保険金 179 －

その他 59 5

営業外収益合計 362 191

営業外費用

支払利息 1,585 1,496

営業外費用合計 1,585 1,496

経常利益 47,274 27,558

特別損失

固定資産除却損 3,276 －

特別損失合計 3,276 －

税引前四半期純利益 43,997 27,558

法人税、住民税及び事業税 14,306 26,176

法人税等調整額 16,988 44

法人税等合計 31,295 26,220

四半期純利益 12,702 1,338
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（３）四半期財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　 該当事項はありません。

（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。

（セグメント情報等）

当社は、居宅事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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