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(百万円未満切捨て)

１．平成27年12月期第３四半期の業績（平成27年１月１日～平成27年９月30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３四半期 3,050 45.5 242 △4.3 212 △12.0 90 △17.4

26年12月期第３四半期 2,095 61.0 253 158.5 242 233.2 110 100.0
　

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３四半期 6.91 6.88

26年12月期第３四半期 8.54 8.46
　

(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３四半期 2,253 1,532 67.9

26年12月期 2,200 1,445 65.6

(参考) 自己資本 27年12月期第３四半期 1,530 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 － 0.00 －

27年12月期(予想) 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、対前期増減率)

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

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３Ｑ 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３Ｑ －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３Ｑ 13,175,000株 26年12月期３Ｑ 12,898,699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。
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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３四半期累計期間におけるわが国経済は、政府による経済政策や日銀の金融政策などを背景に、企業収益及

び雇用環境が改善に向かうなど概ね堅調に推移いたしました。一方、欧州や新興国経済の財政懸念問題等の状況は

依然として継続しており、先行き不透明な状況にあります。

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、2025年の超高齢化社会を展望し「入

院医療中心から地域生活へ」の改革が推し進められており、精神科医療分野における効率的医療提供体制の構築と

地域包括ケアシステムの構築が喫緊の課題となっております。

このような環境の中、当社におきましては、当第３四半期累計期間に事業所17拠点、営業所10拠点の新規開設及

び４営業所の事業所化を行い、全国24都道府県に92拠点（60事業所、32営業所及び出張所）を展開するに至ってお

ります。また、積極的な採用活動による継続的な看護師確保、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、人財育成を推進してまいりました。

以上の結果、当第３四半期累計期間における売上高は3,050,530千円（前年同期比45.5％増）、営業利益は

242,148千円（前年同期比4.3％減）、経常利益は212,964千円（前年同期比12.0％減）、四半期純利益は90,973千円

（前年同期比17.4％減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

(資産)

当第３四半期会計期間末における流動資産の残高は1,117,737千円(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14,288千円減少いたしました。その主な要因は、売掛金が144,430千円、流動資産のその他に含

まれる前払費用が15,215千円増加したものの、現金及び預金が185,585千円減少したことによるものであります。

当第３四半期会計期間末における固定資産の残高は1,136,105千円(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68,112千円増加いたしました。その主な要因は、建物（純額）が12,774千円、有形固定資産のそ

の他に含まれるリース資産が14,036千円、無形固定資産に含まれるソフトウエアが12,159千円減少したものの、無

形固定資産に含まれるソフトウエア仮勘定が37,800千円、投資その他の資産に含まれる投資有価証券が59,168千

円、投資その他の資産に含まれる敷金差入保証金が16,496千円増加したことによるものであります。
　

(負債)

当第３四半期会計期間末における流動負債の残高は439,330千円(前事業年度末残高454,381千円)となり、前事業

年度末に比べ15,050千円減少いたしました。その主な要因は、賞与引当金が36,984千円、流動負債のその他に含ま

れる預り金が33,826千円増加したものの、未払法人税等が105,934千円減少したことによるものであります。

当第３四半期会計期間末における固定負債の残高は282,382千円(前事業年度末残高300,072千円)となり、前事業

年度末に比べ17,690千円減少いたしました。その要因は、退職給付引当金が9,399千円増加したものの、長期借入

金が14,496千円、固定負債のその他に含まれるリース債務が12,593千円減少したことによるものであります。
　

(純資産)

当第３四半期会計期間末における純資産の残高は1,532,129千円(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86,565千円増加いたしました。その主な要因は、当第３四半期累計期間に四半期純利益を90,973千

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。

決算短信 （宝印刷）  2015年11月06日 09時49分 4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３四半期決算短信

－ 3 －

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３四半期会計期間
(平成27年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 379,549 193,964

売掛金 682,550 826,980

貯蔵品 965 1,842

その他 69,324 95,720

貸倒引当金 △365 △771

流動資産合計 1,132,025 1,117,737

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 411,080 398,305

土地 370,520 370,520

その他（純額） 79,244 58,276

有形固定資産合計 860,844 827,102

無形固定資産 68,290 93,509

投資その他の資産 138,857 215,492

固定資産合計 1,067,992 1,136,105

資産合計 2,200,017 2,253,842

負債の部

流動負債

1年内返済予定の長期借入金 15,864 16,704

未払金 205,010 212,058

未払法人税等 159,542 53,608

賞与引当金 6,961 43,945

その他 67,002 113,015

流動負債合計 454,381 439,330

固定負債

長期借入金 256,616 242,120

退職給付引当金 14,439 23,838

その他 29,016 16,423

固定負債合計 300,072 282,382

負債合計 754,453 721,712

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 14,484 105,458

株主資本合計 1,443,484 1,534,458

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 － △4,408

評価・換算差額等合計 － △4,408

新株予約権 2,079 2,079

純資産合計 1,445,563 1,532,129

負債純資産合計 2,200,017 2,253,842
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（２）四半期損益計算書

第３四半期累計期間

(単位：千円)
前第３四半期累計期間
(自 平成26年１月１日
　至 平成26年９月30日)

当第３四半期累計期間
(自 平成27年１月１日
　至 平成27年９月30日)

売上高 2,095,933 3,050,530

売上原価 1,404,375 2,128,341

売上総利益 691,558 922,188

販売費及び一般管理費 438,458 680,040

営業利益 253,099 242,148

営業外収益

受取利息 358 494

受取保険金 579 －

投資有価証券売却益 － 2,476

その他 297 169

営業外収益合計 1,235 3,140

営業外費用

支払利息 5,478 3,820

株式交付費 6,776 －

株式公開費用 － 28,503

営業外費用合計 12,255 32,324

経常利益 242,079 212,964

特別損失

固定資産除却損 3,363 －

特別損失合計 3,363 －

税引前四半期純利益 238,715 212,964

法人税、住民税及び事業税 89,768 130,944

法人税等調整額 38,763 △8,953

法人税等合計 128,531 121,990

四半期純利益 110,184 90,973
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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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