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(百万円未満切捨て)

１．2019年12月期第１四半期の業績（2019年１月１日～2019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 ％

2019年12月期第１四半期 2,448 10.9 47 △43.0 46 △32.3 △3 －

2018年12月期第１四半期 2,207 22.5 82 8.6 68 △10.2 15 △30.1
　

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

2019年12月期第１四半期 △0.30 －

2018年12月期第１四半期 1.23 1.23

　

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2019年12月期第１四半期 3,320 1,968 59.3

2018年12月期 3,258 2,136 65.6

(参考)自己資本 2019年12月期第１四半期 1,967 百万円 2018年12月期 2,136百万円

　

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

2018年12月期 － 0.00 － 5.00 5.00

2019年12月期 －

2019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

　

３．2019年12月期の業績予想（2019年１月１日～2019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) 4,996 10.2 99 △54.1 98 △52.0 8 △84.4 0.62

通期 10,500 11.8 430 △17.9 430 △16.3 180 △24.4 13.86

(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) 2019年12月期１Ｑ 13,210,000株 2018年12月期 13,210,000株

② 期末自己株式数 2019年12月期１Ｑ 323,828株 2018年12月期 217,928株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2019年12月期１Ｑ 12,936,752株 2018年12月期１Ｑ 12,996,519株

　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

　

※ 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３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１四半期累計期間における我が国の経済は、緩やかな回復基調が継続しているものの、各種経済指標に減速感

がみられるほか、米国と中国の通商問題や欧州の政局不安など、景気の先行きについては不透明な状況が継続してお

ります。

我が国の精神疾患に係る医療環境については、厚生労働省の公表資料によれば、退院患者の平均在院日数が「精神

及び行動の障害」の分類では減少傾向にあるなど、「入院医療中心から地域生活中心」へのシフトが明らかになって

おります。これに伴って、今後も質の高い在宅医療・訪問看護の確保の重要性が高まっていくものと考えておりま

す。一方で他の業界と同じく医療業界においても人手不足が顕著になっており、人員の確保が重要な課題となってお

ります。

このような状況のもと、当社は中期経営計画「NEXT FIELD 2025」に基づき、当事業年度の目標である「企業体質改

善とインフラ整備による安定的成長」を達成するため、重点施策である人材定着化と採用コスト削減に取り組みまし

た。人材定着化については、福利厚生の拡充などの取り組みを行った結果、離職率の改善が見られております。また、

採用コスト削減については、人材紹介会社への手数料の適正化を図っております。その他にも、引き続き訪問看護事

業の拠点開設を進める（新たに事業所を２ヶ所、営業所を１ヶ所開設し、１営業所の事業所化を実施）とともに、看

護の質の向上のための人材育成に注力してまいりました。

以上により、当第１四半期累計期間における売上高は2,448,523千円となり、前年同四半期に比べて240,803千円、

10.9％の増収となりました。一方、利益面では拠点数の増加に伴う家賃負担や人員増等による人件費負担が増加した

ことなどから営業利益は47,067千円となり、前年同四半期に比べて35,532千円、43.0％の減益となりました。また、

経常利益については46,574千円となり、前年同四半期に比べて22,219千円、32.3％の減益となりました。最終損益に

つきましては3,817千円の四半期純損失（前年同四半期は15,998千円の四半期純利益）となりました。

事業部門別の売上の状況は次の通りです。

（居宅事業部門）

当第１四半期累計期間における居宅事業部門の売上高は2,448,523千円となり、前年同四半期に比べて240,803千

円、10.9％の増収となりました。

訪問看護売上は、事業所及び営業所（以下、「事業所等」という）の新規開設並びに前事業年度中に開設した事

業所等の稼働向上等により2,296,240千円となり、前年同四半期に比べて208,883千円、10.0％の増収となりまし

た。

賃貸（住宅支援）売上については、訪問看護との連携強化により引き合いが増加するなどし、新規契約件数が増

加したことから152,283千円となり、前年同四半期に比べて31,919千円、26.5％の増収となりました。

（２）財政状態に関する説明

資産、負債及び純資産の状況

（資産）

当第１四半期会計期間末の資産合計は3,320,238千円となり、前事業年度末から61,579千円増加しました。繰延税

金資産等の投資その他の資産が増加するなどしております。

（負債）

当第１四半期会計期間末における負債合計は1,352,047千円となり、前事業年度末から230,301千円増加しまし

た。賞与引当金が増加したほか、短期運転資金の借り入れにより短期借入金が増加するなどしております。

（純資産）

当第１四半期会計期間末における純資産は1,968,190千円となり、前事業年度末から168,721千円減少しました。

自己株式を取得したほか、前事業年度に係る剰余金の配当の実施などにより利益剰余金が減少するなどしておりま

す。
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（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

当第１四半期累計期間につきましては、四半期純損失を計上する結果となっておりますが、売上を始め業績は当初

の見込み通り推移しており、また看護師の人数についても計画と大きな乖離は生じておりません。このため、2019年

２月８日に「2018年12月期決算短信[日本基準](非連結)」で公表いたしました第２四半期累計期間及び通期の業績予

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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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2018年12月31日)

当第１四半期会計期間
(2019年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 828,026 902,062

売掛金 1,695,933 1,667,157

貯蔵品 2,815 2,776

その他 173,642 148,183

貸倒引当金 △1,300 △1,225

流動資産合計 2,699,118 2,718,954

固定資産

有形固定資産 109,229 117,474

無形固定資産 160,904 150,151

投資その他の資産 289,406 333,658

固定資産合計 559,540 601,283

資産合計 3,258,658 3,320,238

負債の部

流動負債

短期借入金 － 100,000

未払金 644,387 660,629

未払法人税等 122,226 102,308

賞与引当金 27,874 107,704

その他 217,936 252,148

流動負債合計 1,012,423 1,222,790

固定負債

退職給付引当金 104,208 124,581

その他 5,114 4,675

固定負債合計 109,322 129,257

負債合計 1,121,746 1,352,047

純資産の部

株主資本

資本金 731,950 731,950

資本剰余金 725,699 725,699

利益剰余金 887,551 818,774

自己株式 △208,553 △308,497

株主資本合計 2,136,648 1,967,926

新株予約権 264 264

純資産合計 2,136,912 1,968,190

負債純資産合計 3,258,658 3,320,238
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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 2018年１月１日
　至 2018年３月31日)

当第１四半期累計期間
(自 2019年１月１日
　至 2019年３月31日)

売上高 2,207,720 2,448,523

売上原価 1,741,036 2,047,651

売上総利益 466,683 400,872

販売費及び一般管理費 384,084 353,804

営業利益 82,599 47,067

営業外収益

受取利息 46 148

助成金収入 750 935

その他 1,633 204

営業外収益合計 2,430 1,288

営業外費用

支払利息 14 24

自己株式取得費用 － 1,203

雑損失 16,115 －

その他 106 553

営業外費用合計 16,236 1,781

経常利益 68,793 46,574

特別利益

新株予約権戻入益 6 －

特別利益合計 6 －

税引前四半期純利益 68,800 46,574

法人税、住民税及び事業税 76,315 85,956

法人税等調整額 △23,514 △35,564

法人税等合計 52,801 50,391

四半期純利益又は四半期純損失（△） 15,998 △3,817
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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。

（追加情報）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を当第１四半期会

計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。
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