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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第12期

第１四半期
累計期間

第13期
第１四半期
累計期間

第12期

会計期間
自 平成26年１月１日
至 平成26年３月31日

自 平成27年１月１日
至 平成27年３月31日

自 平成26年１月１日
至 平成26年12月31日

売上高 (千円) 596,380 901,368 3,023,800

経常利益 (千円) 47,274 27,558 443,855

四半期(当期)純利益 (千円) 12,702 1,338 231,326

持分法を適用した場合の
投資利益

(千円) － － －

資本金 (千円) 541,235 729,500 729,500

発行済株式総数 (株) 1,284,500 13,175,000 13,175,000

純資産額 (千円) 850,508 1,446,901 1,445,563

総資産額 (千円) 1,379,301 2,111,670 2,200,017

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 0.99 0.10 17.86

潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益金額

(円) 0.98 0.10 17.68

１株当たり配当額 (円) － － －

自己資本比率 (％) 61.5 68.4 65.6
 

(注) １. 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

２. 売上高には、消費税等は含まれておりません。

３. 持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。

４．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。第

12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（当期）純利益金額及び潜在株式調整後

１株当たり四半期（当期）純利益金額を算定しております。

５．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。第

12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（当期）純利益金額及び潜在株式調整後

１株当たり四半期（当期）純利益金額を算定しております。

 

 

２ 【事業の内容】

当第１四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

　

(1) 業績の状況

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) 財政状態の分析

(流動資産)

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。

　

(固定資産)

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。

　

(流動負債)

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。

　

(固定負債)

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す。
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(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更及び新たに生じた課題はありませ

ん。

　

(4) 研究開発活動

当第１四半期累計期間において、研究開発活動について特記すべき事項はありません。

　

(5) 主要な設備

当第１四半期累計期間において、主要な設備について特記すべき事項はありません。

　

(6) 販売実績

当第１四半期累計期間における販売実績を部門ごとに示すと、次のとおりであります。

 

事業部門の名称 販売高(千円)

居宅事業部門 901,368

合      計 901,368
 

(注) １．当社は単一セグメントであるため、事業部門別の実績を記載しております。

２．当第１四半期累計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は

次のとおりであります。
 

相手先 販売高(千円) 割合(％)

社会保険診療報酬支払基金  大阪支部 150,592 16.7

社会保険診療報酬支払基金　東京支部 107,034 11.9

大阪府国民健康保険団体連合会 90,675 10.1
 

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】
　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 33,500,000

計 33,500,000
 

　
② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成27年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成27年５月15日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 13,175,000 13,175,000
東京証券取引所
（市場第一部）

完全議決権株式であり、
権利内容に何ら限定のな
い当社における標準とな
る株式であり、単元株式
数は100株であります。

計 13,175,000 13,175,000 ― ―
 

(注) １. 提出日現在発行数には、平成27年５月１日から四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行され

た株式数は含まれておりません。

２. 平成27年４月17日をもって、当社株式は東京証券取引所マザーズから同取引所市場第一部へ市場変更してお

ります。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 
(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成27年３月31日 ― 13,175,000 ― 729,500 ― 699,500
 

 
 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日(平成26年12月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。

　

① 【発行済株式】

   平成26年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 13,172,900
 

131,729
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式であります。

単元未満株式 普通株式 2,100
 

― ―

発行済株式総数 13,175,000 ― ―

総株主の議決権 ― 131,729 ―
 

 

 

② 【自己株式等】

該当事項はありません。

　

２ 【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63

号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間(平成27年１月１日から平成27年

３月31日まで)及び第１四半期累計期間(平成27年１月１日から平成27年３月31日まで)に係る四半期財務諸表につい

て、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【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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【注記事項】

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。

なお、第１四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

 

 
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)

減価償却費 14,564千円 18,411千円
 

 

(株主資本等関係)

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)

１．配当金支払額

　該当事項はありません。

 

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後となる

もの

　該当事項はありません。

 

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)

１．配当金支払額

　該当事項はありません。

 

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後となる

もの

　該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

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。

 

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の

基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
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)

(1) １株当たり四半期純利益金額 99銭  10銭

    (算定上の基礎)   

    四半期純利益金額(千円) 12,702 1,338

    普通株主に帰属しない金額(千円) － －

    普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 12,702 1,338

    普通株式の期中平均株式数(株) 12,828,333 13,175,000

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 98銭 10銭

    (算定上の基礎)   

    四半期純利益調整額(千円) － －

    普通株式増加数(株) 133,156 37,278

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た
り四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式
で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要

－ －

 

（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います。前事

業年度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金額及び潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額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います。前事

業年度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金額及び潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額を算定しております。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

 
 

 

平成27年５月２日
 

 

株式会社Ｎ・フィールド

取    締    役    会  御中
 

 

 

有限責任監査法人  トーマツ  
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士    寺    田    勝    基    ㊞

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士    辻    内          章    ㊞

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   中　　田　　信　　之   ㊞

 

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社Ｎ・

フィールドの平成27年１月１日から平成27年12月31日までの第13期事業年度の第１四半期会計期間(平成27年１月１日か

ら平成27年３月31日まで)及び第１四半期累計期間(平成27年１月１日から平成27年３月31日まで)に係る四半期財務諸

表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社Ｎ・フィールドの平成27年３月31日現在の財政状態及び同日を

もって終了する第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において

認められなかった。

　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

　
 

(注) １ 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２ XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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