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精神科在宅医療の更なる発展と多職種・他機関との連携強化

代表取締役社長

久保　明

TOP MESSAGE

株主の皆様へ
　株主の皆様におかれましては、平素より格別のご理解とご支援を賜り、誠にありがとうございます。
　当社は、皆様のご理解とご支援のもと、2003年2月の創業以来、全国47都道府県への出店を推し進め、2020年12月末時点で
拠点数217ヶ所、従業員数約1,500名、また、当社サービスをご提供させていただいているご利用者様は月間約15,000名となり
ました。
　厚生労働省は、長期入院されている精神疾患の患者様が退院し、地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができ
るよう、医療、障害福祉・介護、住まい、社会参加（就労）、地域の助け合い、教育が包括的に確保された「地域包括ケアシステム」の
構築を目指しております。
　当社は、「精神科に特化した訪問看護」と「住宅」を提供することで「地域包括ケアシステム」の一助を担っております。
　今後も精神科訪問看護を主軸とし、2019年5月に福岡県で開始した相談支援事業の積極的展開や、看護師・精神保健福祉士・
作業療法士・住宅支援といった多職種を擁する当社にしかできないサービスの充実、また、地域で「在宅」に注力している関係先と
の連携を強化させていくことで、ご利用者様が安心して地域でお暮しいただけるよう、従業員一同、努力してまいります。
　今後とも皆様の益々のご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。
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〔１〕 精神科医療の理解浸透と土壌形成

〔２〕 潜在的医療従事者の雇用環境整備

〔３〕 受入体制拡充による在宅医療への移行推進

〔４〕 ご利用者様の状態安定化と定量化

　N・フィールドは、精神科訪問看護や住宅支援に係る事業
環境、また採用や職場など、さまざまな外部環境を踏まえ
て、右記の4種を社会的課題として設定いたしました。今後、
社内の組織体制を整え、更には社外の方と積極的に連携し
ていくことを通じて、解決に向けた取り組みを推進し、日本
国内における精神科医療の発展に貢献してまいりたいと考
えております。
　尚、取り組み内容の詳細につきましては、WEBサイトに
て開示しております「中期経営計画」をご参照ください。

精神科訪問看護を取り巻く
社会的課題

精神科に特化している当社には、豊富な
現場経験と知識をもつ看護師が数多く在
籍。専門性の高いスタッフが、確かなサ
ポート力と、ご利用者様のご希望に沿える
努力を惜しまないプロ意識で、安心の訪
問看護サービスをご提供いたします。

ご利用者様を地域で支えていくために
は、地域の人や支援施設・団体を知り、そ
れぞれの専門性を生かし合うことが必要
です。医療機関などに属していない独立
型の当社は、より広域かつ柔軟な連携が
でき、地域の力を最大限に活用したサー
ビスをご提供いたします。

当社は、精神科に特化した訪問看護の会
社として唯一、全国展開をしています。全
国各地の看護師がそれぞれに培った知識
やネットワークを組織として共有すること
で、ご利用者様のさまざまな要望や悩み
に臨機応変に対応いたします。

連携力
地域

対応力
全国展開

専門力
精神科看護

2025年に向けた取り組み
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業績の概要
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○当期純利益

○売上高
（百万円）

○１株当たり当期純利益

○経常利益

第16期 第17期
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第16期 第17期
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第16期 第17期

第18期
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第18期
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9,392
10,482

238 200

513 481

15.51

11,735

31.54

773

406

18.34

第18期では、新たに事業所を7拠点、営業所を2拠点、出
張所を1拠点開設し、既存の6営業所を事業所化するなど、引
き続き訪問看護事業の拠点開設を進めるとともに、重点施策
である①収益性の向上②医療サービスの拡充③アライアン
スの強化に取り組みました。

以上により、当事業年度における売上高は11,735百万円
となり、前年同期に比べて1,252百万円、12.0％の増収とな

りました。利益面では、営業利益は769百万円となり、前年同
期に比べて291百万円、61.0％の増益となりました。経常利
益については773百万円となり、前年同期に比べて291百
万円、60.6％の増益となりました。当期純利益は406百万円
となり、前年同期に比べ206百万円、103.2％の増益となりま
した。

業績サマリー
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　科　目 前　　期
（2019年12月31日）

当　　期
（2020年12月31日）

　資産の部

　流動資産 2,976,350 3,509,184

　固定資産 618,087 575,356

　　有形固定資産 110,946 102,463

　　無形固定資産 145,701 124,510

　　投資その他の資産 361,439 348,382

資産合計 3,594,437 4,084,540

　負債の部

　流動負債 1,235,398 1,293,186

　固定負債 187,020 277,432

負債合計 1,422,418 1,570,618

　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

　　　資本準備金 701,950 701,950

　　　その他資本剰余金 23,749 23,749

　　利益剰余金 1,022,602 1,364,527

　　　利益準備金 200 200

　　　その他利益剰余金 1,022,402 1,364,327

　　　繰越利益剰余金 1,022,402 1,364,327

　　自己株式 △ 308,497 △ 308,518

　新株予約権 264 264

純資産合計 2,172,018 2,513,922

負債純資産合計 3,594,437 4,084,540

貸借対照表 単位:千円

キャッシュ・フロー計算書 単位:千円

科　目
前　　期

（ 2019年  1月 1日から
2019年12月31日まで ）

当　　期
（ 2020年  1月 1日から

2020年12月31日まで ）
営業活動によるキャッシュ・フロー 380,278 490,897
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 62,671 △ 57,129
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 167,669 △ 65,809
現金及び現金同等物の増減額

（△は減少） 149,937 367,958

現金及び現金同等物の期首残高 828,026 977,964
現金及び現金同等物の期末残高 977,964 1,345,923

損益計算書 単位:千円

科　目
前　　期

（ 2019年  1月 1日から
2019年12月31日まで ）

当　　期
（ 2020年  1月 1日から

2020年12月31日まで ）
売上高 10,482,261 11,735,103
売上原価 8,727,809 9,618,939
売上総利益 1,754,451 2,116,163
販売費及び一般管理費 1,276,355 1,346,574
営業利益 478,095 769,589
営業外収益 5,850 5,332
営業外費用 2,554 1,670
経常利益 481,391 773,252
特別損失 751 634
税引前当期純利益 480,639 772,617
法人税、住民税及び事業税 331,687 341,064
法人税等調整額 △ 51,058 25,197
当期純利益 200,010 406,355
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全国47都道府県の全てに訪問看護ステーション「Dune」を開設いたしました。
しかしながら、まだまだ地域によっては在宅医療サービスを提供できていないエリアもあり、これを解消するため今後

もサービス拠点の拡充を進めてまいります。

日本全国、全ての拠点で同じ在宅医療サービスをご提供するため、教育専任室を中心に、ご利用者様が安心して快適
な生活を送れるよう、看護師への充実した教育を推進してまいります。

ご利用者様だけではなく、在宅医療サービスを提供する看護師として働いていただいている方、また将来働きたいと
考えていただいている方に訪問看護という仕事の内容や魅力をお伝えし、地域医療への貢献とともにより良い関係を創
造してまいります。

精神科訪問看護を必要とするご利用者様が増える！

日本全国におけるサービス拠点の拡充

在宅医療に係わる教育制度の充実化と質の向上

地域医療への貢献と看護師の地位向上

NField

精神科訪問看護を取り巻く国内の状況
　現在、日本国内では、団塊の世代が2025年頃までに後期高齢者に達することにより、介護・医療費等社会保障費の急増が懸
念されている所謂「2025年問題」への対策を進めています。現在、全国の医療機関において統合失調症などで精神科に入院し
ている患者数は全体で28万９千人ですが、この内、64％を占める長期入院患者を2020年度末までに２万８千～３万９千人削減
することを目標として設定しています。
　一方、医療機関においては、およそ150万人の看護師が働いており、資格を持っていながら看護師として就労していない潜
在看護師は70万人もいると言われています。長期入院患者の削減を受け、在宅医療サービスへの注目度は年々高まっており、
今後、訪問看護師の数が4万人から6万人に増えると推定されている状況です。

1

2

3

精神科訪問看護へのニーズ
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診療・往診

連
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・
報
告

訪
問
看
護
の
指
示

相談

相談

訪問看護

訪問看護指示料の請求

訪問看護指示料
審査・支払い

訪問看護医療費
審査・支払い

訪問看護医療費の請求

生活
住宅療養支援

サービス

住居
退院支援
サービス

医療
訪問看護
サービス

N・フィールド

ご利用者様

主治医

国民健康保険団体連合会
社会保険診療報酬支払基金
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訪問介護と訪問看
●

護
●

の違い

訪問介護

ご利用者様のご自宅にホームヘルパーが
訪問し、生活援助や身体介護を行う。

＊生活援助
　・掃除・洗濯・調理・買い物
＊身体介護
　・食事・排泄・入浴の介助
＊その他
　・介助付き送迎サービス

・介護福祉士　　　　・訪問介護員
・介護職員初任者研修修了者
・介護職員実務者研修修了者
・介護職員基礎研修修了者

・介護保険

内容

行為

資格

保険

訪問看護

ご利用者様のご自宅に医師から指示を受けた看護師が訪
問し、医療行為を行う。

＊ご利用者様主体の目標設定
＊傾聴と会話（治療的コミュニケーション）
＊精神症状・健康状態の観察
　・動作・言動・表情の変化　・バイタルチェック　
　・点滴・採血・注射・消毒　・専門医療機器管理
＊服薬確認・服薬管理　　　 ＊飲酒の有無確認
＊環境整備　　＊清潔保持　＊安否確認
＊緊急時対応　＊関連機関との情報共有

・看護師または准看護師
・作業療法士　　　　・理学療法士
・言語聴覚士　　　　・保健師　　　　・助産師

・介護保険　　　　　・医療保険

ご利用者様の症状が比較的重く、
医療処置を必要とするケースや、
より身体機能の改善につながる
医療サービスの提供が必要。

生活
援助

身体
介護

医療
行為

在宅医療サービス
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専門知識と豊富な経験が必要！精神科
訪問看護 　精神科訪問看護は、一般的な訪問看護に比べて、ご利用者様の動作・言動・表情などの変化を的確に

読み取り、それを基に治療的コミュニケーションを取る必要があり、高度な「専門知識」はさることなが
ら長期にわたる豊富な「経験」が必要となる。

大学浪人中の20歳で統合失調症を発病。発病当
時は病気であることの自覚や家族の理解が得ら
れず、適切な治療を受けることが難しかった。「テ
レビで自分の悪口が言われている」「誰かに監視・
盗撮されている」という妄想が強くなり、23歳の
時に精神科病院に入院となる。入院中の適切な治
療により、少しずつだが病気と向き合えるように
なったが、対人面での恐怖や不安感が強く残って
いる。

退院後より訪問看護を開始。本人の辛い気持ちに寄り添
い、好きな物・興味のあることを共有しながら信頼関係を
構築する。また、他者との付き合い方についても、訪問看
護師との関わりの中で成功体験を重ねてもらえるよう、良
い点のフィードバックを積極的に行う。治療（服薬）につい
ては、適切に行うことで不安な気持ちが軽減することや、

「監視されている」という感覚が軽減することを共有する。
現在は、将来就職したいという本人の夢をもとに、就労支
援センターに通所できることを目標にしている。

疾　患 看　護
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9

日本全国47都道府県
217拠点

〔事業所200拠点＋営業所17拠点〕

2021年度は全国12拠点を開設予定

地図上の数字は各都道府県の拠点数です。
※2020年12月31日現在

事業拠点
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その他の法人
7.92%

個人・その他
56.60%

金融機関
17.94%

証券会社
5.21%

外国法人等
12.33%

役員一覧

発行可能株式総数 .......................................  33,500,000株
発行済株式の総数 .......................................  13,210,000株
株主数 ................................................................  34,255名

代 表 取 締 役 社 長 久 保 　 　 明

取 締 役 会 長 又 吉 　 弘 章

取締役事業戦略本部長 吉 田 　 秀 樹

取締役（監査等委員） 前 野 　 　 博

取締役（監査等委員） 田 中 　 浩 一

取締役（監査等委員） 中 島 　 　 泰

取締役（監査等委員） 三 好 　 吉 安

取締役（監査等委員） 後 閑 　 容 子

2020年12月31日現在

2020年12月31日現在

大株主
株 主 名 持株数（千株） 持株比率（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 666 5.17

株式会社Ｋ・カンパニー 500 3.88

野口　和輝 377 2.93

住友生命保険相互会社 373 2.90

BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG 
(FE-AC) 319 2.48

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 285 2.21

THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040 220 1.71

J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 
380578 215 1.67

株式会社日本カストディ銀行（信託口5） 207 1.61

株式会社日本カストディ銀行（信託口6） 189 1.47

（注）持株比率は、自己株式（324,566株）を控除して計算しております。

所有者別分布状況

株式の状況会社概要 2020年12月31日現在

社 名 株式会社N・フィールド

設 立 平成15年２月6日

資 本 金 731百万円

上場証券取引所 東証一部

従 業 員 数 1,517名

会社概要
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2020年1月1日～2020年12月31日

証券コード   6077

株価の状況

株主メモ 株主優待

事 業 年 度 １月１日から12月31日
定 時 株 主 総 会 事業年度終了後３か月以内
基 準 日 定時株主総会　12月31日

期末配当金　　12月31日
中間配当金　     ６月30日
その他必要があるときは、あらかじめ公告して
定めた日

公 告 の 方 法 電子公告の方法によります。
ただし、やむを得ない事由により電子公告することが
できない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。

［公告掲載 URL］
httpｓ://www.nfield.co.jp/

単 元 株 式 数 100株
株主名簿管理人 東京都中央区八重洲一丁目2番1号

みずほ信託銀行株式会社
同事務取扱場所 東京都中央区八重洲一丁目2番1号

みずほ信託銀行株式会社　本店証券代行部
お 取 扱 窓 口 証券会社等に口座をお持ちの場合、住所変更

や買取請求等株主様の各種お手続きは、原則
として口座を開設されている証券会社等経由
で行って頂くこととなりますので、ご利用の証
券会社等へご連絡をお願いいたします。
証券会社等に口座をお持ちでない場合（特別
口座の場合）、下記のお取扱店にてお取次いた
します。
尚、支払明細の発行に関するお手続きにつき
ましては、みずほ信託銀行の下記連絡先にお
問合せください。

お 問 合 せ 先 〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
みずほ信託銀行　証券代行部
フリーダイヤル　0120-288-324

（土・日・休日を除く9：00～17：00）
お 取 扱 店 みずほ証券　本店及び全国各支店

プラネットブース（みずほ銀行内の店舗）でも
お取扱いたします。
みずほ信託銀行　本店及び全国各支店（※）

（※） トラストラウンジではお取扱できません
のでご了承ください。

未払配当金のお支払 みずほ信託銀行　本店及び全国各支店（※）
みずほ銀行　本店及び全国各支店

（みずほ証券では取次のみとなります）
（※） トラストラウンジではお取扱できません

のでご了承ください。

（１）対象となる株主様
　毎年12月31日現在の株主名簿に記載または記録された１単元

（100株）以上保有の株主様を対象といたします。
（２）株主優待の内容

（注）1単元（100株）以上保有されている場合も2,000円分となります。

（３）株主優待品の送付時期
　毎年３月に、株主通信等に同封して送付いたします。

ホームページのご案内
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保有株式数 株主優待品
100株以上 オリジナルクオカード（2,000円相当）
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