
 

 

 

2019 年 11月 14 日 

各 位  

 
会 社 名 すてきナイスグループ株式会社 

代 表 者 名 取 締 役 社 長 杉 田 理 之 

(コード番号 8089 東証第一部) 

問 合 せ 先 
グループ経営推進本部 
副本部長 兼 広報部長 森   隆 士 

(TEL. 045 － 521 － 6111) 

 
 
 

(訂正・数値データ訂正)「2020年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」 
の一部訂正について 

 

 

当社は、2019年８月９日に開示いたしました「2020年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」

の一部を訂正いたしましたので、お知らせいたします。また、数値データにも訂正がありましたので訂

正後の数値データも送信します。 

 

 

記 

 

 

１．訂正内容と理由 

訂正内容と理由につきましては、別途、本日（2019年11月14日）付「過年度の決算短信等および有

価証券報告書等の訂正に関するお知らせ」にて開示しておりますのでご参照ください。 

 

 

２．訂正箇所 

訂正箇所が多数に及ぶため、訂正後の全文を添付し、訂正の箇所には  を付して表示しておりま

す。 

 

 

以上 

 



 

 

 
  

 2020年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)  
 

 2019年８月９日 
 
上 場 会 社 名 すてきナイスグループ株式会社 上場取引所 東 
 
コ ー ド 番 号 8089 URL https://www.suteki-nice.jp/ 
 
代  表  者 (役職名) 取締役社長 (氏名) 杉田 理之   
問合せ先責任者 (役職名) グループ広報マネジャー (氏名)  森  隆士 (TEL) 045-521-6111 
 
四半期報告書提出予定日 2019年８月９日 配当支払開始予定日 ― 
 
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無    
 
四半期決算説明会開催の有無 ： 無    

 
  

 (百万円未満切捨て) 

１．2020年３月期第１四半期の連結業績（2019年４月１日～2019年６月30日） 

（１）連結経営成績(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 
親会社株主に帰属
する四半期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

2020年３月期第１四半期 50,687 3.2 △1,744 － △1,771 － △379 － 

2019年３月期第１四半期 49,092 △4.9 △1,889 － △1,966 － △2,157 － 
 
(注) 包括利益 2020年３月期第１四半期 △2,354 百万円( － ％)  2019年３月期第１四半期 △2,516 百万円( － ％) 
  

 
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 

2020年３月期第１四半期 △40.46 － 

2019年３月期第１四半期 △230.07 － 
    

（２）連結財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭 

2020年３月期第１四半期 179,181 41,167 21.1 4,033.51 

2019年３月期 179,168 43,627 22.5 4,290.97 
 
(参考) 自己資本 2020年３月期第１四半期 37,824 百万円  2019年３月期 40,239 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 

2019年３月期 － 0.00 － 0.00 0.00 

2020年３月期 －     

2020年３月期(予想)  0.00 － － － 
 
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有 
      

2020年３月期の配当金額については未定であります。 
  

３．2020年３月期の連結業績予想（2019年４月１日～2020年３月31日） 
 

2020年３月期の連結業績予想につきましては、現時点では当社として合理的な算定・予想を行うことができないた
め、記載は行っておりません。 

  



※ 注記事項 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無 
 
  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) 

          

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無 
     

（３）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 
     

（４）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) 2020年３月期１Ｑ 9,656,119 株 2019年３月期 9,656,119 株 

② 期末自己株式数 2020年３月期１Ｑ 278,503 株 2019年３月期 278,382 株 

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年３月期１Ｑ 9,377,667 株 2019年３月期１Ｑ 9,378,469 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 

 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあた
っての注意事項等については、添付資料4ページ「1.当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの
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 

当社は、2019年5月16日に金融商品取引法違反（平成27年3月期の有価証券報告書の虚偽記載）の容疑（2015年3

月期に係る不動産物件の取引に関する架空売上計上の疑い）で、証券取引等監視委員会および横浜地方検察庁によ

る調査を受けております。この事実を真摯に受け止め、当社と利害関係を有しない外部専門家で構成される第三者

委員会を設置して調査を進め、当該調査結果を踏まえ、2019年8月1日付で2014年3月期から2019年3月期までの決算

短信および四半期決算短信を訂正いたしますとともに、訂正有価証券報告書および訂正四半期報告書を関東財務局

に提出いたしました。 

当社グループの当第1四半期連結累計期間は、新設住宅着工戸数のうち、持家の着工が本年10月の消費税率の引

き上げ等を背景に前年同期間比で9.6％増加したことなどにより、売上高は増加し、506億87百万円(前年同期比

3.2％増加)となりました。 

また、当第１四半期連結累計期間の営業損失は17億44百万円、経常損失は17億71百万円、親会社株主に帰属する

四半期純損失は３億79百万円となりました。 

  

セグメント別売上高の内訳 

(単位：百万円) 

セグメント 部門 
前第１四半期 
連結累計期間 

当第１四半期 
連結累計期間 

前連結会計年度 

建築資材 建築資材 39,726 41,408 171,522 

住宅 

一戸建住宅 2,751 2,093 29,745 

マンション 1,228 923 9,246 

管理その他 3,520 4,416 24,740 

計 7,501 7,433 63,732 

その他 その他 1,864 1,845 8,928 

合計 49,092 50,687 244,183 

  

【建築資材事業】 

建築資材事業では、持家の着工戸数が増加したことなどに伴い、木材の構造材や建材・住宅設備機器の販売が堅

調に推移いたしました。 

当第１四半期連結累計期間における本事業の売上高は414億８百万円(前年同期比4.2％増加)となり、営業利益は

４億94百万円(前年同期比306.0％増加)となりました。 

  

商品別売上高 

(単位：百万円) 

  
前第１四半期 
連結累計期間 

当第１四半期 
連結累計期間 

前連結会計年度 

木材 14,413 14,682 63,416 

建材・住宅設備機器 25,312 26,726 108,105 

合計 39,726 41,408 171,522 
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【住宅事業】 

住宅事業では、一戸建住宅部門およびマンション部門の売上高が減少したものの、管理その他の部門における不

動産売買およびマンション管理等の売上高が増加いたしました。 

当第１四半期連結累計期間における本事業の売上高は、74億33百万円(前年同期比0.9％減少)となり、営業損失

は15億15百万円(前年同期は営業損失15億44百万円)となりました。 

 

Ⅰ 一戸建住宅・マンションの契約・売上計上戸数実績 

(売上計上戸数実績) 
(単位：戸) 

 
前第１四半期 
連結累計期間 

当第１四半期 
連結累計期間 

前連結会計年度 

一戸建住宅 59 47 743 

マンション 30 16 187 

(首都圏) (5) (16) (147) 

(その他) (25) (－) (40) 

合計 89 63 930 

 

(契約戸数実績) 
(単位：戸) 

  
前第１四半期 
連結累計期間 

当第１四半期 
連結累計期間 

前連結会計年度 

一戸建住宅 173 124 746 

マンション 46 27 240 

(首都圏) (20) (18) (138) 

(その他) (26) (9) (102) 

合計 219 151 986 
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Ⅱ 販売用不動産の内訳 

契約済を含む「完成販売用不動産」は、前連結会計年度末に比べ25億７百万円増加しました。建築中の「仕

掛販売用不動産」は、前連結会計年度末に比べ15億３百万円減少しました。また、建築着工前の「開発用不動

産」は、前連結会計年度末に比べ16億10百万円増加しました。 

「販売用不動産」合計では前連結会計年度末に比べ26億13百万円増加しております。 

(単位：百万円) 

 前連結会計年度末 
当第１四半期 
連結会計期間末 

増減 

完成販売用不動産 13,305 15,812 2,507 

仕掛販売用不動産 10,661 9,157 △1,503 

開発用不動産 23,226 24,836 1,610 

合計 47,193 49,807 2,613 

 

【その他の事業】 

その他の事業の売上高は18億45百万円(前年同期比1.0％減少)となり、営業利益は１億66百万円(前年同期比１億

46百万円増加)となりました。 

  

（２）財政状態に関する説明 

総資産は、前連結会計年度末に比べ12百万円増加し、1,791億81百万円となりました。受取手形及び売掛金、た

な卸資産は増加しましたが、投資有価証券が減少したことなどによるものです。 

負債は、前連結会計年度末に比べ24億72百万円増加し、1,380億13百万円となりました。支払手形及び買掛金は

減少しましたが、借入金が増加したことなどによるものです。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ24億59百万円減少し、411億67百万円となりました。親会社株主に帰属する

四半期純損失の計上による利益剰余金の減少、その他有価証券評価差額金が減少したことなどによるものです。 

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

当期の業績予想につきましては、2019年８月９日公表のとおり、不適切会計処理問題による影響額や、不動産等

の売却益などの影響額等を精査したうえで改めて開示させていただく予定であります。 
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記 

（１）四半期連結貸借対照表 

           (単位：百万円) 
          

前連結会計年度 
(2019年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(2019年６月30日) 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 16,439 14,947 

  受取手形及び売掛金 31,205 32,693 

  商品 9,070 10,383 

  販売用不動産 47,193 49,807 

  未成工事支出金 837 1,457 

  その他 3,540 6,172 

  貸倒引当金 △57 △86 

  流動資産合計 108,229 115,374 

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 13,881 13,676 

   土地 30,402 30,400 

   その他（純額） 4,259 4,111 

   有形固定資産合計 48,543 48,188 

  無形固定資産 1,347 1,268 

  投資その他の資産   

   投資有価証券 12,860 6,119 

   その他 8,398 8,440 

   貸倒引当金 △209 △208 

   投資その他の資産合計 21,049 14,350 

  固定資産合計 70,939 63,806 

 資産合計 179,168 179,181 

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 36,682 33,689 

  短期借入金 39,825 48,072 

  1年内償還予定の社債 40 40 

  未払法人税等 939 543 

  引当金 1,305 544 

  その他 9,550 10,361 

  流動負債合計 88,343 93,250 

 固定負債   

  社債 160 160 

  長期借入金 33,890 32,062 

  退職給付に係る負債 1,264 1,315 

  資産除去債務 41 41 

  その他 11,840 11,183 

  固定負債合計 47,197 44,763 

 負債合計 135,541 138,013 
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           (単位：百万円) 
          

前連結会計年度 
(2019年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(2019年６月30日) 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 22,069 22,069 

  資本剰余金 15,701 15,701 

  利益剰余金 1,020 640 

  自己株式 △678 △678 

  株主資本合計 38,112 37,732 

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 2,330 383 

  繰延ヘッジ損益 △27 △22 

  土地再評価差額金 68 68 

  為替換算調整勘定 △720 △789 

  退職給付に係る調整累計額 476 452 

  その他の包括利益累計額合計 2,127 91 

 新株予約権 1 0 

 非支配株主持分 3,387 3,342 

 純資産合計 43,627 41,167 

負債純資産合計 179,168 179,181 
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 

四半期連結損益計算書 

第１四半期連結累計期間 

           (単位：百万円) 
          前第１四半期連結累計期間 

(自 2018年４月１日 
 至 2018年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 2019年４月１日 
 至 2019年６月30日) 

売上高 49,092 50,687 

売上原価 42,977 44,483 

売上総利益 6,115 6,203 

販売費及び一般管理費 8,004 7,947 

営業損失（△） △1,889 △1,744 

営業外収益   

 受取利息 6 8 

 受取配当金 120 125 

 その他 103 123 

 営業外収益合計 230 258 

営業外費用   

 支払利息 259 250 

 その他 47 34 

 営業外費用合計 307 285 

経常損失（△） △1,966 △1,771 

特別利益   

 固定資産売却益 3 4 

 投資有価証券売却益 － 2,200 

 特別利益合計 3 2,204 

特別損失   

 固定資産除却損 0 18 

 投資有価証券売却損 － 542 

 その他 － 123 

 特別損失合計 0 685 

税金等調整前四半期純損失（△） △1,964 △252 

法人税、住民税及び事業税 121 147 

法人税等調整額 58 △81 

法人税等合計 180 66 

四半期純損失（△） △2,144 △318 

非支配株主に帰属する四半期純利益 13 60 

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △2,157 △379 
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四半期連結包括利益計算書 

第１四半期連結累計期間 

           (単位：百万円) 
          前第１四半期連結累計期間 

(自 2018年４月１日 
 至 2018年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 2019年４月１日 
 至 2019年６月30日) 

四半期純損失（△） △2,144 △318 

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △206 △1,947 

 繰延ヘッジ損益 36 4 

 為替換算調整勘定 △145 △68 

 退職給付に係る調整額 △56 △24 

 その他の包括利益合計 △371 △2,035 

四半期包括利益 △2,516 △2,354 

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 △2,529 △2,414 

 非支配株主に係る四半期包括利益 12 60 
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（３）四半期連結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） 

【セグメント情報】 

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間(自  2018年４月１日  至  2018年６月30日) 

① 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

    (単位：百万円) 

 

報告セグメント 
その他 
（注） 

合計 

建築資材 住宅 計 

売上高      

  外部顧客への売上高 39,726 7,501 47,227 1,864 49,092 

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

892 42 934 1,064 1,998 

計 40,618 7,543 48,162 2,928 51,091 

セグメント利益又は損失(△) 121 △1,544 △1,422 20 △1,401 

(注)  「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、建築工事事業、ソフトウェア開発・

販売事業及び一般放送事業等を含んでおります。 

 

② 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項） 

 (単位：百万円) 

利益 金額 

報告セグメント計 △1,422 

「その他」の区分の利益 20 

セグメント間取引消去 △36 

全社費用(注) △451 

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △1,889 

(注)  全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 
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Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  2019年４月１日  至  2019年６月30日) 

① 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

    (単位：百万円) 

 

報告セグメント 
その他 
（注） 

合計 

建築資材 住宅 計 

売上高      

  外部顧客への売上高 41,408 7,433 48,841 1,845 50,687 

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

715 83 799 1,318 2,118 

計 42,124 7,517 49,641 3,164 52,805 

セグメント利益又は損失(△) 494 △1,515 △1,021 166 △854 

(注)  「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、建築工事事業、ソフトウェア開発・

販売事業及び一般放送事業等を含んでおります。 

 

② 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項） 

 (単位：百万円) 

利益 金額 

報告セグメント計 △1,021 

「その他」の区分の利益 166 

セグメント間取引消去 △13 

全社費用(注) △876 

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △1,744 

(注)  全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 
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（重要な後発事象） 

 重要な資産の譲渡(販売用不動産の売却) 

 当社は、2019年8月8日付で販売用不動産の売却に係る不動産売買契約を締結いたしました。  

1.売却の理由 

  当該不動産は、かつて建築資材事業における輸入木材の営業拠点として利用しておりましたが、事業所はすでに移転し、

現在は外部へ賃貸しております。当社は、かねてより所有する資産の見直し等を実施してまいりましたが、経済合理性等

を勘案した結果、売却することといたしました。 

2.売却する不動産の概要 

所 在：東京都江東区新木場一丁目 

地 目：宅地 

地 積：6,518.00㎡ 

3.売却の日程 

契約締結日：2019年8月8日 

決済日・引渡日：2019年9月30日（予定） 

4.売却先および取引の概要 

  売却先は国内の一般法人ですが、売却先および売却価格等につきましては当該不動産売買契約における売却先との守秘

義務により、詳細の公表を控えさせていただきます。 

  当該売却による売上高は2019年3月期における当社個別売上高（2,787百万円）の10％に相当する額以上、売却による当

社個別経常利益および当期純利益の増加額は、2019年3月期の当社個別経常利益(675百万円)および当期純利益(803百万

円)のそれぞれ30％に相当する額以上であります。 

 なお、売却先と当社の間には記載すべき資本関係、人的関係、取引関係はございません。また、売却先またはその関係

者は、当社の関連当事者には該当いたしません。 

 

 

 


