
2021年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2021年2月10日

上 場 会 社 名 ナイス株式会社 上場取引所 東

コ ー ド 番 号 8089 URL https://www.nice.co.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) 取締役管理本部長 (氏名) 木口 直克 (TEL) 045-521-6111

四半期報告書提出予定日 2021年2月10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)

１．2021年3月期第3四半期の連結業績（2020年4月1日～2020年12月31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 ％

2021年3月期第3四半期 152,166 △16.7 2,435 － 2,204 － 1,490 －

2020年3月期第3四半期 182,778 10.8 △942 － △1,223 － △1,535 －
(注) 包括利益 2021年3月期第3四半期 2,513百万円( －％) 2020年3月期第3四半期 △3,366百万円( －％)
　

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

2021年3月期第3四半期 159.40 －

2020年3月期第3四半期 △163.74 －
　　

（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

2021年3月期第3四半期 146,474 38,023 23.9 3,763.73

2020年3月期 148,650 35,992 21.9 3,474.38
(参考) 自己資本 2021年3月期第3四半期 34,979百万円 2020年3月期 32,580百万円
　　

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

2020年3月期 － 0.00 － 0.00 0.00

2021年3月期 － 0.00 －

2021年3月期(予想) 15.00 15.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　
　　
　

３．2021年3月期の連結業績予想（2020年4月1日～2021年3月31日）

(％表示は、対前期増減率)

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 210,000 △16.5 3,300 174.2 2,700 655.8 2,000 － 213.29
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
　

　　



※ 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) 2021年3月期3Ｑ 9,656,119株 2020年3月期 9,656,119株

② 期末自己株式数 2021年3月期3Ｑ 362,261株 2020年3月期 278,836株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期3Ｑ 9,349,405株 2020年3月期3Ｑ 9,377,513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

（有価証券報告書の虚偽記載の嫌疑と対応について）

当社は、2019年5月16日、金融商品取引法違反（虚偽有価証券報告書の提出罪）の嫌疑で、証券取引等監視委員

会による強制調査及び横浜地方検察庁による強制捜査を受けました。この事態を重く受け止め、5月30日に外部専

門家で構成される第三者委員会を設置、その調査結果を踏まえ、8月1日に2014年3月期の第4四半期以降の決算を

訂正、また、8月23日に再発防止策の骨子を公表しました。その後、東京証券取引所から9月20日付で特設注意市

場銘柄に指定されました。この事態を深く反省し、自ら網羅的に再点検するとともに、外部の専門家の再点検等

を受け、11月14日に過年度の決算を訂正しました。更に、2020年1月29日に再発防止に向け、「改善計画・状況報

告書」を公表しました。本計画に基づき、グループの収益力改善に向けて、グループ会社の統合・整理等を行う

ことにより不採算事業を見直すとともに、3月31日付で当社(旧社名 すてきナイスグループ㈱)がナイス㈱を吸収

合併してナイス㈱に商号変更するなど、コーポレート・ガバナンス体制の再構築に努めてきました。

6月16日には、証券取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、当社に対する24百万円の課徴

金納付命令を発出するよう勧告が行われ、6月18日付で審判手続開始決定通知書を受領、9月10日付で金融庁長官

より24百万円の課徴金納付命令の決定を受けました。当社は、課徴金納付命令決定及び納付告知書に従い、国庫

に納付いたしました。

9月23日には、内部管理体制確認書を東京証券取引所に提出し、指定解除の可否に係る審査を受けた結果、当社

の内部管理体制について相応の改善がなされたと認められ、12月19日付で当社株式の特設注意市場銘柄の指定が

解除されました。

引き続きコーポレート・ガバナンス体制と企業風土の再構築を図るとともに、収益力の改善に努め、企業価値

を向上させることにより、株主、投資家の皆様及び関係者の皆様、社会からの信頼回復に向けて取り組んでまい

ります。

（当第3四半期の経営成績）

当社グループの当第3四半期連結累計期間における世界経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により減速

し、日本においても経済活動は抑制され、先行き不透明な状況は依然として続いております。住宅業界におきま

しても、消費や投資の落ち込みを背景に、新設住宅着工戸数は前年比マイナスの低水準で推移しております。

こうした中、当社グループの当第3四半期連結累計期間における売上高は1,521億66百万円（前年同期比16.7％

減少）となったものの、粗利益率の改善及び経費削減に努めた結果、営業利益は24億35百万円（前年同期は営業

損失9億42百万円）、経常利益は22億4百万円（前年同期は経常損失12億23百万円）となりました。また、親会社

株主に帰属する四半期純利益は14億90百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失15億35百万円）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3四半期
連結累計期間

当第3四半期
連結累計期間

前連結会計年度

建築資材 建築資材 129,041 117,363 171,843

住宅

一戸建住宅 17,171 12,019 27,431

マンション 3,629 2,314 8,900

管理その他 26,955 14,459 34,232

計 47,755 28,792 70,564

その他 その他 5,980 6,010 9,067

合計 182,778 152,166 251,475
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【建築資材事業】

当第3四半期連結累計期間における建築資材事業の売上高は、新型コロナウイルス感染拡大に伴い新設住宅着工

戸数が減少したことなどにより、1,173億63百万円（前年同期比9.1％減少）となりました。一方、感染拡大防止

の観点から規模の大きなイベントを通じた営業活動を自粛するとともに、収益性の改善を図るべくオンライン受

発注システム「ナイスアドバン」の積極的な活用を行ったほか、営業インフラ等を整備しテレワークを促進した

ことなどにより、営業利益は23億10百万円（前年同期比17.7％増加）となりました。

商品別売上高
(単位：百万円)

前第3四半期
連結累計期間

当第3四半期
連結累計期間

前連結会計年度

木材 44,643 41,706 58,741

建材・住宅設備機器 84,398 75,656 113,102

合計 129,041 117,363 171,843

【住宅事業】

当第3四半期連結累計期間における住宅事業の売上高は、事業ポートフォリオの見直しに伴い一戸建住宅の計上

戸数が前期から110戸減少したことなどにより、287億92百万円（前年同期比39.7％減少）となりました。本事業

における粗利益率の改善を図るとともに、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点も踏まえて販売キャンペー

ン等をはじめとする営業活動の見直しを実施、インターネットやバーチャル・リアリティー映像を活用した販売

活動及びテレワークを促進したことなどに加え、販売用不動産の売却もあり、営業利益は5億44百万円（前年同期

は営業損失18億78百万円）となりました。

Ⅰ 一戸建住宅・マンションの売上計上・契約戸数実績

(売上計上戸数実績)
(単位：戸)

前第3四半期
連結累計期間

当第3四半期
連結累計期間

前連結会計年度

一戸建住宅 382 272 619

マンション 71 54 200

(首都圏) (71) (49) (96)

(その他) (－) (5) (104)

合計 453 326 819

(契約戸数実績)
(単位：戸)

前第3四半期
連結累計期間

当第3四半期
連結累計期間

前連結会計年度

一戸建住宅 461 273 610

マンション 136 158 231

(首都圏) (116) (120) (196)

(その他) (20) (38) (35)

合計 597 431 841
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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10億56百万円減少しました。建築中の

「仕掛販売用不動産」は、マンションや一戸建住宅の建築が進んだことにより、前連結会計年度末に比べ29

億14百万円増加しました。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53億11百万円

減少しました。

「販売用不動産」合計では前連結会計年度末に比べ34億53百万円減少しております。

(単位：百万円)

前連結会計年度末
当第3四半期

連結会計期間末
増減

完成販売用不動産 6,452 5,396 △1,056

仕掛販売用不動産 4,563 7,478 2,914

開発用不動産 9,958 4,647 △5,311

合計 20,975 17,521 △3,453

【その他の事業】

その他の事業には、一般放送事業（有線テレビ放送事業）等の生活関連サービス事業、建築工事事業等が含ま

れております。一般放送事業を行うＹＯＵテレビ㈱や、ソフトウェア開発事業及びシステム提供事業を行うナイ

スコンピュータシステム㈱が順調に推移したことにより、売上高は60億10百万円（前年同期比0.5％増加）、営業

利益は7億73百万円（前年同期比306.5％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21億76百万円減少し、1,464億74百万円となりました。受取手形及び売掛

金、未成工事支出金は増加しましたが、商品、販売用不動産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42億7百万円減少し、1,084億50百万円となりました。支払手形及び買掛金、

借入金が減少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20億31百万円増加し、380億23百万円となりました。親会社株主に帰属する

四半期純利益の計上による利益剰余金、その他有価証券評価差額金及び土地再評価差額金が増加したことなどに

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

2021年3月期の通期の業績予想につきましては、現時点において2020年11月2日に公表いたしました予想数値に

変更はありません。

今後、業績予想数値に修正が必要と判断された場合は速やかに公表いたします。
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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
(2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 19,746 19,153

受取手形及び売掛金 36,833 38,601

商品 7,720 6,785

販売用不動産 20,975 17,521

未成工事支出金 906 2,432

その他 4,475 5,673

貸倒引当金 △45 △42

流動資産合計 90,612 90,126

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 11,892 12,067

土地 29,621 29,296

その他（純額） 3,355 3,094

有形固定資産合計 44,869 44,458

無形固定資産 609 596

投資その他の資産

投資有価証券 4,758 5,577

その他 8,073 5,948

貸倒引当金 △272 △233

投資その他の資産合計 12,559 11,292

固定資産合計 58,038 56,348

資産合計 148,650 146,474

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 34,363 32,735

短期借入金 32,941 30,671

1年内償還予定の社債 40 40

未払法人税等 573 491

引当金 996 857

その他 7,925 9,559

流動負債合計 76,840 74,354

固定負債

社債 120 100

長期借入金 24,539 22,984

退職給付に係る負債 1,304 1,219

資産除去債務 42 42

その他 9,811 9,748

固定負債合計 35,817 34,096

負債合計 112,658 108,450
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 22,069 22,069

資本剰余金 15,724 10,939

利益剰余金 △1,727 4,055

自己株式 △678 △826

株主資本合計 35,387 36,237

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △504 147

繰延ヘッジ損益 △17 8

土地再評価差額金 △969 △208

為替換算調整勘定 △917 △868

退職給付に係る調整累計額 △398 △336

その他の包括利益累計額合計 △2,807 △1,258

非支配株主持分 3,412 3,043

純資産合計 35,992 38,023

負債純資産合計 148,650 146,474
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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３四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

売上高 182,778 152,166

売上原価 160,800 129,986

売上総利益 21,977 22,180

販売費及び一般管理費 22,919 19,745

営業利益又は営業損失（△） △942 2,435

営業外収益

受取利息 11 5

受取配当金 262 123

為替差益 － 142

その他 250 328

営業外収益合計 524 599

営業外費用

支払利息 732 568

融資関連費用 － 165

その他 73 96

営業外費用合計 806 829

経常利益又は経常損失（△） △1,223 2,204

特別利益

固定資産売却益 47 144

投資有価証券売却益 2,452 －

受取和解金 － 351

特別利益合計 2,499 496

特別損失

固定資産除売却損 71 10

投資有価証券売却損 624 －

事業構造改善費用 715 476

その他 56 11

特別損失合計 1,467 499

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△191 2,201

法人税、住民税及び事業税 1,022 364

法人税等調整額 134 115

法人税等合計 1,156 479

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,347 1,721

非支配株主に帰属する四半期純利益 187 231

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

△1,535 1,490
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,347 1,721

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,953 655

繰延ヘッジ損益 41 26

為替換算調整勘定 △35 48

退職給付に係る調整額 △71 61

その他の包括利益合計 △2,019 792

四半期包括利益 △3,366 2,513

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △3,554 2,278

非支配株主に係る四半期包括利益 187 235
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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）

当社は、2020年6月30日開催の定時株主総会の決議に基づき、その他資本剰余金を5,054百万円、別途積立金を

5,000百万円、繰越利益剰余金に振り替えております。

なお、株主資本の合計金額には、著しい変動はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年12月31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 129,041 47,755 176,797 5,980 182,778

セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,913 230 2,144 3,727 5,871

計 130,955 47,986 178,941 9,708 188,649

セグメント利益又は損失(△) 1,963 △1,878 85 190 276

(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、一般放送事業、建築工事事業及びソ

フトウェア開発・販売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 85

「その他」の区分の利益 190

セグメント間取引消去 58

全社費用(注) △1,276

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △942

(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3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31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 117,363 28,792 146,156 6,010 152,166

セグメント間の内部
売上高又は振替高

2,154 234 2,388 3,312 5,701

計 119,517 29,027 148,544 9,323 157,867

セグメント利益 2,310 544 2,855 773 3,629

(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、一般放送事業、建築工事事業及びソ

フトウェア開発・販売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 2,855

「その他」の区分の利益 773

セグメント間取引消去 156

全社費用(注) △1,350

四半期連結損益計算書の営業利益 2,435

(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。

(追加情報)

(新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り)

　新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積りの仮定につきましては、前連結会計年度の有価証券報

告書の追加情報に記載した内容から重要な変更はありません。

　


