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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)「2019年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」

の一部再訂正について

当社は、2019年５月10日に開示いたしました「2019年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の記

載内容につき、2019年８月１日に開示いたしました「(訂正・数値データ訂正)2019年３月期 決算

短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について」にて訂正を行いましたが、新たに一部訂正すべき事

項が判明いたしましたので、下記のとおり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．訂正の内容と理由

2019年３月期の「連結キャッシュ・フロー計算書」の数値の一部に誤りがあったため、関連箇

所の訂正を行うものであります。

２．訂正箇所

訂正箇所には を付して表示しております。

以 上
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【訂正事項】

サマリー情報

１．2019年3月期の連結業績（2018年4月1日～2019年3月31日）

（３）連結キャッシュ・フローの状況

(訂正前)

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

2019年3月期 2,068 △1,841 △590 15,764

2018年3月期 1,456 △5,188 △649 16,104

(訂正後)

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

2019年3月期 2,068 △2,755 324 15,764

2018年3月期 1,456 △5,188 △649 16,104
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添付資料

１．経営成績等の概況

（２）当期の財政状態の概況

① 資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析

(訂正前)

＜前略＞

（キャッシュ・フローの状況）
(単位：百万円)

前期 当期 増減

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,456 2,068 611

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,188 △1,841 3,347

財務活動によるキャッシュ・フロー △649 △590 59

換算差額 △31 7 38

現金及び現金同等物の増減額 △4,412 △355 4,056

現金及び現金同等物の期首残高 20,414 16,104 △4,309

新規連結に伴う現金及び
現金同等物の増加額

102 6 △96

非連結子会社との合併に伴う現金及
び現金同等物の増加額

－ 9 9

現金及び現金同等物の期末残高 16,104 15,764 △340

当期における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前期末に比べ３億40百万円減少し、

157億64百万円となりました。

なお、新規連結による資金の増加が６百万円、非連結子会社との合併による資金の増加が９百万円あります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動による資金の増加は、20億68百万円となりました。主な内訳は、たな卸資産の減少７億41百万円、仕

入債務の減少18億36百万円、税金等調整前当期純利益の計上11億95百万円、減価償却費20億３百万円です。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動による資金の減少は、18億41百万円となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出20億

７百万円です。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動による資金の減少は、５億90百万円となりました。主な内訳は、短期借入金の増加22億79百万円、長

期借入れによる収入166億66百万円、長期借入金の返済による支出155億70百万円、社債の償還による支出24億40

百万円、配当金の支払額２億82百万円です。
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(訂正後)

＜前略＞

（キャッシュ・フローの状況）
(単位：百万円)

前期 当期 増減

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,456 2,068 611

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,188 △2,755 2,432

財務活動によるキャッシュ・フロー △649 324 973

換算差額 △31 7 38

現金及び現金同等物の増減額 △4,412 △355 4,056

現金及び現金同等物の期首残高 20,414 16,104 △4,309

新規連結に伴う現金及び
現金同等物の増加額

102 6 △96

非連結子会社との合併に伴う現金及
び現金同等物の増加額

－ 9 9

現金及び現金同等物の期末残高 16,104 15,764 △340

当期における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前期末に比べ３億40百万円減少し、

157億64百万円となりました。

なお、新規連結による資金の増加が６百万円、非連結子会社との合併による資金の増加が９百万円あります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動による資金の増加は、20億68百万円となりました。主な内訳は、たな卸資産の減少７億41百万円、仕

入債務の減少18億36百万円、税金等調整前当期純利益の計上11億95百万円、減価償却費20億３百万円です。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動による資金の減少は、27億55百万円となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出20億

７百万円です。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動による資金の増加は、３億24百万円となりました。主な内訳は、短期借入金の増加22億79百万円、長

期借入れによる収入166億66百万円、長期借入金の返済による支出155億70百万円、社債の償還による支出24億40

百万円、配当金の支払額２億82百万円です。
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３．連結財務諸表及び主な注記

（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(訂正前)

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2017年４月１日
　至 2018年３月31日)

当連結会計年度
(自 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

＜省略＞

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △6,712 △2,007

有形固定資産の売却による収入 765 1,434

投資有価証券の取得による支出 △21 △757

投資有価証券の売却による収入 784 126

貸付けによる支出 △97 △175

貸付金の回収による収入 205 180

その他 △111 △642

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,188 △1,841

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,914 2,279

長期借入れによる収入 11,400 16,666

長期借入金の返済による支出 △12,545 △15,570

社債の償還による支出 △840 △2,440

非支配株主からの払込みによる収入 5 －

自己株式の売却による収入 － 0

自己株式の取得による支出 △2 △1

配当金の支払額 △375 △282

非支配株主への配当金の支払額 △64 △179

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

－ △914

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得
による支出

△3 △10

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却
による収入

8 －

その他 △144 △138

財務活動によるキャッシュ・フロー △649 △590

現金及び現金同等物に係る換算差額 △31 7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,412 △355

現金及び現金同等物の期首残高 20,414 16,104

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 102 6

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の
増加額

－ 9

現金及び現金同等物の期末残高 16,104 15,764
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(訂正後)

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2017年４月１日
　至 2018年３月31日)

当連結会計年度
(自 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

＜省略＞

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △6,712 △2,007

有形固定資産の売却による収入 765 1,434

投資有価証券の取得による支出 △21 △757

投資有価証券の売却による収入 784 126

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

－ △914

貸付けによる支出 △97 △175

貸付金の回収による収入 205 180

その他 △111 △642

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,188 △2,755

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,914 2,279

長期借入れによる収入 11,400 16,666

長期借入金の返済による支出 △12,545 △15,570

社債の償還による支出 △840 △2,440

非支配株主からの払込みによる収入 5 －

自己株式の売却による収入 － 0

自己株式の取得による支出 △2 △1

配当金の支払額 △375 △282

非支配株主への配当金の支払額 △64 △179

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得
による支出

△3 △10

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却
による収入

8 －

その他 △144 △138

財務活動によるキャッシュ・フロー △649 324

現金及び現金同等物に係る換算差額 △31 7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,412 △355

現金及び現金同等物の期首残高 20,414 16,104

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 102 6

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の
増加額

－ 9

現金及び現金同等物の期末残高 16,104 15,764
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