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1.  平成21年12月期第1四半期の業績（平成21年1月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年12月期第1四半期 5,489 ― 319 ― 326 ― 180 ―

20年12月期第1四半期 8,250 1.8 736 0.3 730 △0.3 391 △3.5

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

21年12月期第1四半期 7.89 ―

20年12月期第1四半期 17.02 ―

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

21年12月期第1四半期 27,309 19,507 71.4 850.92
20年12月期 26,577 19,787 74.5 863.10

（参考） 自己資本   21年12月期第1四半期  19,507百万円 20年12月期  19,787百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年12月期 ― 14.00 ― 14.00 28.00

21年12月期 ―

21年12月期 
（予想）

14.00 ― 14.00 28.00

3.  平成21年12月期の業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 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

第2四半期 
累計期間

16,000 ― 860 ― 850 ― 470 ― 20.50

通期 34,000 △15.4 1,720 △49.5 1,700 △49.7 950 △42.1 41.44
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4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項
等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、６ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期第1四半期 24,182,109株 20年12月期  24,182,109株

② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期  1,256,618株 20年12月期  1,256,508株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年12月期第1四半期 22,925,533株 20年12月期第1四半期 23,031,346株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．本資料に記載されている業績の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、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。 
 なお、業績予想に関する事項は６ページ「【定性的情報・財務諸表等】 ３．業績予想に関する定性的な情報」をご覧ください。 
２．当会計年度より「四半期財務表に関する会計基準」（企業会計基準12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指
針第14号）を適用しております。 
 また、「四半期財務諸表規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
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㈱スペース（9622）平成21年12月期 第１四半期決算短信（非連結） 
 

【定性的情報・財務諸表等】 

１．経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期におけるわが国経済は、世界的な金融危機が実体経済に波及し、企業収益は大幅に

減少し、設備投資においても減少傾向となってまいりました。 

また、雇用環境や所得の悪化に伴い生活防衛意識は一段と高まり、雇用及び所得の不安による先

行き不透明感が増し、急激な景気後退感が強まっております。 

当社の属するディスプレイ業界におきましても、お客様であります流通小売業界は、企業収益の

悪化により設備投資が減少し、改正まちづくり三法の影響により大型商業施設や量販店の出店が大

幅に減少してまいりました。 

このような状況の中、当社は開発営業及びテナントリーシング活動に力を入れ売上高確保に努め

てまいりましたが、当初予想していた売上高を確保することができませんでした。 

この結果、当第１四半期累計期間の売上高は54億89百万円（前年同期比33.5％減）、営業利益は

３億19百万円（前年同期比56.5％減）、経常利益は３億26百万円（前年同期比55.3％減）、四半期

純利益は１億80百万円（前年同期比53.8％減）となりました。 

なお、当会計年度より、第１四半期決算短信を作成しているため、前年同期比は参考として記載

しております。 

 

市場分野別の業績は次のとおりであります。 

ａ．百貨店・量販店 

百貨店・量販店分野では、設備投資の抑制及び改正まちづくり三法の影響による出店数の減少

のため、多くの受注をいただくことができず売上高は減少いたしました。 

この結果、当分野の第１四半期累計期間売上高は８億99百万円（前年同期比28.1％減）となり

ました。 

ｂ．複合商業施設 

複合商業施設分野では、改正まちづくり三法の影響により、出店数が減少したためデベロッパ

ー様からの受注が減少し、売上高は減少いたしました。 

この結果、当分野の第１四半期累計期間売上高は１億72百万円（前年同期比19.7％減）となり

ました。 

ｃ．食料品店・飲食店 

食料品店・飲食店分野では、大型商業施設や量販店の出店数の減少や、景気の悪化により出店

を抑制したため、売上高は減少いたしました。 

この結果、当分野の第１四半期累計期間売上高は７億53百万円（前年同期比21.6％減）となり

ました。 

ｄ．衣料専門店 

衣料専門店分野では、大型商業施設や量販店の出店数の減少や、景気の悪化により出店を抑制

したため、売上高は減少いたしました。 

この結果、当分野の第１四半期累計期間売上高は11億22百万円（前年同期比43.2％減）となり

ました。 
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㈱スペース（9622）平成21年12月期 第１四半期決算短信（非連結） 
 

ｅ．各種専門店 

各種専門店分野では、大型商業施設や量販店の出店数の減少や、個人消費の冷え込みにより出

店数が減少したため、売上高は減少いたしました。 

この結果、当分野の第１四半期累計期間売上高は20億７百万円（前年同期比33.0％減）となり

ました。 

ｆ．コンビニエンスストア 

コンビニエンスストア分野では、収益性の高い地域への出店や既存店舗の立地移転など、積極

的にスクラップ＆ビルドを行っております。 

この結果、当分野の第１四半期累計期間売上高は４億58百万円（前年同期比0.9％減）となりま

した。 

ｇ．サービス等 

サービス等分野では、企業収益の減少に伴い設備投資が減少したため、オフィス・ショールー

ム及び展示会等の受注が減少し、売上高は減少いたしました。 

この結果、当分野の第１四半期累計期間売上高は41百万円（前年同期比56.7％減）となりまし

た。 

ｈ．余暇施設 

余暇施設分野では、一部の都市型レジャーの客足は良かったものの、全体的には景気の悪化に

より、売上高は減少いたしました。 

この結果、当分野の第１四半期累計期間売上高は32百万円（前年同期比88.8％減）となりまし

た。 

 

― 4 ―



㈱スペース（9622）平成21年12月期 第１四半期決算短信（非連結） 
 

２．財政状態に関する定性的情報 

(1) 四半期会計期間末の資産、負債、純資産等の状況 

①資産 

資産合計は、前事業年度末に比べ７億32百万円増加し、273億9百万円となりました。その主

な増減の内容は、受取手形が７億83百万円、完成工事未収入金が23億93百万円減少したものの、

現金及び預金が19億69百万円、未成工事支出金が21億70百万円増加したことによるものです。 

②負債 

負債合計は、前事業年度末に比べ10億12百万円増加し、78億２百万円となりました。その主

な増減の内容は、短期借入金が13億75百万円減少しましたが、工事未払金が24億65百万円増加

したことによるものです。 

③純資産等 

純資産合計は、前事業年度末に比べ２億79百万円減少し、195億７百万円となりました。その

主な減少の内容は、その他有価証券評価差額金が１億39百万円、繰越利益剰余金が１億39百万

円それぞれ減少したことによるものです。 

 

 

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物は前事業年度末に比べ18億69百万円増加

し、65億71百万円（前事業年度比39.8％増）となりました。 

 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

当第１四半期会計期間末における営業活動の結果得られた資金は、35億88百万円となりまし

た。これは主に、たな卸資産21億71百万円の増加があったものの、売上債権31億77百万円の減

少、仕入債務24億65百万円の増加によるものです。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

当第１四半期会計期間末における投資活動の結果使用した資金は、22百万円となりました。

これは主に、その他において１億１百万円の収入があったものの、有形固定資産の取得による

支出82百万円と無形固定資産の取得による支出41百万円によるものです。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

当第１四半期会計期間末における財務活動の結果使用した資金は、16億96百万円となりまし

た。これは主に、短期借入金の減少13億75百万円と配当金の支払い３億21百万円によるもので

す。 
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３．業績予想に関する定性的情報 

企業収益の大幅な減少による、設備投資の減少や雇用環境の悪化及び個人消費の低迷等、先行き

については、悪化傾向が続きますが売上高及び利益確保に努めてまいります。 

なお、平成21年12月期の業績予想は平成21年２月13日に公表いたしました内容に、変更はありま

せん。 

 

４．その他 

四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

当会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財

務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。ま

た、「四半期財務諸表規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
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５．四半期財務諸表 
(1) 四半期貸借対照表 

(単位：千円)

当第１四半期 
会計期間末 

(平成21年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,692,792 4,723,151

受取手形 1,873,443 2,657,098

完成工事未収入金 4,464,568 6,858,211

材料貯蔵品 6,577 6,223

未成工事支出金 2,928,521 757,856

その他 356,267 329,886

貸倒引当金 △29,765 △44,615

流動資産合計 16,292,405 15,287,812

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,792,938 2,837,080

土地 5,110,670 5,110,670

その他 257,846 220,500

有形固定資産合計 8,161,456 8,168,251

無形固定資産 368,493 403,736

投資その他の資産   

その他 2,548,572 2,776,237

貸倒引当金 △61,153 △59,009

投資その他の資産合計 2,487,418 2,717,227

固定資産合計 11,017,368 11,289,215

資産合計 27,309,774 26,577,028

負債の部   

流動負債   

工事未払金 3,217,000 751,916

短期借入金 775,000 2,150,000

未払法人税等 259,121 597,114

賞与引当金 315,308 78,827

完成工事補償引当金 23,528 24,099

受注損失引当金 187,596 214,119

その他 1,130,245 1,120,001

流動負債合計 5,907,801 4,936,078

固定負債   

退職給付引当金 1,586,558 1,533,982

役員退職慰労引当金 307,702 319,950

固定負債合計 1,894,260 1,853,932

負債合計 7,802,062 6,790,010
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(単位：千円)

当第１四半期 
会計期間末 

(平成21年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,395,537 3,395,537

資本剰余金 3,566,833 3,566,833

利益剰余金 13,794,624 13,934,600

自己株式 △1,132,378 △1,132,308

株主資本合計 19,624,616 19,764,662

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △116,905 22,355

評価・換算差額等合計 △116,905 22,355

純資産合計 19,507,711 19,787,018

負債純資産合計 27,309,774 26,577,028
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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)

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高  

完成工事高 5,489,013

売上原価  

完成工事原価 4,804,747

売上総利益 684,265

販売費及び一般管理費  

販売費及び一般管理費 364,333

営業利益 319,932

営業外収益  

受取利息 3,576

受取配当金 936

受取保険金 17,490

その他 1,898

営業外収益合計 23,902

営業外費用  

支払利息 4,133

売上割引 9,050

その他 4,429

営業外費用合計 17,614

経常利益 326,220

特別利益  

貸倒引当金戻入額 12,705

特別利益合計 12,705

特別損失  

固定資産処分損 180

投資有価証券評価損 3,143

特別損失合計 3,324

税引前四半期純利益 335,601

法人税、住民税及び事業税 234,558

法人税等調整額 △79,938

法人税等合計 154,619

四半期純利益 180,982
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(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 335,601

減価償却費 87,191

貸倒引当金の増減額（△は減少） △12,705

賞与引当金の増減額（△は減少） 236,481

退職給付引当金の増減額（△は減少） 52,575

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △12,247

その他の引当金の増減額（△は減少） △27,093

受取利息及び受取配当金 △4,513

支払利息 4,133

売上債権の増減額（△は増加） 3,177,299

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,171,019

仕入債務の増減額（△は減少） 2,465,084

固定資産処分損益（△は益） 180

投資有価証券評価損益（△は益） 3,143

その他 11,256

小計 4,145,370

利息及び配当金の受取額 4,483

利息の支払額 △2,680

法人税等の支払額 △558,211

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,588,962

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 △82,886

無形固定資産の取得による支出 △41,829

その他 101,988

投資活動によるキャッシュ・フロー △22,727

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） △1,375,000

配当金の支払額 △321,524

自己株式の取得による支出 △69

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,696,594

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,869,641

現金及び現金同等物の期首残高 4,702,151

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,571,792
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当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期

財務諸表規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

 

(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(5) 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。 
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【参考】 

前年同四半期に係る財務諸表等 

(1) (要約)四半期損益計算書 

(単位：千円未満切捨て) 

 前第１四半期 

(自 平成20年１月１日 

 至 平成20年３月31日) 

区分 金額(千円) 

Ⅰ 売上高  

 １ 完成工事高 8,250,537 

Ⅱ 売上原価  

 １ 完成工事原価 7,120,077 

   売上総利益 1,130,460 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 394,458 

   営業利益 736,001 

Ⅳ 営業外収益  

 １ 受取利息・配当金 6,006 

 ２ その他営業外収益 2,569 

   営業外収益合計 8,576 

Ⅴ 営業外費用  

 １ 支払利息 3,494 

 ２ その他の営業外費用 10,880 

   営業外費用合計 14,375 

   経常利益 730,203 

Ⅵ 特別利益  

 １ その他特別利益 104 

   特別利益合計 104 

Ⅶ 特別損失 ― 

   特別損失合計 ― 

  税引前四半期純利益 730,307 

   法人税、住民税及び事業税 338,397 

   法人税等調整額 ― 

  法人税等合計 338,397 

  四半期純利益 391,910 
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(2) (要約)四半期キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円未満切捨て) 
 前第１四半期 

(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年３月31日)

区分 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

   税引前四半期純利益 730,307 

   減価償却費 43,523 

   貸倒引当金の減少額 △     24 

   賞与引当金の増加額 485,131 

   受注損失引当金の減少額 △  107,300 

   退職給付引当金の増加額 41,932 

   役員退職慰労引当金の増加額 2,932 

   受取利息及び有価証券利息 △   4,553 

   受取配当金 △   1,453 

   支払利息及び社債利息 3,494 

   支払手数料 1,326 

   投資有価証券売却益 △     79 

   売上債権の減少額 926,669 

   たな卸資産の増加額 △ 1,538,635 

   仕入債務の増加額 1,505,068 

   未払消費税等の減少額 △   18,402 

   前払費用の減少額 24,375 

   未収入金の減少額 2,996 

   未払金の増加額 51,867 

   未払費用の減少額 △  140,111 

   預り金の減少額 △  268,459 

   破産更生債権の回収による収入 524 

   その他・固定資産の増加額 △   4,118 

   その他・固定負債の減少額 △   15,878 

    小計 1,721,133 

   利息及び配当金の受取額 5,910 

   利息の支払額 △   5,249 

   法人税等の支払額 △  812,309 

    営業活動によるキャッシュ・フロー 909,485 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

   投資有価証券の取得による支出 △   7,714 

   投資有価証券の売却による収入 80 

   有形固定資産の取得による支出 △   37,319 

   無形固定資産の取得による支出 △   66,950 

   長期前払費用の取得による支出 △    300 

   敷金・保証金差入による支出 △   3,751 

   敷金・保証金回収による収入 436 

   保険積立金の取得による支出 △    359 

    投資活動によるキャッシュ・フロー △  115,879 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

   短期借入金の純増加額 406,250 

   配当金の支払額 △  370,117 

   自己株式の取得による支出 △  178,354 

   自己株式の売却による収入 3 

    財務活動によるキャッシュ・フロー △  142,218 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 651,387 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 4,167,859 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 4,819,247 
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６．その他の情報 

制作品別売上高、制作品別受注高及び受注残高 

(1) 制作品別売上高 

（単位：千円未満切捨て） 

前第１四半期累計期間 

(自 平成20年１月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当第１四半期累計期間 

(自 平成21年１月１日 

 至 平成21年３月31日) 

前事業年度 

(自 平成20年１月１日 

 至 平成20年12月31日) 
区分 

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％)

新装工事 5,328,931 64.6 3,261,695 59.4 26,884,186 66.9

改装工事 2,070,471 25.1 1,682,427 30.7 9,656,493 24.0

環境・演出・展示工事 13,118 0.1 52,294 0.9 139,320 0.4

企画・設計・監理 312,197 3.8 88,726 1.6 1,237,323 3.1

その他 525,819 6.4 403,868 7.4 2,249,490 5.6

合計 8,250,537 100.0 5,489,013 100.0 40,166,814 100.0

(注) １．数量については、同一制作品区分の中でも、多種類・多仕様にわたっておりその表示が困難なため記載

を省略しております。 

２．建築工事については、売上高が発生していないため記載を省略しております。 

３．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2) 制作品別受注高及び受注状況 

（単位：千円未満切捨て） 

前第１四半期累計期間 

(自 平成20年１月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当第１四半期累計期間 

(自 平成21年１月１日 

 至 平成21年３月31日) 

前事業年度 

(自 平成20年１月１日 

 至 平成20年12月31日) 区分 

受注高 
(千円) 

受注残高 
(千円) 

受注高 
(千円) 

受注残高 
(千円) 

受注高 
(千円) 

受注残高 
(千円) 

新装工事 5,786,032 1,406,967 5,139,409 2,116,446 26,173,051 238,731

改装工事 2,358,722 305,679 2,141,799 569,199 9,748,892 109,827

環境・演出・展示工事 12,571 1,935 64,920 12,821 137,033 195

企画・設計・監理 216,145 103,937 219,079 242,786 1,149,768 112,433

その他 617,413 110,350 516,279 128,585 2,246,907 16,174

合計 8,990,884 1,928,870 8,081,489 3,069,838 39,455,653 477,362

(注) １．数量については、同一制作品区分の中でも、多種類・多仕様にわたっておりその表示が困難なため記載

を省略しております。 

２．建築工事については、受注高が発生していないため記載を省略しております。 

３．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
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