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1.  平成21年12月期第2四半期の業績（平成21年1月1日～平成21年6月30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2四半期 14,138 ― 958 ― 963 ― 561 ―

20年12月期第2四半期 16,616 △14.6 1,257 △26.5 1,249 △26.7 415 △57.7

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2四半期 24.51 ―

20年12月期第2四半期 18.07 ―

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2四半期 25,359 19,885 78.4 871.20
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2四半期  19,885百万円 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 ― 14.00

21年12月期 
（予想）

― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 32,000 △20.3 1,810 △46.8 1,800 △46.8 1,000 △39.1 43.81
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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  有  
（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。 

(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2四半期 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2四半期  1,356,714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2四半期 22,896,919株 20年12月期第2四半期 22,986,216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情報」をご覧ください。 
２．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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【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２四半期累計期間におけるわが国経済は、景気の一部に持ち直しの動きが見られるものの実

体経済には波及しておらず、世界的な金融危機が及ぼした影響は大きくまだまだ厳しい状況が続く

ものと予想されます。 

当社の属するディスプレイ業界におきましては、景気の低迷における設備投資の抑制の他、改正

まちづくり三法の影響により延べ床面積が１万平米を超える大型商業施設の出店が抑制されました。

日本ショッピングセンター協会の開店情報によりますと、2008年度上期は延べ床面積が１万平米を

超える商業施設が約40物件程度開店いたしましたが、2009年度上期は約18物件の開店にとどまり、

大幅に減少いたしました。 

このような状況の中、当社は各本部及び各事務所における顧客の出店・改装等の情報を共有し、

新規お客様の開拓や既存のお客様が求める要求に速やかに対応し業務発生に努めてまいりましたが、

収益の確保にはいたりませんでした。 

この結果、当第２四半期累計期間の売上高は141億38百万円（前年同期比14.9％減）、営業利益は

９億58百万円（前年同期比23.8％減）、経常利益は９億63百万円（前年同期比22.9％減）、四半期

純利益は５億61百万円（前年同期比35.1％増）となりました。 

なお、当会計年度より、第２四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、当第２四半期会計期間におきまして量販店の新装・改装工事を多く

受注し、売上高は増加いたしました。 

この結果、当分野の第２四半期累計期間売上高は36億94百万円（前年同期比26.0％増）となり

ました。 

ｂ．複合商業施設 

複合商業施設分野では、当第２四半期会計期間におきましてデベロッパーから新装工事の受注

をし、売上高は増加いたしました。 

この結果、当分野の第２四半期累計期間売上高は６億５百万円（前年同期比82.9％増）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、出店先である大型商業施設の出店数の減少や、景気の悪化による

出店の抑制をしているため、受注の減少に伴い売上高は減少いたしました。 

この結果、当分野の第２四半期累計期間売上高は18億４百万円（前年同期比14.1％減）となり

ました。 
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ｄ．衣料専門店 

衣料専門店分野では、出店先である大型商業施設の出店数が減少しているため、受注の減少に

伴い売上高は減少いたしました。 

この結果、当分野の第２四半期累計期間売上高は27億41百万円（前年同期比25.8％減）となり

ました。 

ｅ．各種専門店 

各種専門店分野では、出店先である大型商業施設の出店数の減少や、個人消費の冷え込みによ

る出店の抑制等により、受注の減少に伴い売上高は減少いたしました。 

この結果、当分野の第２四半期累計期間売上高は42億10百万円（前年同期比31.5％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＆ビルドを行っているため、受注の増加に伴い売上高は増加いたしました。 

この結果、当分野の第２四半期累計期間売上高は９億４百万円（前年同期比2.1％増）となりま

した。 

ｇ．サービス等 

サービス等分野では、景気の悪化による企業収益の減少により設備投資を抑制したため、オフ

ィス・ショールーム及び展示会等の、受注の減少に伴い売上高は減少いたしました。 

この結果、当分野の第２四半期累計期間売上高は73百万円（前年同期比47.1％減）となりまし

た。 

ｈ．余暇施設 

余暇施設分野では、景気の悪化による生活防衛意識の高まりにより個人消費が冷え込み、企業

収益の減少により設備投資を抑制したため、受注の減少に伴い売上高は減少いたしました。 

この結果、当分野の第２四半期累計期間売上高は１億４百万円（前年同期比73.2％減）となり

ました。 
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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 

当第２四半期会計期間末における資産合計は253億59百万円（前事業年度比12億17百万円の減

少）となりました。その主な要因は、現金及び預金が34億48百万円、未成工事支出金が5億43百

万円それぞれ増加したものの、受取手形が12億61百万円、完成工事未収入金が36億87百万円減

少したことによるものです。 

② 負債 

当第２四半期会計期間末における負債合計は54億74百万円（前事業年度比13億15百万円の減

少）となりました。その主な要因は、工事未払金３億81百万円、賞与引当金が２億５百万円そ

れぞれ増加したものの、短期借入金が13億75百万円減少したことによるものです。 

③ 純資産等 

当第２四半期会計期間末における純資産合計は198億85百万円（前事業年度比98百万円の増

加）となりました。その主な要因は、自己株式の取得による65百万円、その他有価証券評価差

額金76百万円減少したものの、利益剰余金が２億40百万円増加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２四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33億48百万円増加

し、80億50百万円（前事業年度比71.2％増）となりました。 

 

① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動の結果得られた資金は、51億67百万円となりました。これは主に、法人税等５億63

百万円支払ったものの、税引前四半期純利益の計上が９億61百万円、売上債権の減少が49億48

百万円あったことなどによるものです。 

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動の結果使用した資金は、58百万円となりました。これは主に、定期預金の払戻によ

る収入２億円があったものの、有形固定資産の取得による支出２億98百万円と無形固定資産の

取得による支出60百万円によるものです。 

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動の結果使用した資金は、17億61百万円となりました。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３億20百万円によるものです。 
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３．業績予想に関する定性的情報 

景気の悪化による、企業収益の減少による設備投資の抑制や、改正まちづくり三法による大型商

業施設や量販店の出店の減少など、大変厳しい経営環境にあり平成21年５月７日に公表いたしまし

た通期業績予想を下記のように修正し、平成21年８月３日に開示いたしました。 

平成21年12月期通期の業績予想数値の修正(平成21年１月１日～平成21年12月31日) 

 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

前回発表予想(A) 34,000 1,720 1,700 950 41 44 

今回発表予想(B) 32,000 1,810 1,800 1,000 43 81 

増減額(B-A) △2,000 90 100 50  

増減率(%) △5.9 5.2 5.9 5.3  

(参考)前期実績 
(平成20年12月期) 

40,166 3,403 3,381 1,641 71 49 

 

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 

① 固定資産の減価償却の算定方法 

定率法を採用している資産については、会計年度に係る減価償却の額を期間按分して算定す

る方法によっております。 

② 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時

差異等の発生状況に著しい変化が無いと認められる場合に、前事業年度末において使用した将

来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

 

(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２四半期 
会計期間末 

(平成21年６月30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 8,171,157 4,723,151

受取手形 1,395,438 2,657,098

完成工事未収入金 3,171,087 6,858,211

材料貯蔵品 6,160 6,223

未成工事支出金 1,301,687 757,856

その他 300,039 329,886

貸倒引当金 △51,615 △44,615

流動資産合計 14,293,956 15,287,812

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,749,670 2,837,080

土地 5,373,725 5,110,670

その他（純額） 183,628 220,500

有形固定資産合計 8,307,023 8,168,251

無形固定資産 367,402 403,736

投資その他の資産   

その他 2,444,291 2,776,237

貸倒引当金 △52,898 △59,009

投資その他の資産合計 2,391,392 2,717,227

固定資産合計 11,065,818 11,289,215

資産合計 25,359,775 26,577,028

負債の部   

流動負債   

工事未払金 1,133,659 751,916

短期借入金 775,000 2,150,000

未払法人税等 525,766 597,114

賞与引当金 284,389 78,827

完成工事補償引当金 25,573 24,099

受注損失引当金 103,363 214,119

その他 660,845 1,120,001

流動負債合計 3,508,597 4,936,078

固定負債   

退職給付引当金 1,653,107 1,533,982

役員退職慰労引当金 312,515 319,950

固定負債合計 1,965,622 1,853,932

負債合計 5,474,220 6,790,010
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(単位：千円)

当第２四半期 
会計期間末 

(平成21年６月30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 14,174,797 13,934,600

自己株式 △1,197,441 △1,132,308

株主資本合計 19,939,727 19,764,662

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △54,172 22,355

評価・換算差額等合計 △54,172 22,355

純資産合計 19,885,554 19,787,018

負債純資産合計 25,359,775 26,577,028
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(2) 四半期損益計算書 
第２四半期累計期間 

(単位：千円)

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高  

完成工事高 14,138,817

売上原価  

完成工事原価 12,476,087

売上総利益 1,662,730

販売費及び一般管理費  

販売費及び一般管理費 704,310

営業利益 958,419

営業外収益  

受取利息 5,131

受取配当金 9,426

受取保険金 16,860

その他 3,909

営業外収益合計 35,327

営業外費用  

支払利息 7,065

売上割引 17,830

その他 5,826

営業外費用合計 30,722

経常利益 963,023

特別損失  

固定資産処分損 826

投資有価証券評価損 564

特別損失合計 1,390

税引前四半期純利益 961,633

法人税、住民税及び事業税 496,487

法人税等調整額 △96,010

法人税等合計 400,477

四半期純利益 561,155
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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２四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30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 961,633

減価償却費 176,192

貸倒引当金の増減額（△は減少） 889

賞与引当金の増減額（△は減少） 205,561

退職給付引当金の増減額（△は減少） 119,125

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △7,435

その他の引当金の増減額（△は減少） △109,281

受取利息及び受取配当金 △14,557

支払利息 7,065

売上債権の増減額（△は増加） 4,948,784

たな卸資産の増減額（△は増加） △543,768

仕入債務の増減額（△は減少） 381,742

固定資産処分損益（△は益） 826

投資有価証券評価損益（△は益） 564

その他 △405,155

小計 5,722,187

利息及び配当金の受取額 14,526

利息の支払額 △5,791

法人税等の支払額 △563,309

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,167,612

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 200,000

有形固定資産の取得による支出 △298,168

無形固定資産の取得による支出 △60,831

その他 100,418

投資活動によるキャッシュ・フロー △58,580

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 △320,893

自己株式の取得による支出 △65,132

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,761,025

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,348,006

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 8,050,157
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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) 中間損益計算書 

(単位：千円未満切捨て) 

 前中間会計期間 

(自 平成20年１月１日 

 至 平成20年６月30日) 

区分 金額(千円) 

Ⅰ 売上高   

   完成工事高 16,616,469 100.0 

Ⅱ 売上原価   

   完成工事原価 14,506,953 87.3 

   売上総利益 2,109,515 12.7 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 851,995 5.1 

   営業利益 1,257,519 7.6 

Ⅳ 営業外収益 21,757 0.1 

Ⅴ 営業外費用 30,087 0.2 

   経常利益 1,249,189 7.5 

Ⅵ 特別利益 79 0.0 

Ⅶ 特別損失 1,063 0.0 

   税引前中間純利益 1,248,206 7.5 

   法人税、住民税及び事業税 772,922  

   法人税等調整額 59,893  

  法人税等合計 832,816 5.0 

   中間純利益 415,390 2.5 

 

株式会社スペース　(9622)　平成21年12月期　第２四半期決算短信(非連結)

― 12 ―



(2) 中間キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円未満切捨て) 
 前中間会計期間 

(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年６月30日)

区分 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

   税引前中間純利益 1,248,206 

   減価償却費 90,674 

   貸倒引当金の増加額 31,118 

   賞与引当金の増加額 527,809 

   完成工事補償引当金の減少額 △   2,132 

   受注損失引当金の増加額 18,914 

   退職給付引当金の増加額 21,238 

   役員退職慰労引当金の増加額 7,865 

   受取利息及び受取配当金 △   17,984 

   支払利息及び社債利息 7,141 

   支払手数料 2,526 

   固定資産除売却損 375 

   売上債権の減少額 2,682,442 

   たな卸資産の増加額 △  797,274 

   仕入債務の増加額 179,073 

   未払消費税等の減少額 △   18,667 

   前払費用の増加額 △   12,437 

   未払金の減少額 △   17,907 

   未払費用の減少額 △   56,969 

   預り金の減少額 △  202,459 

   破産更生債権の増加額 △   6,508 

   その他 10,838 

    小計 3,695,885 

   利息及び配当金の受取額 18,113 

   利息の支払額 △   7,303 

   法人税等の支払額 △  799,853 

    営業活動によるキャッシュ・フロー 2,906,841 

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 △   6,042 

   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 △   59,039 

   無形固定資産の取得による支出 △   84,707 

   長期性預金の解約による収入 100,000 

   敷金・保証金差入による支出 △   4,739 

   敷金・保証金回収による収入 3,667 

   保険積立金の取得による支出 △    718 

   その他 △   1,310 

    投資活動によるキャッシュ・フロー △   52,809 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

   自己株式の取得による支出 △  178,589 

   自己株式の売却による収入 44 

   配当金の支払額 △  370,497 

    財務活動によるキャッシュ・フロー △  549,041 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 2,304,990 

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中間期末残高 6,472,850 
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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） 

区分 

前中間会計期間 

(自 平成20年１月１日 

 至 平成20年６月30日) 

当第２四半期累計期間 

(自 平成21年１月１日 

 至 平成21年６月30日) 

前事業年度 

(自 平成20年１月１日 

 至 平成20年12月31日) 

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 10,742,764 64.7 8,977,312 63.5 26,884,186 66.9

改装工事 4,125,934 24.8 3,981,519 28.2 9,656,493 24.0

環境・演出・展示工事 67,781 0.4 83,616 0.6 139,320 0.4

企画・設計・監理 509,353 3.1 288,351 2.0 1,237,323 3.1

その他 1,170,635 7.0 808,017 5.7 2,249,490 5.6

合計 16,616,469 100.0 14,138,817 100.0 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） 

区分 

前中間会計期間 

(自 平成20年１月１日 

 至 平成20年６月30日) 

当第２四半期累計期間 

(自 平成21年１月１日 

 至 平成21年６月30日) 

前事業年度 

(自 平成20年１月１日 

 至 平成20年12月31日) 

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 10,753,779 960,881 9,474,504 735,923 26,173,051 238,731

改装工事 4,338,335 229,829 4,040,643 168,951 9,748,892 109,827

環境・演出・展示工事 65,799 500 84,681 1,260 137,033 195

企画・設計・監理 489,408 180,044 330,326 154,408 1,149,768 112,433

その他 1,198,567 46,688 917,478 125,635 2,246,907 16,174

合計 16,845,889 1,417,944 14,847,633 1,186,178 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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