
平成22年12月期 第1四半期決算短信（非連結） 

平成22年5月7日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 スペース 上場取引所 東 名 

コード番号 9622 URL http://www.space-tokyo.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 加藤 千寿夫

問合せ先責任者 （役職名） 経営管理室長 （氏名） 三品 和久 TEL 03-3669-4008
四半期報告書提出予定日 平成22年5月14日

配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年12月期第1四半期の業績（平成22年1月1日～平成22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 ％

22年12月期第1四半期 6,264 14.1 602 88.4 600 84.2 365 102.2
21年12月期第1四半期 5,489 ― 319 ― 326 ― 180 ―

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

22年12月期第1四半期 16.14 ―

21年12月期第1四半期 7.89 ―

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

22年12月期第1四半期 26,750 19,767 73.9 871.81
21年12月期 24,504 19,637 80.1 866.07

（参考） 自己資本   22年12月期第1四半期  19,767百万円 21年12月期  19,637百万円

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

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

21年12月期 ― 14.00 ― 14.00 28.00

22年12月期 ―

22年12月期 
（予想）

10.00 ― 10.00 20.00

3.  平成22年12月期の業績予想（平成22年1月1日～平成22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

13,000 △8.1 750 △21.7 750 △22.1 400 △28.7 17.64

通期 26,000 0.6 1,500 △3.2 1,500 △3.8 800 △11.4 35.28
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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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年12月期第1四半期 24,182,109株 21年12月期  24,182,109株

② 期末自己株式数 22年12月期第1四半期  1,507,690株 21年12月期  1,507,390株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年12月期第1四半期 22,674,529株 21年12月期第1四半期 22,925,533株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 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５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。 
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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１四半期におけるわが国経済は、アジアを中心とする好調な外需により景気持ち直しの兆し

が見られたものの、自律性は弱く、企業の業況判断は依然として厳しい状況となっております。ま

た雇用環境の悪化等から生活防衛意識が高まり、個人消費は低迷し景気の先行きは不透明な状況で

推移してまいりました。 

当社の属するディスプレイ業界におきましては、百貨店及び量販店を含んだ流通小売業界におい

て、構造改革や低価格戦略等様々な施策を行っておりますが、設備投資は抑制傾向にあり、大変厳

しい状況が続いております。 

このような厳しい状況の中、当社は開発及び各本部の連携強化を図り、顧客のニーズにあった組

織体系でクオリティーの高いサービスやアフターフォローに努めてまいりました。 

この結果、当第１四半期累計期間の売上高は62億64百万円（前年同期比14.1％増）、営業利益は

６億２百万円（前年同期比88.4％増）、経常利益は６億円（前年同期比84.2％増）、四半期純利益

は３億65百万円（前年同期比102.2％増）となりました。 

 

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、大型商業施設及び量販店の出店があり、多くの受注をいただくこと

が出来たため、前第１四半期累計期間に比べ売上高は増加いたしました。 

この結果、当分野の第１四半期累計期間の売上高は11億17百万円（前年同期比24.2％増）とな

りました。 

ｂ．複合商業施設 

複合商業施設分野では、大型商業施設及び量販店の出店があり、環境・監理等の受注をいただ

くことが出来たため、前第１四半期累計期間に比べ売上高は増加いたしました。 

この結果、当分野の第１四半期累計期間売上高は３億91百万円（前年同期比127.2％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、出店計画や大型商業施設及び量販店の出店があり、受注をいただ

くことが出来たため、前第１四半期累計期間に比べ売上高は増加いたしました。 

この結果、当分野の第１四半期累計期間売上高は９億12百万円（前年同期比21.2％増）となり

ました。 

ｄ．衣料専門店 

衣料専門店分野では、出店計画や大型商業施設及び量販店の出店があり、受注をいただくこと

が出来たため、前第１四半期累計期間に比べ売上高は増加いたしました。 

この結果、当分野の第１四半期累計期間売上高は16億91百万円（前年同期比50.6％増）となり

ました。 
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ｅ．各種専門店 

各種専門店分野では、出店計画や受注競争の激化等により大型商業施設及び量販店への出店が

あったものの、前第１四半期累計期間に比べ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16億78百万円（前年同期比16.4％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等、積極的

にスクラップ＆ビルドを行っておりますが、前第１四半期累計期間に比べ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４億24百万円（前年同期比7.4％減）となりま

した。 

ｇ．サービス等 

サービス等分野では、設備投資の抑制傾向が一段と強まり、オフィス・ショールーム及び展示

会等の受注が減少し、前第１四半期累計期間に比べ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27百万円（前年同期比34.8％減）となりまし

た。 

ｈ．余暇施設 

余暇施設分野では、消費者の嗜好の多様化や所得環境の悪化による節約志向等により、設備投

資は抑制傾向となり、前第１四半期累計期間に比べ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21百万円（前年同期比34.8％減）となりまし

た。 

 

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22億45百万円増加し、267億50百万円となりました。その主

な要因は、現金及び預金が２億46百万円、受取手形が３億69百万円減少したものの、完成工事

未収入金が17億61百万円、未成工事支出金が10億82百万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21億15百万円増加し、69億82百万円となりました。その主

な要因は、受注損失引当金が39百万円減少したものの、工事未払金が17億20百万円、未払法人

税等が１億27百万円、賞与引当金が１億94百万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１億29百万円増加し、197億67百万円となりました。その

主な要因は、利益剰余金が48百万円、その他有価証券評価差額金が81百万円それぞれ増加した

ことによるものです。 
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(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１億46百万円減少

し、85億44百万円（前事業年度比1.7％減）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、46百万円となりました。

これは主に、税引前四半期純利益６億円の計上及び売上債権が13億91百万円、たな卸資産が10

億82百万円減少したものの、仕入債務が17億20百万円増加したことによるものです。 

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得られた資金は、１億５百万円となりまし

た。これは主に、有形固定資産の売却による収入９百万円、無形固定資産の取得による支出４

百万円及び定期預金の払戻による収入１億円によるものです。 

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、２億97百万円となりまし

た。これは主に、前事業年度の剰余金の処分における配当金の支払２億97百万円によるもので

す。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

企業の業況判断は依然として厳しい状況となっており、設備投資や雇用情勢・所得環境は先行き

不透明な状況が続くと予想されます。 

こうした状況の中、売上規模の拡大のみを求めるのではなく、利益体質の強化に努め、法令遵守

及び環境対策への取組みを強化し、スペース流ビジネススタイルを構築してまいります。 

なお、平成22年12月期の業績予想は平成22年２月10日に公表いたしました内容に、変更はありま

せん。 
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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 

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 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに

限定する方法によっております。 

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 

① 会計基準等の改正に伴う変更 

（完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更） 

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、

「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）の適用に伴

い、当第１四半期会計期間に着手した工事契約から、当第１四半期会計期間末までの進捗部分

について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗度の見積りは原

価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。 

なお、この変更による当第１四半期会計期間の損益に与える影響はありません。 

② ①以外の変更 

（表示方法の変更） 

前第１四半期累計期間において、営業外収益の「その他」に含めていた「還付消費税等」は、

営業外収益の100分の20を超えたため、当第１四半期累計期間より区分掲記しております。 

なお、前第１四半期累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「還付消費税等」は183千

円であります。 
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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22年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年12月31日) 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 8,565,684  8,811,861

  受取手形 642,051  1,011,749

  完成工事未収入金 4,638,519  2,876,826

  材料及び貯蔵品 5,370  5,630

  未成工事支出金 2,167,650  1,085,291

  その他 212,863  193,041

  貸倒引当金 △53,518  △62,465

  流動資産合計 16,178,620  13,921,934

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物(純額) 2,612,530  2,656,003

   土地 5,250,012  5,251,899

   その他(純額) 124,600  138,441

   有形固定資産合計 7,987,143  8,046,344

  無形固定資産 323,748  338,265

  投資その他の資産  

   その他 2,286,471  2,231,219

   貸倒引当金 △25,865  △33,525

   投資その他の資産合計 2,260,605  2,197,693

  固定資産合計 10,571,497  10,582,303

 資産合計 26,750,118  24,504,238

負債の部  

 流動負債  

  工事未払金 2,516,311  796,143

  短期借入金 805,000  805,000

  未払法人税等 329,440  201,800

  賞与引当金 266,299  71,490

  完成工事補償引当金 22,570  20,685

  受注損失引当金 35,700  75,430

  その他 878,685  771,708

  流動負債合計 4,854,007  2,742,258

 固定負債  

  退職給付引当金 1,800,423  1,802,038

  役員退職慰労引当金 327,057  322,140

  その他 900  －

  固定負債合計 2,128,380  2,124,178

 負債合計 6,982,387  4,866,436
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  (単位：千円)

 

当第１四半期 
会計期間末 

(平成22年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21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 3,566,816  3,566,821

  利益剰余金 14,245,214  14,196,790

  自己株式 △1,291,788  △1,291,614

  株主資本合計 19,915,779  19,867,534

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 △148,048  △229,732

  評価・換算差額等合計 △148,048  △229,732

 純資産合計 19,767,730  19,637,801

負債純資産合計 26,750,118  24,504,238
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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)

 

前第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) 

当第１四半期累計期間 

(自 平成22年１月１日 

 至 平成22年３月31日) 

売上高  

 完成工事高 5,489,013  6,264,831

売上原価  

 完成工事原価 4,804,747  5,341,787

売上総利益 684,265  923,043

販売費及び一般管理費 364,333  320,282

営業利益 319,932  602,761

営業外収益  

 受取利息 3,576  1,843

 受取配当金 936  764

 受取保険金 17,490  －

 還付消費税等 －  2,240

 その他 1,898  1,807

 営業外収益合計 23,902  6,656

営業外費用  

 支払利息 4,133  3,050

 売上割引 9,050  5,022

 その他 4,429  361

 営業外費用合計 17,614  8,434

経常利益 326,220  600,983

特別利益  

 固定資産売却益 －  1,412

 貸倒引当金戻入額 12,705  6,928

 特別利益合計 12,705  8,341

特別損失  

 固定資産除売却損 180  121

 投資有価証券評価損 3,143  9,025

 特別損失合計 3,324  9,147

税引前四半期純利益 335,601  600,177

法人税、住民税及び事業税 234,558  291,097

法人税等調整額 △79,938  △56,790

法人税等合計 154,619  234,307

四半期純利益 180,982  365,869
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(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書 

  (単位:千円)

 

前第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) 

当第１四半期累計期間 

(自 平成22年１月１日 

 至 平成22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  600,177

 減価償却費 87,191  72,615

 貸倒引当金の増減額(△は減少) △12,705  △16,607

 賞与引当金の増減額(△は減少) 236,481  194,808

 退職給付引当金の増減額(△は減少) 52,575  △1,615

 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) △12,247  4,917

 その他の引当金の増減額(△は減少) △27,093  △37,845

 受取利息及び受取配当金 △4,513  △2,608

 支払利息 4,133  3,050

 売上債権の増減額(△は増加) 3,177,299  △1,391,995

 たな卸資産の増減額(△は増加) △2,171,019  △1,082,097

 仕入債務の増減額(△は減少) 2,465,084  1,720,168

 固定資産除売却損益(△は益) 180  △1,291

 投資有価証券評価損益(△は益) 3,143  9,025

 その他 11,256  134,095

 小計 4,145,370  204,798

 利息及び配当金の受取額 4,483  1,853

 利息の支払額 △2,680  △2,861

 法人税等の支払額 △558,211  △157,236

 営業活動によるキャッシュ・フロー 3,588,962  46,553

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 －  100,000

 有形固定資産の取得による支出 △82,886  －

 有形固定資産の売却による収入 －  9,652

 無形固定資産の取得による支出 △41,829  △4,172

 その他 101,988  △233

 投資活動によるキャッシュ・フロー △22,727  105,247

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  △297,796

 自己株式の取得による支出 △69  △193

 自己株式の売却による収入 －  11

 財務活動によるキャッシュ・フロー △1,696,594  △297,977

現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 1,869,641  △146,176

現金及び現金同等物の期首残高 4,702,151  8,690,861

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,571,792  8,544,684
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(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。 

 

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 

 

前第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) 

当第１四半期累計期間 

(自 平成22年１月１日 

 至 平成22年３月31日) 

前事業年度 

(自 平成21年１月１日 

 至 平成21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 3,261,695 59.4 3,484,910 55.7 15,949,222 61.7

改装工事 1,682,427 30.7 1,963,220 31.3 7,349,241 28.4

環境・演出・展示

工事 
52,294 0.9 133,990 2.1 324,599 1.3

企画・設計・監理 88,726 1.6 57,207 0.9 561,966 2.2

その他 403,868 7.4 625,502 10.0 1,668,279 6.4

合計 5,489,013 100.0 6,264,831 100.0 25,853,309 100.0

(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 

 

前第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) 

当第１四半期累計期間 

(自 平成22年１月１日 

 至 平成22年３月31日) 

前事業年度 

(自 平成21年１月１日 

 至 平成21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 5,139,409 2,116,446 4,147,272 1,607,322 16,655,451 944,960

改装工事 2,141,799 569,199 2,272,145 517,331 7,447,819 208,406

環境・演出・展示

工事 
64,920 12,821 154,411 23,845 327,828 3,424

企画・設計・監理 219,079 242,786 139,622 199,532 566,650 117,117

その他 516,279 128,585 672,378 209,621 1,814,849 162,745

合計 8,081,489 3,069,838 7,385,830 2,557,652 26,812,600 1,436,653

(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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