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（百万円未満切捨て） 
１．平成22年12月期第２四半期の業績（平成22年１月１日～平成22年６月30日） 
(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２四半期 13,166 △6.9 961 0.3 959 △0.4 472 △15.8
21年12月期第２四半期 14,138 － 958 － 963 － 561 －

 

 
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２四半期 20 93 －
21年12月期第２四半期 24 51 －

 
(2) 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

22年12月期第２四半期 25,048 19,513 77.9 876 80
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２四半期 19,513百万円  21年12月期 19,637百万円 
 
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 

21年12月期 － 14 00 － 14 00 28 00 
22年12月期 － 10 00  
22年12月期(予想)  － 10 00 20 00 
（注）当四半期における配当予想の修正有無： 無 
 
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、対前期増減率） 

 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 26,000 0.6 1,600 3.3 1,600 2.6 800 △11.4 35 28
（注）当四半期における業績予想の修正有無 ： 有 
 



４．その他（詳細は、【添付資料】P.5「その他の情報」をご覧ください。） 
 

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有 
（注）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の有無となります。 

 
(2) 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 ： 有 
② ①以外の変更 ： 無 
（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

 
(3) 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） 22年12月期第２四半期 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２四半期 1,926,168株 21年12月期 1,507,390株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 22年12月期第２四半期 22,571,691株 21年12月期第２四半期 22,896,919株
 
 

（※ 四半期レビュー手続きの実施状況に関する表示） 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の

開示時点において、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続きが実施中です。 

 

（※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項） 

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P.4「１．当四半期の業績等に関する定性的情報 (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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１．当四半期の業績等に関する定性的情報 

(1) 経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間（平成22年１月１日～平成22年６月30日）におけるわが国経済は、新興国

を中心とした海外経済の改善を受け、製造業に続き非製造業においても回復の兆しが見えましたが、

本格的な回復には至っておらず雇用情勢は依然として厳しく、先行きに不透明感が強く残っており

ます。 

当社の属するディスプレイ業界におきましても、企業収益の改善が見られたものの設備投資や個

人消費は回復には至っておらず引き続き設備投資は抑制傾向で推移し、回復の足取りは重い状況と

なりました。 

このような厳しい状況の中、当社はお客様のニーズに合わせた柔軟な組織体制で、当社の総合力

を活かした高いサービスを提案し、業務の発生に努めてまいりました。 

この結果、当第２四半期累計期間の売上高は131億66百万円（前年同四半期比6.9％減）、営業利

益は９億61百万円（前年同四半期比0.3％増）、経常利益は９億59百万円（前年同四半期比0.4％

減）、四半期純利益は４億72百万円（前年同四半期比15.8％減）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や改装工事等があり、受注をいただ

くことが出来ましたが、設備投資は抑制傾向にあり前第２四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２四半期累計期間の売上高は26億67百万円（前年同四半期比27.8％減）

となりました。 

ｂ．複合商業施設 

複合商業施設分野では、開発営業に力を入れてリーシング活動を行い、企画、設計及び監理等

の受注をいただくことが出来たため、前第２四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２四半期累計期間売上高は７億66百万円（前年同四半期比26.6％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、お客様の出店計画に基づいた大型商業施設及び量販店への出店が

あり、受注をいただくことが出来たため、前第２四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２四半期累計期間売上高は19億56百万円（前年同四半期比8.4％増）とな

りました。 

ｄ．衣料専門店 

衣料専門店分野では、お客様の出店計画に基づいた大型商業施設及び量販店への出店があり、

受注をいただくことが出来たため、前第２四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２四半期累計期間売上高は29億56百万円（前年同四半期比7.9％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、大型商業施設及び量販店への出店があったものの、お客様の受注競争の

激化等により、前第２四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２四半期累計期間売上高は35億86百万円（前年同四半期比14.8％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、お客様の出店計画によるスクラップ＆ビルドや既存店舗の立

地移転等の受注をいただくことが出来たため、前第２四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２四半期累計期間売上高は９億17百万円（前年同四半期比1.4％増）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続いている中、ショールーム及び展示会什器等の

受注をいただくことが出来たため、前第２四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２四半期累計期間売上高は２億22百万円（前年同四半期比200.2％増）と

なりました。 

ｈ．余暇施設 

余暇施設分野では、アミューズメント施設等の受注をいただくことが出来ましたが、生活防衛

意識の高まりから設備投資の抑制傾向が強く、前第２四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２四半期累計期間売上高は93百万円（前年同四半期比10.1％減）となり

ました。 

 

(2) 財政状態に関する定性的情報 

① 四半期累計期間末の資産、負債、純資産の状況 

（資産） 

当第２四半期累計期間末における総資産は250億48百万円（前事業年度比５億44百万円の増

加）となりました。その主な要因は、完成工事未収入金が２億５百万円、有形固定資産の土地

が１億39百万円減少したものの、現金及び預金が７億60百万円、受取手形が２億87百万円、未

成工事支出金が１億80百万円それぞれ増加したことによるものです。 

（負債） 

当第２四半期累計期間末における負債合計は55億34百万円（前事業年度比６億68百万円の増

加）となりました。その主な要因は、工事未払金が３億39百万円、未払法人税等が２億61百万

円、賞与引当金が１億47百万円それぞれ増加したことによるものです。 

（純資産） 

当第２四半期累計期間末における純資産は195億13百万円（前事業年度比１億23百万円の減

少）となりました。その主な要因は、利益剰余金が１億54百万円増加したものの、自己株式の
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取得による２億58百万円が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２四半期累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前事業年度

末に比べ８億60百万円増加し、95億51百万円（前事業年度比9.9％増）となりました。 

 

（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、10億47百万円となりました。これは主に、税引前四半期純

利益８億52百万円の計上及びたな卸資産が増加し１億79百万円となったものの、仕入債務が３

億39百万円増加したことによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果得られた資金は、３億89百万円となりました。これは主に、関係会社出資金

の払込30百万円の支出により減少したものの、定期預金の払戻により４億円増加したことによ

るものです。 

（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、５億76百万円となりました。これは主に、自己株式の取得

による支出２億59百万円と配当金の支払額３億17百万円によるものです。 

 

(3) 業績予想に関する定性的情報 

製造業に続き非製造業においても回復の兆しが見え始めたものの、本格的な回復には至っておら

ず、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。 

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、スペースとしてのビジネススタイルを構築し利益確保に努めて

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

のように修正いたします。 

 売上高 営業利益 経常利益 
四半期(当期) 

純利益 

１株当たり四半

期(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) 26,000 1,500 1,500 800 35 28 

今回発表予想(B) 26,000 1,600 1,600 800 35 28 

増減額(B-A) － 100 100 －  

増減率(%) － 6.7 6.7 －  

(参考)前期実績 

(平成21年12月期) 
25,853 1,549 1,559 902 39 50 
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２．その他の情報 

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

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２四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。 

これにより、従来の方法によった場合と比べ、当第２四半期累計期間に係る完成工事高は

110,693千円増加し、売上総利益、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益は、それぞれ

11,002千円増加しております。 

② ①以外の変更 

該当事項はありません。 
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３．四半期財務諸表 

(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22年６月30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 9,572,741  8,811,861

  受取手形 1,299,357  1,011,749

  完成工事未収入金 2,671,720  2,876,826

  未成工事支出金 1,265,639  1,085,291

  材料及び貯蔵品 5,237  5,630

  その他 307,601  193,041

  貸倒引当金 △37,138  △62,465

  流動資産合計 15,085,159  13,921,934

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物(純額) 2,565,322  2,656,003

   土地 5,112,390  5,251,899

   その他(純額) 111,464  138,441

   有形固定資産合計 7,789,178  8,046,344

  無形固定資産 304,795  338,265

  投資その他の資産  

   その他 1,891,156  2,231,219

   貸倒引当金 △21,474  △33,525

   投資その他の資産合計 1,869,682  2,197,693

  固定資産合計 9,963,655  10,582,303

 資産合計 25,048,814  24,504,238

負債の部  

 流動負債  

  工事未払金 1,135,707  796,143

  短期借入金 805,000  805,000

  未払法人税等 462,987  201,800

  賞与引当金 219,438  71,490

  完成工事補償引当金 27,639  20,685

  受注損失引当金 37,126  75,430

  その他 704,817  771,708

  流動負債合計 3,392,715  2,742,258

 固定負債  

  退職給付引当金 1,809,468  1,802,038

  役員退職慰労引当金 331,825  322,140

  その他 900  －

  固定負債合計 2,142,193  2,124,178

 負債合計 5,534,909  4,866,436
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  (単位：千円)

 

当第２四半期 
会計期間末 

(平成22年６月30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 3,566,805  3,566,821

  利益剰余金 14,351,742  14,196,790

  自己株式 △1,550,147  △1,291,614

  株主資本合計 19,763,937  19,867,534

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 △250,031  △229,732

  評価・換算差額等合計 △250,031  △229,732

 純資産合計 19,513,905  19,637,801

負債純資産合計 25,048,814  24,504,238

 



株式会社スペース (9622) 平成22年12月期 第２四半期決算短信（非連結） 

 - 8 -

(2) 四半期損益計算書 

第２四半期累計期間 

  (単位：千円)

 

前第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) 

当第２四半期累計期間 

(自 平成22年１月１日 

 至 平成22年６月30日) 

売上高  

 完成工事高 14,138,817  13,166,818

売上原価  

 完成工事原価 12,476,087  11,536,066

売上総利益 1,662,730  1,630,751

販売費及び一般管理費 704,310  669,098

営業利益 958,419  961,652

営業外収益  

 受取利息 5,131  2,098

 受取配当金 9,426  9,427

 受取保険金 16,860  －

 その他 3,909  6,782

 営業外収益合計 35,327  18,308

営業外費用  

 支払利息 7,065  6,084

 売上割引 17,830  11,491

 その他 5,826  2,824

 営業外費用合計 30,722  20,400

経常利益 963,023  959,561

特別利益  

 固定資産売却益 －  7,679

 貸倒引当金戻入額 －  21,094

 その他 －  99

 特別利益合計 －  28,873

特別損失  

 固定資産除売却損 826  237

 投資有価証券評価損 564  －

 減損損失 －  135,454

 特別損失合計 1,390  135,692

税引前四半期純利益 961,633  852,742

法人税、住民税及び事業税 496,487  416,659

法人税等調整額 △96,010  △36,315

法人税等合計 400,477  380,344

四半期純利益 561,155  472,398
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第２四半期会計期間 

  (単位：千円)

 

前第２四半期会計期間 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期会計期間 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

売上高  

 完成工事高 8,649,803  6,901,986

売上原価  

 完成工事原価 7,671,339  6,194,278

売上総利益 978,464  707,707

販売費及び一般管理費 352,682  348,816

営業利益 625,781  358,891

営業外収益  

 受取利息 1,555  255

 受取配当金 8,489  8,662

 その他 1,379  2,734

 営業外収益合計 11,424  11,652

営業外費用  

 支払利息 2,931  3,034

 売上割引 8,780  6,468

 その他 1,396  2,463

 営業外費用合計 13,108  11,966

経常利益 624,097  358,577

特別利益  

 固定資産売却益 －  6,266

 貸倒引当金戻入額 －  14,166

 投資有価証券評価損戻入益 2,579  9,025

 その他 －  99

 特別利益合計 2,579  29,558

特別損失  

 固定資産除売却損 645  116

 減損損失 －  135,454

 特別損失合計 645  135,570

税引前四半期純利益 626,031  252,565

法人税、住民税及び事業税 261,929  125,561

法人税等調整額 △16,071  20,474

法人税等合計 245,858  146,036

四半期純利益 380,173  106,528
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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) 

当第２四半期累計期間 

(自 平成22年１月１日 

 至 平成22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  852,742

 減価償却費 176,192  145,172

 減損損失 －  135,454

 貸倒引当金の増減額(△は減少) 889  △37,378

 賞与引当金の増減額(△は減少) 205,561  147,947

 退職給付引当金の増減額(△は減少) 119,125  7,430

 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) △7,435  9,685

 その他の引当金の増減額(△は減少) △109,281  △31,350

 受取利息及び受取配当金 △14,557  △11,525

 支払利息 7,065  6,084

 売上債権の増減額(△は増加) 4,948,784  △82,502

 たな卸資産の増減額(△は増加) △543,768  △179,953

 仕入債務の増減額(△は減少) 381,742  339,563

 固定資産除売却損益(△は益) 826  △7,441

 投資有価証券評価損益(△は益) 564  －

 その他 △405,155  △94,225

 小計 5,722,187  1,199,702

 利息及び配当金の受取額 14,526  10,700

 利息の支払額 △5,791  △5,929

 法人税等の支払額 △563,309  △156,944

 営業活動によるキャッシュ・フロー 5,167,612  1,047,529

投資活動によるキャッシュ・フロー  

 関係会社出資金の払込による支出 －  △30,000

 定期預金の払戻による収入 200,000  400,000

 有形固定資産の取得による支出 △298,168  △718

 有形固定資産の売却による収入 －  29,616

 無形固定資産の取得による支出 △60,831  △8,884

 その他 100,418  △185

 投資活動によるキャッシュ・フロー △58,580  389,828

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  △317,389

 自己株式の取得による支出 △65,132  △259,129

 自己株式の売却による収入 －  42

 財務活動によるキャッシュ・フロー △1,761,025  △576,477

現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 3,348,006  860,880

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 8,050,157  9,551,741
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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) 四半期損益計算書に関する注記 

減損損失 

当第２四半期累計期間において、当社は以下の資産について減損損失を計上いたしました。 

場所 用途 種類 金額(千円) 

東京都中央区 遊休資産 土地 135,454 

(経緯) 

上記の遊休資産は遊休状態であり、地価が著しく下落したため、帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上いたしました。 

(グルーピングの方法) 

当社は、各本部別に資産をグルーピングしております。なお、遊休資産におきましては、個

別にグルーピングしております。 

(回収可能価額の算定方法) 

回収可能価額は正味売却価額により測定しており、不動産鑑定評価基準に準じて評価してお

ります。 
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４．補足情報 

(1) 制作品別売上高 

 

区分 

前第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) 

当第２四半期累計期間 

(自 平成22年１月１日 

 至 平成22年６月30日) 

前事業年度 

(自 平成21年１月１日 

 至 平成21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 8,977,312 63.5 7,269,193 55.2 15,949,222 61.7

改装工事 3,981,519 28.2 4,011,669 30.5 7,349,241 28.4

建築工事 － － 16,470 0.1 － －

環境・演出・展示工事 83,616 0.6 168,282 1.3 324,599 1.3

企画・設計・監理 288,351 2.0 423,135 3.2 561,966 2.2

その他 808,017 5.7 1,278,067 9.7 1,668,279 6.4

合計 14,138,817 100.0 13,166,818 100.0 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 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残高 

 

区分 

前第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) 

当第２四半期累計期間 

(自 平成22年１月１日 

 至 平成22年６月30日) 

前事業年度 

(自 平成21年１月１日 

 至 平成21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 9,474,504 735,923 6,939,069 614,837 16,655,451 944,960

改装工事 4,040,643 168,951 3,940,429 137,165 7,447,819 208,406

建築工事 － － 16,470 － － －

環境・演出・展示工事 84,681 1,260 186,968 22,110 327,828 3,424

企画・設計・監理 330,326 154,408 462,985 156,967 566,650 117,117

その他 917,478 125,635 1,311,653 196,331 1,814,849 162,745

合計 14,847,633 1,186,178 12,857,575 1,127,411 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 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
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