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1.  平成22年12月期第3四半期の業績（平成22年1月1日～平成22年9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 ％

22年12月期第3四半期 19,881 1.8 1,353 17.8 1,350 16.9 557 △17.7

21年12月期第3四半期 19,521 ― 1,148 ― 1,155 ― 678 ―

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3四半期 24.85 ―

21年12月期第3四半期 29.65 ―

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3四半期 27,269 19,414 71.2 875.56
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3四半期  19,414百万円 21年12月期  19,637百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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

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）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 26,000 0.6 1,600 3.3 1,600 2.6 800 △11.4 35.28



(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 

（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） 

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 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） 22年12月期3Q  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3Q  2,008,702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3Q  22,452,230株 21年12月期3Q 22,875,431株

※四半期レビュー手続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きの対象外であり、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「(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３四半期累計期間（平成22年１月１日～平成22年９月30日）におけるわが国経済は、景気が

穏やかに持ち直しており自律回復に向けた動きが見られるものの、依然として雇用環境は厳しく急

速な円高が進展するなど景気の先行きに対する不透明な経営環境で推移いたしました。 

当社の属するディスプレイ業界におきましても、企業収益は緩やかな回復基調で推移いたしまし

たが、個人消費及び設備投資は抑制傾向であり引き続き厳しい経営環境となりました。 

このような状況の中、当社は独自の技術力、最上のサービス等総合力を活かしてお客様のニーズ

に応えると伴に、経営環境の変化に対応するようコスト管理を徹底してまいりました。 

この結果、当第３四半期累計期間の売上高は198億81百万円（前年同四半期比1.8％増）、営業利

益は13億53百万円（前年同四半期比17.8％増）、経常利益は13億50百万円（前年同四半期比16.9％

増）、四半期純利益は５億57百万円（前年同四半期比17.7％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新規出店や改装工事等があり、受注をい

ただく事が出来ましたが、厳しい受注環境等により前第３四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３四半期累計期間の売上高は38億50百万円（前年同四半期比19.2％減）

となりました。 

ｂ．複合商業施設 

複合商業施設分野では、デベロッパーによるリーシング活動を手伝い、企画・設計及び監理等

の受注をいただく事が出来たため、前第３四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３四半期累計期間売上高は９億81百万円（前年同四半期比46.3％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、お客様の出店計画及び大型商業施設の新規出店や改装工事に伴い、

多くの受注をいただく事が出来たため、前第３四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３四半期累計期間売上高は30億４百万円（前年同四半期比14.1％増）と

なりました。 

ｄ．衣料専門店 

衣料専門店分野では、お客様の出店計画及び大型商業施設の新規出店や改装工事に伴い、多く

の受注をいただく事が出来たため、前第３四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３四半期累計期間売上高は45億75百万円（前年同四半期比16.0％増）と

なりました。 

ｅ．各種専門店 

各種専門店分野では、お客様の出店計画及び大型商業施設の新規出店や改装工事に伴い、受注

をいただく事が出来ましたが、厳しい受注環境のため、前第３四半期累計期間に比べ売上高は減
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少いたしました。 

この結果、当分野の第３四半期累計期間売上高は56億69百万円（前年同四半期比2.3％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事が出来たため、前第３四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３四半期累計期間売上高は13億59百万円（前年同四半期比0.7％増）とな

りました。 

ｇ．サービス等 

サービス等分野では、大型ショールームや展示会什器等の受注をいただく事が出来たため、前

第３四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３四半期累計期間売上高は３億11百万円（前年同四半期比135.1％増）と

なりました。 

ｈ．余暇施設 

余暇施設分野では、景気の低迷によるレジャー費の抑制や、少子化などによる入場者の減少等

により設備投資の抑制傾向が続き、前第３四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３四半期累計期間売上高は１億29百万円（前年同四半期比42.2％減）と

なりました。 

 

(2) 財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債、純資産の状況 

（資産） 

当第３四半期末における総資産は272億69百万円（前事業年度比27億65百万円の増加）となり

ました。その主な要因は、受取手形が70百万円、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４億19百万円、完成工事未収入金が17億50百万円、未成工事支出金が

11億62百万円それぞれ増加したことによるものです。 

（負債） 

当第３四半期末における負債は78億55百万円（前事業年度比29億89百万円の増加）となりま

した。その主な要因は、工事未払金が21億90百万円、未払法人税等が２億40百万円、賞与引当

金が４億27百万円それぞれ増加したことによるものです。 

（純資産） 

当第３四半期末における純資産は194億14百万円（前事業年度比２億23百万円の減少）となり

ました。その主な要因は、自己株式の取得により３億16百万円が減少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３四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５億19百万円増加し、92億10百万円（前事業年度比6.0％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、９億79百万円となりました。これは主に、税引前四半期純

利益11億16百万円の計上及び売上債権が16億80百万円、たな卸資産が11億63百万円、仕入債務

が21億90百万円それぞれ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、有形固定資産の売却による収入29百万円、定期

預金の払戻による収入４億円が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、８億50百万円となりました。これは主に、自己株式の取得

による支出３億17百万円と配当金の支払額５億32百万円によるものです。 

 

(3) 業績予想に関する定性的情報 

自律回復に向け、景気は穏やかに持ち直しつつありますが、デフレの影響や雇用情勢の悪化、急

速な円高等厳しさが残っております。 

こうした状況の中、スペースの総合力を活かした営業活動を行い売上高及び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８月６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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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 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) 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３四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３四半期累計期間に係る完成工事高は

469,376千円増加し、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

80,648千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３四半期 
会計期間末 

(平成22年９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 9,231,215  8,811,861

  受取手形 941,259  1,011,749

  完成工事未収入金 4,627,606  2,876,826

  未成工事支出金 2,247,947  1,085,291

  材料及び貯蔵品 6,293  5,630

  その他 396,817  193,041

  貸倒引当金 △28,313  △62,465

  流動資産合計 17,422,825  13,921,934

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物(純額) 2,528,242  2,656,003

   土地 5,112,390  5,251,899

   その他(純額) 101,447  138,441

   有形固定資産合計 7,742,080  8,046,344

  無形固定資産 281,432  338,265

  投資その他の資産  

   その他 1,845,103  2,231,219

   貸倒引当金 △21,596  △33,525

   投資その他の資産合計 1,823,507  2,197,693

  固定資産合計 9,847,020  10,582,303

 資産合計 27,269,846  24,504,238

負債の部  

 流動負債  

  工事未払金 2,987,029  796,143

  短期借入金 805,000  805,000

  未払法人税等 442,054  201,800

  賞与引当金 498,937  71,490

  完成工事補償引当金 32,903  20,685

  受注損失引当金 68,600  75,430

  その他 866,694  771,708

  流動負債合計 5,701,219  2,742,258

 固定負債  

  退職給付引当金 1,816,999  1,802,038

  役員退職慰労引当金 336,555  322,140

  その他 900  －

  固定負債合計 2,154,454  2,124,178

 負債合計 7,855,673  4,866,436
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  (単位：千円)

 

当第３四半期 
会計期間末 

(平成22年９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 14,214,783  14,196,790

  自己株式 △1,608,474  △1,291,614

  株主資本合計 19,568,651  19,867,534

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 △154,479  △229,732

  評価・換算差額等合計 △154,479  △229,732

 純資産合計 19,414,172  19,637,801

負債純資産合計 27,269,846  24,504,238

 

株式会社スペース　(9622)　平成22年12月期　第３四半期決算短信（非連結）

― 7 ―



(2) 四半期損益計算書 

第３四半期累計期間 

  (単位：千円)

 

前第３四半期累計期間 

(自 平成21年１月１日 

 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期累計期間 

(自 平成22年１月１日 

 至 平成22年９月30日) 

売上高  

 完成工事高 19,521,174  19,881,908

売上原価  

 完成工事原価 17,329,099  17,526,741

売上総利益 2,192,075  2,355,167

販売費及び一般管理費 1,043,317  1,001,749

営業利益 1,148,757  1,353,417

営業外収益  

 受取利息 7,040  3,590

 受取配当金 10,411  10,271

 受取保険金 23,193  －

 その他 4,787  9,681

 営業外収益合計 45,432  23,543

営業外費用  

 支払利息 10,375  9,151

 売上割引 21,698  13,887

 その他 6,636  3,287

 営業外費用合計 38,709  26,326

経常利益 1,155,481  1,350,635

特別利益  

 固定資産売却益 4,168  7,679

 貸倒引当金戻入額 4,489  32,052

 その他 518  99

 特別利益合計 9,176  39,831

特別損失  

 固定資産除売却損 5,683  237

 投資有価証券評価損 －  138,686

 減損損失 －  135,454

 特別損失合計 5,683  274,379

税引前四半期純利益 1,158,974  1,116,087

法人税、住民税及び事業税 733,479  730,062

法人税等調整額 △252,715  △171,973

法人税等合計 480,764  558,088

四半期純利益 678,210  557,998
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第３四半期会計期間 

  (単位：千円)

 

前第３四半期会計期間 

(自 平成21年７月１日 

 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成22年７月１日 

 至 平成22年９月30日) 

売上高  

 完成工事高 5,382,357  6,715,089

売上原価  

 完成工事原価 4,853,012  5,990,674

売上総利益 529,344  724,415

販売費及び一般管理費 347,650  332,650

営業利益 181,694  391,764

営業外収益  

 受取利息 1,908  1,491

 受取配当金 985  844

 受取保険金 6,333  －

 その他 878  2,898

 営業外収益合計 10,105  5,234

営業外費用  

 支払利息 3,309  3,067

 売上割引 3,867  2,395

 その他 1,059  462

 営業外費用合計 8,236  5,925

経常利益 183,563  391,074

特別利益  

 固定資産売却益 4,168  －

 貸倒引当金戻入額 13,384  10,957

 その他 1,082  －

 特別利益合計 18,635  10,957

特別損失  

 固定資産除売却損 4,857  －

 投資有価証券評価損 －  138,686

 特別損失合計 4,857  138,686

税引前四半期純利益 197,341  263,345

法人税、住民税及び事業税 236,991  313,402

法人税等調整額 △156,705  △135,657

法人税等合計 80,286  177,744

四半期純利益 117,055  85,600

 

株式会社スペース　(9622)　平成22年12月期　第３四半期決算短信（非連結）

― 9 ―



(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書 

  (単位:千円)

 

前第３四半期累計期間 

(自 平成21年１月１日 

 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期累計期間 

(自 平成22年１月１日 

 至 平成22年９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 1,158,974  1,116,087

 減価償却費 266,162  217,265

 減損損失 －  135,454

 貸倒引当金の増減額(△は減少) △38,438  △46,081

 賞与引当金の増減額(△は減少) 525,924  427,446

 退職給付引当金の増減額(△は減少) 200,060  14,961

 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) △2,622  14,415

 その他の引当金の増減額(△は減少) △75,516  5,387

 受取利息及び受取配当金 △17,452  △13,862

 支払利息 10,375  9,151

 売上債権の増減額(△は増加) 5,453,687  △1,680,290

 たな卸資産の増減額(△は増加) △1,315,776  △1,163,318

 仕入債務の増減額(△は減少) 896,969  2,190,886

 固定資産除売却損益(△は益) 1,515  △7,441

 投資有価証券評価損益(△は益) －  138,686

 その他 △396,831  100,637

 小計 6,667,032  1,459,387

 利息及び配当金の受取額 17,440  12,550

 利息の支払額 △9,202  △9,115

 法人税等の支払額 △1,074,315  △482,856

 営業活動によるキャッシュ・フロー 5,600,955  979,964

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 400,000  400,000

 有形固定資産の取得による支出 △303,581  △3,137

 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 △76,051  △6,470

 その他 113,703  △121

 投資活動によるキャッシュ・フロー 134,069  389,886

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) △1,345,000  －

 配当金の支払額 △630,368  △532,847

 自己株式の取得による支出 △65,389  △317,693

 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 △2,040,758  △850,497

現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 3,694,267  519,353

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 8,396,418  9,210,215
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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) 追加情報 

平成22年９月18日開催の取締役会において、当社子会社である仕碧空間工程設計諮詢（上海）有

限公司に対して70百万円の追加出資を行なう決議をいたしました。 

１．出資会社の概要 

(1) 会社名    ：仕碧空間工程設計諮詢（上海）有限公司 

(2) 増資前資本金 ：30百万円 

(3) 増資額    ：70百万円 

(4) 事業の内容  ：各種商業施設に関する建築意匠・建築企画コンサルティング・関連設備 

          の技術コンサルティング、図面設計、建築資材及び家具の卸売・輸出入 

          及びその他関連業務 

２．追加出資の目的 

強固な経営基盤の確立及び事業の拡大発展のため 
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４．補足情報 

(1) 制作品別売上高 

 

前第３四半期累計期間 

(自 平成21年１月１日 

 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期累計期間 

(自 平成22年１月１日 

 至 平成22年９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) 
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 12,070,530 61.8 11,092,790 55.8 15,949,222 61.7

改装工事 5,839,074 29.9 6,145,263 30.9 7,349,241 28.4

建築工事 － － 16,470 0.1 － －

環境・演出・展示工事 104,650 0.5 234,024 1.2 324,599 1.3

企画・設計・監理 366,886 1.9 511,454 2.6 561,966 2.2

その他 1,140,032 5.9 1,881,905 9.4 1,668,279 6.4

合計 19,521,174 100.0 19,881,908 100.0 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 

 

前第３四半期累計期間 

(自 平成21年１月１日 

 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期累計期間 

(自 平成22年１月１日 

 至 平成22年９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) 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 12,879,966 1,048,167 11,976,423 1,828,593 16,655,451 944,960

改装工事 6,035,425 306,179 6,506,553 569,696 7,447,819 208,406

建築工事 － － 41,623 25,153 － －

環境・演出・展示工事 108,385 3,930 231,699 1,098 327,828 3,424

企画・設計・監理 601,027 346,574 706,475 312,137 566,650 117,117

その他 1,281,352 157,494 1,982,650 263,490 1,814,849 162,745

合計 20,906,158 1,862,346 21,445,425 3,000,170 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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