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1.  平成23年12月期第1四半期の業績（平成23年1月1日～平成23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 ％

23年12月期第1四半期 7,555 20.6 435 △27.7 432 △28.0 255 △30.3

22年12月期第1四半期 6,264 14.1 602 88.4 600 84.2 365 102.2

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

23年12月期第1四半期 11.61 ―

22年12月期第1四半期 16.14 ―

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

23年12月期第1四半期 27,087 19,649 72.5 894.24
22年12月期 25,536 19,667 77.0 895.07

（参考） 自己資本   23年12月期第1四半期  19,649百万円 22年12月期  19,667百万円

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

22年12月期 ― 10.00 ― 12.00 22.00
23年12月期 ―

23年12月期 
（予想）

11.00 ― 11.00 22.00

3.  平成23年12月期の業績予想（平成23年1月1日～平成23年12月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
(累計)

13,800 4.8 1,000 4.0 1,000 4.2 500 5.8 22.35

通期 30,000 2.6 1,900 2.6 1,900 2.6 1,000 18.2 44.70



(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） 23年12月期1Q  24,182,109株 22年12月期  24,182,109株

② 期末自己株式数 23年12月期1Q  2,208,907株 22年12月期  2,208,857株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年12月期1Q  21,973,214株 22年12月期1Q 22,674,529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を実施中です。 

※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１四半期累計期間（平成23年１月１日～平成23年３月31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好調により、一部の製造業においては緩やかな回復傾向にあり、設備投資

も持ち直しつつありました。また、政府の景気対策効果の影響もあり個人消費も改善の兆しをみせ

ておりましたが、今般発生いたしました東日本大震災により経済の先行きは全く不透明となり、当

社の属する業界動向も予断を許さない状況となりました。 

このような極めて厳しい状況の中、当社は第二次中期経営計画の初年度として、スペース流ビジ

ネススタイル再構築に取組み、企画・開発を軸に総合的取組みの強化、顧客満足を得るサービスの

確立並びに時流対応型の組織の構築等に取組んでまいりました。 

その結果、第１四半期累計期間における売上高は75億55百万円（前年同四半期比20.6％増）とな

り前年同四半期と比べ増加いたしましたが、営業利益は4億35百万円（前年同四半期比27.7％減）と

なり減少しております。 

これは、新たな顧客・未開拓分野・エリアへの実現に向け積極的な開発営業を行い、戦略的に物

件受注を行ってきたためであります。 

なお、経常利益は4億32百万円（前年同四半期比28.0％減）、四半期純利益は2億55百万円（前年

同四半期比30.3％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、大型商業施設や量販店等の出店があったものの、物件受注にはつな

がりませんでした。 

この結果、当分野の第１四半期累計期間の売上高は8億95百万円（前年同四半期期比19.9％減）

となりました。 

ｂ．複合商業施設 

複合商業施設分野では、大型商業施設の出店や企画・設計業務等が発生したものの、工事の受

注にはつながりませんでした。 

この結果、当分野の第１四半期累計期間の売上高は82百万円（前年同四半期期比78.8％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、緩やかな回復傾向にあり設備投資も持ち直しを見せ、積極的な出

店により多くの物件受注ができたため、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11億35百万円（前年同四半期期比24.4％

増）となりました。 

ｄ．衣料専門店 

衣料専門店分野では、緩やかな回復傾向にあり設備投資も持ち直しを見せ、積極的な出店によ

り多くの物件受注ができたため、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25億21百万円（前年同四半期期比49.1％

株式会社スペース　（9622）　平成23年12月期　第１四半期決算短信（非連結）

― 2 ―



増）となりました。 

ｅ．各種専門店 

各種専門店分野では、緩やかな回復傾向にあり設備投資も持ち直しを見せ、積極的な出店によ

り多くの物件受注ができたため、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23億73百万円（前年同四半期期比41.4％

増）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、積極的な出店及び注文商業建築の物件受注増加等により、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4億43百万円（前年同四半期期比4.2％増）

となりました。 

ｇ．サービス等 

サービス等分野では、オフィス、寮及び展示場等の物件受注ができたため、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62百万円（前年同四半期期比130.0％増）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等により余暇施設市場は伸び悩みの状況がみられま

したが、アミューズメント施設や喫煙ルーム等の物件受注ができたため、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41百万円（前年同四半期期比93.0％増）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１四半期会計期間末における資産合計は270億87百万円（前事業年度比15億51百万円増

加）となりました。 

流動資産は、前事業年度末に比べ16億51百万円増加し、172億55百万円となりました。これは、

完成工事未収入金が８億57百万円、未成工事支出金が16億26百万円増加し、現金及び預金が５

億95百万円、受取手形が３億57百万円減少したことなどによるものです。 

固定資産は、前事業年度末に比べ１億円減少し、98億32百万円となりました。これは、有形

固定資産が28百万円、無形固定資産が18百万円、投資その他の資産が53百万円減少したことな

どによるものです。 

（負債） 

当第１四半期会計期間末における負債合計は74億38百万円（前事業年度比15億69百万円増

加）となりました。 

流動負債は、前事業年度末に比べ16億76百万円増加し、53億81百万円となりました。これは、
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工事未払金が16億88百万円、賞与引当金が３億43百万円増加し、未払法人税等が２億23百万円、

受注損失引当金が49百万円、その他が83百万円減少したことによるものです。 

固定負債は、前事業年度末に比べ１億６百万円減少し、20億56百万円となりました。これは

退職給付引当金が34百万円、役員退職慰労引当金が72百万円減少したことによるものです。 

（純資産） 

当第１四半期会計期間末における純資産合計は196億49百万円（前事業年度比18百万円減少）

となりました。 

これは、利益剰余金が８百万円、その他有価証券評価差額金が９百万円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５億95百万円減少し、82億83百万円（前事業年度比6.7％減）となりました。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果使用した資金は、3億45百万円となりました。これは、税引前四半期純利益４

億10百万円の計上及び売上債権が４億99百万円、たな卸資産が16億29百万円増加し、仕入債務

が16億88百万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） 

投資活動の結果使用した資金は、3百万円となりました。これは、投資有価証券の売却による

収入が７百万円あったものの、有形固定資産の取得による支出が４百万円、無形固定資産の取

得による支出が５百万円あっ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、2億46百万円となりました。これは、配当金の支払２億46百

万円によるものです。 

 

(3) 業績予想に関する定性的情報 

平成23年12月期の業績予想につきましては、平成23年３月11日に発生いたしました「東日本大震

災」により業績に及ぼす影響が不明であるため、現時点では平成23年２月10日公表いたしました業

績予想を変更せずに記載しております。 

なお、業績予想に関して修正が必要となった場合には、速やかにお知らせいたします。 
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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 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平

成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第21号 平成20年３月31日）を適用しております。 

なお、これによる影響はありません。 

 

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１四半期 
会計期間末 

(平成23年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,304,429 8,899,655

受取手形 832,216 1,189,316

完成工事未収入金 5,241,801 4,384,798

材料及び貯蔵品 8,839 5,127

未成工事支出金 2,602,559 976,341

その他 291,301 177,546

貸倒引当金 △26,017 △29,592

流動資産合計 17,255,129 15,603,193

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,459,000 2,491,097

土地 5,112,390 5,112,390

その他（純額） 93,990 90,483

有形固定資産合計 7,665,381 7,693,971

無形固定資産 244,640 262,964

投資その他の資産   

その他 1,952,209 1,994,984

貸倒引当金 △29,430 △18,650

投資その他の資産合計 1,922,779 1,976,334

固定資産合計 9,832,801 9,933,270

資産合計 27,087,931 25,536,463

負債の部   

流動負債   

工事未払金 2,828,143 1,140,062

短期借入金 805,000 805,000

未払法人税等 272,625 496,123

賞与引当金 411,605 67,824

完成工事補償引当金 54,657 52,611

受注損失引当金 58,912 108,581

その他 950,930 1,034,885

流動負債合計 5,381,875 3,705,088

固定負債   

退職給付引当金 1,786,954 1,821,854

役員退職慰労引当金 268,963 341,060

その他 900 900

固定負債合計 2,056,818 2,163,814

負債合計 7,438,694 5,868,903
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(単位：千円)

当第１四半期 
会計期間末 

(平成23年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22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 3,566,789 3,566,789

利益剰余金 14,494,645 14,503,165

自己株式 △1,724,734 △1,724,707

株主資本合計 19,732,237 19,740,784

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △83,000 △73,223

評価・換算差額等合計 △83,000 △73,223

純資産合計 19,649,237 19,667,560

負債純資産合計 27,087,931 25,536,463
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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22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高   

完成工事高 6,264,831 7,555,864

売上原価   

完成工事原価 5,341,787 6,716,383

売上総利益 923,043 839,481

販売費及び一般管理費 320,282 403,632

営業利益 602,761 435,848

営業外収益   

受取利息 1,843 730

受取配当金 764 758

還付消費税等 2,240 －

受取地代家賃 － 994

その他 1,807 824

営業外収益合計 6,656 3,307

営業外費用   

支払利息 3,050 3,239

売上割引 5,022 2,349

その他 361 662

営業外費用合計 8,434 6,252

経常利益 600,983 432,903

特別利益   

固定資産売却益 1,412 －

投資有価証券売却益 － 5,634

貸倒引当金戻入額 6,928 －

特別利益合計 8,341 5,634

特別損失   

固定資産除売却損 121 87

投資有価証券評価損 9,025 28,014

特別損失合計 9,147 28,101

税引前四半期純利益 600,177 410,436

法人税、住民税及び事業税 291,097 261,014

法人税等調整額 △56,790 △105,737

法人税等合計 234,307 155,277

四半期純利益 365,869 255,159
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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22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23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 600,177 410,436

減価償却費 72,615 63,396

貸倒引当金の増減額（△は減少） △16,607 7,205

賞与引当金の増減額（△は減少） 194,808 343,781

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,615 △34,899

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,917 △72,096

その他の引当金の増減額（△は減少） △37,845 △47,622

受取利息及び受取配当金 △2,608 △1,489

支払利息 3,050 3,239

売上債権の増減額（△は増加） △1,391,995 △499,902

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,082,097 △1,629,930

仕入債務の増減額（△は減少） 1,720,168 1,688,080

固定資産除売却損益（△は益） △1,291 87

投資有価証券評価損益（△は益） 9,025 28,014

その他 134,095 △127,494

小計 204,798 130,807

利息及び配当金の受取額 1,853 1,333

利息の支払額 △2,861 △3,030

法人税等の支払額 △157,236 △474,308

営業活動によるキャッシュ・フロー 46,553 △345,198

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 － △4,412

有形固定資産の売却による収入 9,652 5

投資有価証券の取得による支出 － △883

投資有価証券の売却による収入 － 7,200

無形固定資産の取得による支出 △4,172 △5,761

その他 △233 291

投資活動によるキャッシュ・フロー 105,247 △3,561

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △297,796 △246,439

自己株式の取得による支出 △193 △27

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 △297,977 △246,466

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △146,176 △595,226

現金及び現金同等物の期首残高 8,690,861 8,878,655

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,544,684 8,283,429
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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) セグメント情報 

当社は、ディスプレイ事業のみの単一セグメントのため、記載を省略しております。 

（追加情報） 

当第１四半期会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第

17号 平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第20号 平成20年３月21日）を適用しております。 

 

(6) 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。 

株式会社スペース　（9622）　平成23年12月期　第１四半期決算短信（非連結）

― 10 ―



４．補足情報 

(1) 制作品別売上高 

 

前第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) 

当第１四半期累計期間 

(自 平成23年１月１日 

 至 平成23年３月31日) 

前事業年度 

(自 平成22年１月１日 

 至 平成22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 3,484,910 55.7 4,431,773 58.7 17,118,800 58.6

改装工事 1,963,220 31.3 2,232,906 29.5 8,241,007 28.2

建築工事 － － 64,892 0.9 80,107 0.3

環境・演出・展示工事 133,990 2.1 35,035 0.5 317,842 1.1

企画・設計・監理 57,207 0.9 67,955 0.9 859,721 2.9

その他 625,502 10.0 723,300 9.5 2,610,857 8.9

合計 6,264,831 100.0 7,555,864 100.0 29,228,337 100.0

(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) 

当第１四半期累計期間 

(自 平成23年１月１日 

 至 平成23年３月31日) 

前事業年度 

(自 平成22年１月１日 

 至 平成22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 4,147,272 1,607,322 5,708,848 2,323,619 17,220,384 1,046,545

改装工事 2,272,145 517,331 2,316,724 282,881 8,231,664 199,062

建築工事 － － 61,709 － 83,290 3,182

環境・演出・展示工事 154,411 23,845 51,381 51,071 349,143 34,725

企画・設計・監理 139,622 199,532 97,044 231,093 944,609 202,005

その他 672,378 209,621 637,806 125,199 2,658,805 210,693

合計 7,385,830 2,557,652 8,873,515 3,013,866 29,487,898 1,696,214

(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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