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平成23年11月30日 

各 位 

会 社 名 株 式 会 社 ス ペ ー ス

代 表 者 名 代表取締役社長 加藤 千寿夫

（コード番号：9622 東証２部、名証２部）

問 合 せ 先 経営管理室長  三品  和久

（ T E L . 0 3 - 3 6 6 9 - 4 0 0 8 )

 

 

（訂正）「平成21年12月期決算短信(非連結)」の一部訂正に関するお知らせ 
 

 

 平成22年２月10日（水）に開示しました「平成21年12月期決算短信(非連結)」の記載内容について一

部誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。 

 なお、訂正箇所には  線で表示しております。 

 

記 

 

 

 訂正の内容 

  １．経営成績 

   (2) 財政状態に関する分析 

    ② キャッシュ・フローの状況 

     （参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移・・・・・・・・・・・５ページ 

  ４．財務諸表 

   (4) キャッシュ・フロー計算書 

    営業活動によるキャッシュ・フロー・・・・・・・・・・・・・・・・15ページ 

 
※上記ページ数は平成22年２月10日に開示しました、「平成21年12月期決算短信(非連結)」のページ数です。 
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（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

【訂正前】 

 平成17年12月期 平成18年12月期 平成19年12月期 平成20年12月期 平成21年12月期

自己資本比率（％） － 74.4 76.4 74.5 80.1

時価ベースの自己資本比率（％） 89.5 92.1 78.5 50.5 56.7

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 0.3 0.7 0.2 4.4 0.1

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  68.7 72.7 153.9 26.4 490.2

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

（注２）キャッシュ･フローは、営業キャッシュ･フローを使用しています。 

（注３）有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象とし

ています。 

 

【訂正後】 

 平成17年12月期 平成18年12月期 平成19年12月期 平成20年12月期 平成21年12月期

自己資本比率（％） 80.0 74.4 76.4 74.5 80.1

時価ベースの自己資本比率（％） 89.5 92.1 78.5 50.5 56.7

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 0.3 0.7 0.2 3.0 0.1

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  68.7 72.7 153.9 38.7 490.2

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

（注２）キャッシュ･フローは、営業キャッシュ･フローを使用しています。 

（注３）有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象とし

ています。 
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(4) キャッシュ・フロー計算書 

【訂正前】 

    (単位：千円)

  

前事業年度 

(自 平成 20 年 １月 １日

至 平成 20 年 12 月 31 日)

当事業年度 

(自 平成 21 年 １月 １日

至 平成 21 年 12 月 31 日)

営業活動によるキャッシュ・フロー 

 税引前当期純利益 3,332,117 1,553,120

 減価償却費 208,445 356,594

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 51,559 △7,633

 賞与引当金の増減額（△は減少） 5,024 △7,336

 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △3,537 △3,413

 受注損失引当金の増減額（△は減少） △55,580 △138,688

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 58,189 268,056

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 17,730 2,190

 受取利息及び受取配当金 △36,004 △26,201

 支払利息 15,318 13,405

 支払手数料 3,113 -

 固定資産除売却損益（△は益） 12,926 6,179

 投資有価証券売却損益（△は益） △2,752 △518

 投資有価証券評価損益（△は益） 20,700 515

 売上債権の増減額（△は増加） △1,245,475 5,626,735

 たな卸資産の増減額（△は増加） 548,150 △326,843

 仕入債務の増減額（△は減少） △647,928 44,226

 前払費用の増減額（△は増加） 9,152 11,243

 受取保険金 - △23,193

 未収入金の増減額（△は増加） △2,297 5,562

 未払金の増減額（△は減少） 63,759 △47,990

 未払費用の増減額（△は減少） △28,144 △64,281

 未払消費税等の増減額（△は減少） 26,759 △123,780

 未成工事受入金の増減額（△は減少） △102,739 94,252

 預り金の増減額（△は減少） △27,910 △189,798

 破産更生債権等の増減額（△は増加） △13,544 25,584

 その他の流動資産の増減額（△は増加） 507 5,336

 その他の流動負債の増減額（△は減少） △1,766 11,223

 その他の固定資産の増減額（△は増加） 82,015 -

 その他 68 30,376

 小計 2,287,856 7,072,800

 利息及び配当金の受取額 36,261 26,587

 利息の支払額 △18,529 △12,243

 法人税等の支払額 △1,588,246 △1,085,565

 営業活動によるキャッシュ・フロー 717,341 6,001,579

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 有形固定資産の取得による支出 △923,549 △304,377

 投資有価証券の取得による支出 △104,850 △2,125

＜途中省略＞ 

 財務活動によるキャッシュ・フロー 873,233 △2,145,010

現金及び現金同等物に係る換算差額 - -

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 534,291 3,988,710

現金及び現金同等物の期首残高 4,167,859 4,702,151

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 4,702,151 ※１ 8,690,861
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【訂正後】 

    (単位：千円)

  

前事業年度 

(自 平成 20 年 １月 １日

至 平成 20 年 12 月 31 日)

当事業年度 

(自 平成 21 年 １月 １日

至 平成 21 年 12 月 31 日)

営業活動によるキャッシュ・フロー 

 税引前当期純利益 3,332,117 1,553,120

 減価償却費 208,445 356,594

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 51,559 △7,633

 賞与引当金の増減額（△は減少） 5,024 △7,336

 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △3,537 △3,413

 受注損失引当金の増減額（△は減少） △55,580 △138,688

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 58,189 268,056

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 17,730 2,190

 受取利息及び受取配当金 △36,004 △26,201

 支払利息 15,318 13,405

 支払手数料 3,113 -

 固定資産除売却損益（△は益） 12,926 6,179

 投資有価証券売却損益（△は益） △2,752 △518

 投資有価証券評価損益（△は益） 20,700 515

 売上債権の増減額（△は増加） △1,245,475 5,626,735

 たな卸資産の増減額（△は増加） 548,150 △326,843

 仕入債務の増減額（△は減少） △647,928 44,226

 前払費用の増減額（△は増加） 9,152 11,243

 受取保険金 - △23,193

 未収入金の増減額（△は増加） △2,297 5,562

 未払金の増減額（△は減少） 63,759 △47,990

 未払費用の増減額（△は減少） △28,144 △64,281

 未払消費税等の増減額（△は減少） 26,759 △123,780

 未成工事受入金の増減額（△は減少） △102,739 94,252

 預り金の増減額（△は減少） △27,910 △189,798

 破産更生債権等の増減額（△は増加） △13,544 25,584

 その他の流動資産の増減額（△は増加） 507 5,336

 その他の流動負債の増減額（△は減少） △1,766 11,223

 その他の固定資産の増減額（△は増加） 82,015 -

 その他 68 8,254

 小計 2,287,856 7,072,800

 利息及び配当金の受取額 36,261 26,587

 利息の支払額 △18,529 △12,243

 法人税等の支払額 △1,588,246 △1,085,565

 営業活動によるキャッシュ・フロー 717,341 6,001,579

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 有形固定資産の取得による支出 △923,549 △304,377

 投資有価証券の取得による支出 △104,850 △2,125

＜途中省略＞ 

 財務活動によるキャッシュ・フロー 873,233 △2,145,010

現金及び現金同等物に係る換算差額 - -

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 534,291 3,988,710

現金及び現金同等物の期首残高 4,167,859 4,702,151

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 4,702,151 ※１ 8,690,861

 

 


