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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19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20年２月15日（金）に開示しました「平成19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 

  ４．財務諸表 

   (1) 貸借対照表 

    Ⅱ 固定資産 

     １ 有形固定資産・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ページ 

    重要な会計方針 

    ３ 固定資産の減価償却の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・16ページ 

 
※上記ページ数は平成20年２月15日に発表しました、「平成19年12月期決算短信(非連結)」のページ数です。 
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(1) 貸借対照表 

【訂正前】 
（単位：千円未満切捨て） 

  
前事業年度 

（平成18年12月31日） 

当事業年度 

（平成19年12月31日） 
対前年比 

区分 
注記 

番号 

金額 

（千円） 

構成比

（％）

金額 

（千円） 

構成比 

（％） 

増減 

（千円） 

 （資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

 １ 現金及び預金  3,858,284 4,188,859  330,575

 ２ 受取手形 ※２ 2,164,624 2,188,737  24,113

＜途中省略＞ 

 ８ その他  23,945 18,349  △5,595

   貸倒引当金  △54,200 △9,900  44,300

 流動資産合計  14,142,043 57.1 14,072,307 56.2 △69,736

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産    

 （１）建物・構築物 ※１ 1,433,428 1,884,731  451,303

 （２）機械・運搬具 ※１ 15,966 12,755  △3,210

 （３）工具器具・備品 ※１ 94,315 153,789  59,474

 （４）土地  5,215,091 5,110,670  △104,421

 （５）建設仮勘定  228,753 358,775  130,022

 有形固定資産合計  6,987,554 28.1 7,520,723 30.0 533,168

 ２ 無形固定資産    

 （１）商標権  1,466 1,292  △174

 （２）ソフトウェア  10,563 12,847  2,283

 （３）ソフトウェア仮勘定  － 119,904  119,904

 （４）電話加入権  15,328 15,255  △72

 無形固定資産合計  27,358 0.1 149,299 0.6 121,941

＜途中省略＞ 

 （10）その他  287,076 149,844  △137,232

   貸倒引当金  △30,115 △42,165  △12,049

 投資その他の資産合計  3,633,715 14.7 3,319,184 13.2 △314,531

 固定資産合計  10,648,629 43.0 10,989,207 43.8 340,577

 資産合計  24,790,673 100.0 25,061,514 100.0 270,841
    

 



- 3 - 
 

【訂正後】 
（単位：千円未満切捨て） 

  
前事業年度 

（平成18年12月31日） 

当事業年度 

（平成19年12月31日） 
対前年比 

区分 
注記 

番号 

金額 

（千円） 

構成比

（％）

金額 

（千円） 

構成比 

（％） 

増減 

（千円） 

 （資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

 １ 現金及び預金  3,858,284 4,188,859  330,575

 ２ 受取手形 ※２ 2,164,624 2,188,737  24,113

＜途中省略＞ 

 ８ その他  23,945 18,349  △5,595

   貸倒引当金  △54,200 △9,900  44,300

 流動資産合計  14,142,043 57.1 14,072,307 56.2 △69,736

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産    

 （１）建物 ※１ 1,423,240 1,865,835  442,594

 （２）構築物 ※１ 10,188 18,896  8,708

 （３）機械及び装置 ※１ 15,866 12,687  △3,178

 （４）車両運搬具 ※１ 99 68  △31

 （５）工具器具備品 ※１ 94,315 153,789  59,474

 （６）土地  5,215,091 5,110,670  △104,421

 （７）建設仮勘定  228,753 358,775  130,022

 有形固定資産合計  6,987,554 28.1 7,520,723 30.0 533,168

 ２ 無形固定資産    

 （１）商標権  1,466 1,292  △174

 （２）ソフトウェア  10,563 12,847  2,283

 （３）ソフトウェア仮勘定  － 119,904  119,904

 （４）電話加入権  15,328 15,255  △72

 無形固定資産合計  27,358 0.1 149,299 0.6 121,941

＜途中省略＞ 

 （10）その他  287,076 149,844  △137,232

   貸倒引当金  △30,115 △42,165  △12,049

 投資その他の資産合計  3,633,715 14.7 3,319,184 13.2 △314,531

 固定資産合計  10,648,629 43.0 10,989,207 43.8 340,577

 資産合計  24,790,673 100.0 25,061,514 100.0 270,841
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重要な会計方針 

【訂正前】 

項目 

前事業年度 

（自 平成18年１月１日 

 至 平成18年12月31日） 

当事業年度 

（自 平成19年１月１日 

 至 平成19年12月31日） 

＜１～２省略＞ 

３ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産 

  定率法によっております。ただ

し、平成10年４月１日以降に取得し

た建物（建物附属設備を除く）につ

いては、定額法によっております。

(1) 有形固定資産 

同左 

 

  主な資産耐用年数 

  建物・構築物   10年～60年 

  機械・運搬具    3年～10年 

  工具器具備品    4年～ 6年 

 

同左 

 

(2) 無形固定資産 

  定額法によっております。 

  ただし、自社利用ソフトウェアに

ついては、社内における利用可能期

間（５年）に基づく定額法によって

おります。 

 

(2) 無形固定資産 

同左 

 

(3) 長期前払費用 

  定額法によっております。 

 

(3) 長期前払費用 

同左 

＜以下省略＞ 

 

 

【訂正後】 

項目 

前事業年度 

（自 平成18年１月１日 

 至 平成18年12月31日） 

当事業年度 

（自 平成19年１月１日 

 至 平成19年12月31日） 

＜１～２省略＞ 

３ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産 

  定率法によっております。ただ

し、平成10年４月１日以降に取得し

た建物（建物附属設備を除く）につ

いては、定額法によっております。

(1) 有形固定資産 

同左 

 

  主な資産耐用年数 

  建物       17年～60年 

  構築物      10年～40年 

  機械及び装置    3年～10年 

  車両運搬具     3年～ 4年 

  工具器具備品    4年～ 6年 

 

同左 

 

(2) 無形固定資産 

  定額法によっております。 

  ただし、自社利用ソフトウェアに

ついては、社内における利用可能期

間（５年）に基づく定額法によって

おります。 

 

(2) 無形固定資産 

同左 

 

(3) 長期前払費用 

  定額法によっております。 

 

(3) 長期前払費用 

同左 

＜以下省略＞ 

 


