
 

 

2021年 2月 8日 

各 位 

 

 

（訂正）「2019年 12月期 第 2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」 

の一部訂正のお知らせ 

 

当社は、2019年 8月 7日に公表いたしました「2019年 12月期 第 2四半期決算短信〔日本基準〕

（連結）」の記載内容の一部に訂正すべき事項がありましたので、下記の通りお知らせいたします。 

 

記 

 

1. 訂正の理由 

訂正の理由につきましては、別途、本日（2021年 2月 8日）付「過年度の有価証券報告書等の

訂正報告書の提出及び過年度の決算短信等の訂正に関するお知らせ」にて開示しておりますので

ご参照ください。 

 

 

2. 訂正箇所 

 訂正箇所には下線を付して表示しております。 

 

 

以 上 

会 社 名 株 式 会 社 ス ペ ー ス 

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長  佐 々 木  靖 浩  

 （ コ ー ド 9 6 2 2  東 証 一 部 ） 

問 合 せ 先 取締役 執行役員企画管理本部長 松尾 信幸 

 （ 電 話 番 号 ： 0 3 - 3 6 6 9 - 4 0 0 8 ） 



株式会社スペース(9622) 令和元年12月期 正誤表

サマリー情報

1．2019年12月期第2四半期の連結業績（2019年1月1日～2019年6月30日）

　 （省略）

　（訂正前）

（2）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2019年12月期第2四半期 35,708 28,101 78.7

2018年12月期 － － －

　

　 （省略）

　（訂正後）

（2）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2019年12月期第2四半期 35,890 28,101 78.3

2018年12月期 － － －

　 （省略）

　



株式会社スペース(9622) 令和元年12月期 正誤表

1．当四半期決算に関する定性的情報

（2）財政状態に関する説明

①資産、負債、純資産の状況

（訂正前）

（資産）

当第2四半期連結会計期間末における資産は、357億8百万円となりました。

流動資産は、234億23百万円となりました。主な内訳は、現金及び預金が108億5百万円、完成工事未収入金が69億

34百万円、未成工事支出金が41億6百万円です。

固定資産は、122億84百万円となりました。主な内訳は、有形固定資産が93億12百万円、無形固定資産が8億94百

万円、投資その他の資産が20億77百万円です。

（負債）

当第2四半期連結会計期間末における負債は、76億7百万円となりました。

流動負債は、56億42百万円となりました。主な内訳は、工事未払金が29億32百万円、未払法人税等が6億78百万円

です。

固定負債は、19億64百万円となりました。主な内訳は、退職給付に係る負債が16億41百万円です。

（省略）

（訂正後）

（資産）

当第2四半期連結会計期間末における資産は、358億90百万円となりました。

流動資産は、234億23百万円となりました。主な内訳は、現金及び預金が108億5百万円、完成工事未収入金が69億

34百万円、未成工事支出金が41億6百万円です。

固定資産は、124億67百万円となりました。主な内訳は、有形固定資産が93億12百万円、無形固定資産が8億94百

万円、投資その他の資産が22億59百万円です。

（負債）

当第2四半期連結会計期間末における負債は、77億89百万円となりました。

流動負債は、56億42百万円となりました。主な内訳は、工事未払金が29億32百万円、未払法人税等が6億78百万円

です。

固定負債は、21億47百万円となりました。主な内訳は、退職給付に係る負債が18億23百万円で

　 （省略）

　



株式会社スペース(9622) 令和元年12月期 正誤表

2．四半期連結財務諸表及び主な注記

（1）四半期連結貸借対照表

（訂正前）

(単位：千円)

当第2四半期連結会計期間
(2019年6月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 10,805,102

受取手形 1,301,084

完成工事未収入金 6,934,052

未成工事支出金 4,106,510

材料及び貯蔵品 21,155

その他 259,538

貸倒引当金 △3,737

流動資産合計 23,423,706

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,799,754

土地 6,107,911

その他（純額） 405,203

有形固定資産合計 9,312,869

無形固定資産

のれん 226,158

その他 668,240

無形固定資産合計 894,398

投資その他の資産

その他 2,141,632

貸倒引当金 △64,226

投資その他の資産合計 2,077,405

固定資産合計 12,284,673

資産合計 35,708,380

負債の部

流動負債

工事未払金 2,932,118

未払法人税等 678,012

賞与引当金 95,994

完成工事補償引当金 31,180

受注損失引当金 7,620

その他 1,897,650

流動負債合計 5,642,576

固定負債

長期未払金 317,677

退職給付に係る負債 1,641,482

その他 5,363

固定負債合計 1,964,523

負債合計 7,607,100

　



株式会社スペース(9622) 令和元年12月期 正誤表

(単位：千円)

当第2四半期連結会計期間
(2019年6月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 3,395,537

資本剰余金 3,567,127

利益剰余金 22,511,671

自己株式 △1,735,488

株主資本合計 27,738,847

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 415,627

為替換算調整勘定 △21,848

退職給付に係る調整累計額 △47,827

その他の包括利益累計額合計 345,950

非支配株主持分 16,482

純資産合計 28,101,280

負債純資産合計 35,708,380

　



株式会社スペース(9622) 令和元年12月期 正誤表

　（訂正後）

(単位：千円)

当第2四半期連結会計期間
(2019年6月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 10,805,102

受取手形 1,301,084

完成工事未収入金 6,934,052

未成工事支出金 4,106,510

材料及び貯蔵品 21,155

その他 259,538

貸倒引当金 △3,737

流動資産合計 23,423,706

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,799,754

土地 6,107,911

その他（純額） 405,203

有形固定資産合計 9,312,869

無形固定資産

のれん 226,158

その他 668,240

無形固定資産合計 894,398

投資その他の資産

その他 2,324,144

貸倒引当金 △64,226

投資その他の資産合計 2,259,917

固定資産合計 12,467,186

資産合計 35,890,892

負債の部

流動負債

工事未払金 2,932,118

未払法人税等 678,012

賞与引当金 95,994

完成工事補償引当金 31,180

受注損失引当金 7,620

その他 1,897,650

流動負債合計 5,642,576

固定負債

長期未払金 317,677

退職給付に係る負債 1,823,994

その他 5,363

固定負債合計 2,147,035

負債合計 7,789,612

　



株式会社スペース(9622) 令和元年12月期 正誤表

(単位：千円)

当第2四半期連結会計期間
(2019年6月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 3,395,537

資本剰余金 3,567,127

利益剰余金 22,511,671

自己株式 △1,735,488

株主資本合計 27,738,847

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 415,627

為替換算調整勘定 △21,848

退職給付に係る調整累計額 △47,827

その他の包括利益累計額合計 345,950

非支配株主持分 16,482

純資産合計 28,101,280

負債純資産合計 35,890,892

　



株式会社スペース(9622) 令和元年12月期 正誤表

（3）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（訂正前）

(単位：千円)
当第2四半期連結累計期間

(自 2019年1月 1日
　至 2019年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 1,780,815

減価償却費 176,151

のれん償却額 30,154

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,344

賞与引当金の増減額（△は減少） 4,896

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,150

その他の引当金の増減額（△は減少） 7,620

受取利息及び受取配当金 △14,833

支払利息 2,102

為替差損益（△は益） 1,903

売上債権の増減額（△は増加） △985,191

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,120,533

仕入債務の増減額（△は減少） 1,453,705

受取保険金 △11,975

その他 117,871

小計 441,496

利息及び配当金の受取額 10,446

利息の支払額 △2,102

法人税等の支払額 △486,733

営業活動によるキャッシュ・フロー △36,893

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 68,950

有形固定資産の取得による支出 △170,582

投資有価証券の取得による支出 △3,486

無形固定資産の取得による支出 △330,837

その他 △4,228

投資活動によるキャッシュ・フロー △440,184

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出 △688

配当金の支払額 △699,462

自己株式の取得による支出 △631

財務活動によるキャッシュ・フロー △700,782

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,373

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,182,234

現金及び現金同等物の期首残高 11,569,436

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,387,202

　



株式会社スペース(9622) 令和元年12月期 正誤表

　（訂正後）

(単位：千円)
当第2四半期連結累計期間

(自 2019年1月 1日
　至 2019年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 1,780,815

減価償却費 176,151

のれん償却額 30,154

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,344

賞与引当金の増減額（△は減少） 4,896

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △6,582

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） 7,732

その他の引当金の増減額（△は減少） 7,620

受取利息及び受取配当金 △14,833

支払利息 2,102

為替差損益（△は益） 1,903

売上債権の増減額（△は増加） △985,191

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,120,533

仕入債務の増減額（△は減少） 1,453,705

受取保険金 △11,975

その他 117,871

小計 441,496

利息及び配当金の受取額 10,446

利息の支払額 △2,102

法人税等の支払額 △486,733

営業活動によるキャッシュ・フロー △36,893

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 68,950

有形固定資産の取得による支出 △170,582

投資有価証券の取得による支出 △3,486

無形固定資産の取得による支出 △330,837

その他 △4,228

投資活動によるキャッシュ・フロー △440,184

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出 △688

配当金の支払額 △699,462

自己株式の取得による支出 △631

財務活動によるキャッシュ・フロー △700,782

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,373

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,182,234

現金及び現金同等物の期首残高 11,569,436

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,387,202

　


