
 

 

2021年 2月 8日 

各 位 

 

 

（訂正）「2018年 12月期 第 2四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）」 

の一部訂正のお知らせ 

 

当社は、2018年 8月 8日に公表いたしました「2018年 12月期 第 2四半期決算短信〔日本基準〕

（非連結）」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) 平成30年12月期 正誤表

サマリー情報

1．平成30年12月期第2四半期の業績（平成30年1月1日～平成30年6月30日）

　 （省略）

　（訂正前）

（2）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

30年12月期第2四半期 34,354 27,171 79.1

29年12月期 33,257 26,571 79.9

(参考) 自己資本 　30年12月期第2四半期27,171 百万円 29年12月期26,571 百万円

　 （省略）

　（訂正後）

（2）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

30年12月期第2四半期 34,552 27,171 78.6

29年12月期 33,413 26,571 79.5

(参考) 自己資本 　30年12月期第2四半期27,171 百万円 29年12月期26,571 百万円

　 （省略）

　



株式会社スペース(9622) 平成30年12月期 正誤表

1．当四半期決算に関する定性的情報

　 （省略）

（2）財政状態に関する説明

　 （省略）

　（訂正前）

　（資産）

当第2四半期会計期間末における資産は、343億54百万円（前事業年度比10億96百万円増）となりました。

流動資産は、前事業年度末に比べ1億69百万円増加し、223億99百万円となりました。主な要因は、完成工事未

収入金が15億55百万円減少したものの、現金及び預金が6億13百万円、未成工事支出金が12億96百万円それぞれ増

加したことによるものです。

固定資産は、前事業年度末に比べ9億26百万円増加し、119億54百万円となりました。主な要因は、有形固定資

産が4億52百万円、投資その他の資産が4億87百万円それぞれ増加したことによるものです。

　（負債）

当第2四半期会計期間末における負債は、71億83百万円（前事業年度比4億97百万円増）となりました。

流動負債は、前事業年度末に比べ4億98百万円増加し、52億43百万円となりました。主な要因は、工事未払金が

5億39百万円増加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1百万円減少し、19億39百万円となりました。

　（省略）

　（訂正後）

　 （資産）

当第2四半期会計期間末における資産は、345億52百万円（前事業年度比11億39百万円増）となりました。

流動資産は、前事業年度末に比べ1億69百万円増加し、223億99百万円となりました。主な要因は、完成工事未

収入金が15億55百万円減少したものの、現金及び預金が6億13百万円、未成工事支出金が12億96百万円それぞれ増

加したことによるものです。

固定資産は、前事業年度末に比べ9億70百万円増加し、121億53百万円となりました。主な要因は、有形固定資

産が4億52百万円、投資その他の資産が5億31百万円それぞれ増加したことによるものです。

　（負債）

当第2四半期会計期間末における負債は、73億81百万円（前事業年度比5億40百万円増）となりました。

流動負債は、前事業年度末に比べ4億98百万円増加し、52億43百万円となりました。主な要因は、工事未払金が

5億39百万円増加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42百万円増加し、21億38百万円となりました。主な要因は、退職給付引当金

が42百万円増加したことによるものです。

　（省略）

　



株式会社スペース(9622) 平成30年12月期 正誤表

2．四半期財務諸表及び主な注記

（1）四半期貸借対照表

（訂正前）

(単位：千円)

前事業年度
(平成29年12月31日)

当第2四半期会計期間
(平成30年6月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 12,338,253 12,951,485

受取手形 1,344,215 1,050,168

完成工事未収入金 6,319,051 4,763,672

未成工事支出金 2,002,310 3,298,668

材料及び貯蔵品 6,737 7,572

その他 223,644 332,148

貸倒引当金 △4,100 △4,000

流動資産合計 22,230,113 22,399,715

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,931,293 2,872,094

土地 5,591,147 6,086,605

その他（純額） 183,050 198,855

有形固定資産合計 8,705,491 9,157,555

無形固定資産 127,015 114,168

投資その他の資産

その他 2,196,222 2,683,851

貸倒引当金 △1,036 △1,036

投資その他の資産合計 2,195,185 2,682,814

固定資産合計 11,027,692 11,954,538

資産合計 33,257,806 34,354,253

負債の部

流動負債

工事未払金 1,973,098 2,512,668

短期借入金 300,000 240,000

未払法人税等 714,783 661,179

賞与引当金 86,302 155,075

完成工事補償引当金 40,597 40,562

受注損失引当金 － 13,400

その他 1,630,196 1,620,493

流動負債合計 4,744,979 5,243,379

固定負債

長期未払金 350,387 350,387

退職給付引当金 1,585,719 1,585,186

その他 4,813 4,111

固定負債合計 1,940,919 1,939,685

負債合計 6,685,899 7,183,064

　



株式会社スペース(9622) 平成30年12月期 正誤表

(単位：千円)

前事業年度
(平成29年12月31日)

当第2四半期会計期間
(平成30年6月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 3,395,537 3,395,537

資本剰余金 3,566,800 3,567,127

利益剰余金 20,927,141 21,450,243

自己株式 △1,729,545 △1,733,278

株主資本合計 26,159,933 26,679,630

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 411,973 491,558

評価・換算差額等合計 411,973 491,558

純資産合計 26,571,907 27,171,188

負債純資産合計 33,257,806 34,354,253

　



株式会社スペース(9622) 平成30年12月期 正誤表

（訂正後）

(単位：千円)

前事業年度
(平成29年12月31日)

当第2四半期会計期間
(平成30年6月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 12,338,253 12,951,485

受取手形 1,344,215 1,050,168

完成工事未収入金 6,319,051 4,763,672

未成工事支出金 2,002,310 3,298,668

材料及び貯蔵品 6,737 7,572

その他 223,644 332,148

貸倒引当金 △4,100 △4,000

流動資産合計 22,230,113 22,399,715

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,931,293 2,872,094

土地 5,591,147 6,086,605

その他（純額） 183,050 198,855

有形固定資産合計 8,705,491 9,157,555

無形固定資産 127,015 114,168

投資その他の資産

その他 2,351,420 2,882,423

貸倒引当金 △1,036 △1,036

投資その他の資産合計 2,350,383 2,881,386

固定資産合計 11,182,891 12,153,110

資産合計 33,413,004 34,552,825

負債の部

流動負債

工事未払金 1,973,098 2,512,668

短期借入金 300,000 240,000

未払法人税等 714,783 661,179

賞与引当金 86,302 155,075

完成工事補償引当金 40,597 40,562

受注損失引当金 － 13,400

その他 1,630,196 1,620,493

流動負債合計 4,744,979 5,243,379

固定負債

長期未払金 350,387 350,387

退職給付引当金 1,740,917 1,783,758

その他 4,813 4,111

固定負債合計 2,096,118 2,138,257

負債合計 6,841,097 7,381,636

　



株式会社スペース(9622) 平成30年12月期 正誤表

(単位：千円)

前事業年度
(平成29年12月31日)

当第2四半期会計期間
(平成30年6月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 3,395,537 3,395,537

資本剰余金 3,566,800 3,567,127

利益剰余金 20,927,141 21,450,243

自己株式 △1,729,545 △1,733,278

株主資本合計 26,159,933 26,679,630

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 411,973 491,558

評価・換算差額等合計 411,973 491,558

純資産合計 26,571,907 27,171,188

負債純資産合計 33,413,004 34,552,825

　



株式会社スペース(9622) 平成30年12月期 正誤表

（3）四半期キャッシュ・フロー計算書

（訂正前）

(単位：千円)
前第2四半期累計期間
(自 平成29年 1月 1日
　至 平成29年 6月30日)

当第2四半期累計期間
(自 平成30年 1月 1日
　至 平成30年 6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 2,017,404 1,748,357

減価償却費 131,659 134,067

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,245 △100

賞与引当金の増減額（△は減少） 141,781 68,773

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11,270 △532

その他の引当金の増減額（△は減少） △30,443 13,364

受取利息及び受取配当金 △11,769 △12,391

支払利息 2,206 1,985

売上債権の増減額（△は増加） △273,669 1,849,426

たな卸資産の増減額（△は増加） △940,635 △1,297,192

仕入債務の増減額（△は減少） 1,650,690 539,569

固定資産除売却損益（△は益） 0 －

その他 △129,849 △136,902

小計 2,563,400 2,908,427

利息及び配当金の受取額 9,192 9,430

利息の支払額 △2,206 △1,985

法人税等の支払額 △498,806 △607,301

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,071,580 2,308,570

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 120,000 －

有形固定資産の取得による支出 △42,555 △571,718

投資有価証券の取得による支出 △3,155 △3,479

投資有価証券の売却による収入 － 1,500

関係会社貸付けによる支出 － △75,000

無形固定資産の取得による支出 △26,213 △20,566

関係会社株式の取得による支出 － △303,757

その他 △595 △799

投資活動によるキャッシュ・フロー 47,480 △973,821

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） － △60,000

リース債務の返済による支出 △656 △790

配当金の支払額 △548,232 △657,278

自己株式の取得による支出 △343 △4,065

自己株式の売却による収入 － 617

財務活動によるキャッシュ・フロー △549,233 △721,516

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,569,826 613,232

現金及び現金同等物の期首残高 10,707,073 12,058,253

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,276,900 12,671,485

　



株式会社スペース(9622) 平成30年12月期 正誤表

　（訂正後）

(単位：千円)
前第2四半期累計期間
(自 平成29年 1月 1日
　至 平成29年 6月30日)

当第2四半期累計期間
(自 平成30年 1月 1日
　至 平成30年 6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 2,017,404 1,748,357

減価償却費 131,659 134,067

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,245 △100

賞与引当金の増減額（△は減少） 141,781 68,773

退職給付引当金の増減額（△は減少） 54,426 42,841

前払年金費用の増減額（△は増加） △43,155 △43,373

その他の引当金の増減額（△は減少） △30,443 13,364

受取利息及び受取配当金 △11,769 △12,391

支払利息 2,206 1,985

売上債権の増減額（△は増加） △273,669 1,849,426

たな卸資産の増減額（△は増加） △940,635 △1,297,192

仕入債務の増減額（△は減少） 1,650,690 539,569

固定資産除売却損益（△は益） 0 －

その他 △129,849 △136,902

小計 2,563,400 2,908,427

利息及び配当金の受取額 9,192 9,430

利息の支払額 △2,206 △1,985

法人税等の支払額 △498,806 △607,301

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,071,580 2,308,570

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 120,000 －

有形固定資産の取得による支出 △42,555 △571,718

投資有価証券の取得による支出 △3,155 △3,479

投資有価証券の売却による収入 － 1,500

関係会社貸付けによる支出 － △75,000

無形固定資産の取得による支出 △26,213 △20,566

関係会社株式の取得による支出 － △303,757

その他 △595 △799

投資活動によるキャッシュ・フロー 47,480 △973,821

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） － △60,000

リース債務の返済による支出 △656 △790

配当金の支払額 △548,232 △657,278

自己株式の取得による支出 △343 △4,065

自己株式の売却による収入 － 617

財務活動によるキャッシュ・フロー △549,233 △721,516

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,569,826 613,232

現金及び現金同等物の期首残高 10,707,073 12,058,253

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,276,900 12,671,485

　


