
 

 

2021年 2月 8日 

各 位 

 

 

（訂正）「2016年 12月期 決算短信〔日本基準〕（非連結）」の一部訂正のお知らせ 

 

当社は、2017年 2月 9日に公表いたしました「2016年 12月期 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28年12月期 正誤表

サマリー情報

1．平成28年12月期の業績（平成28年1月1日～平成28年12月31日）

　（訂正前）

　 （省略）

（2）財政状態

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

28年12月期 31,362 25,137 80.2 1,144.18

27年12月期 30,783 24,053 78.1 1,094.81

　 （省略）

（訂正後）

（省略）

（2）財政状態

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

28年12月期 31,423 25,137 80.0 1,040.16
27年12月期 30,856 24,053 78.0 1,094.81

　（省略）

　



株式会社スペース(9622) 平成28年12月期 正誤表

1．経営成績・財政状態に関する分析

（2）財政状態に関する分析

① 資産、負債、純資産の状況

（訂正前）

（資産）

当事業年度末における資産は、313億62百万円（前事業年度比5億78百万円増）となりました。

流動資産は、前事業年度末に比べ4億67百万円増加し、204億5百万円となりました。その主な要因は、完成工事未

収入金が28億37百万円減少したものの、現金及び預金が23億45百万円、受取手形が4億57百万円、未成工事支出金が

4億3百万円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1億10百万円増加し、109億56百万円となりました。その主な要因は、減価償却

等により建物(純額)が78百万円、工具・器具及び備品（純額）が32百万円減少したものの、土地が2億46百万円増加

したことによるものです。

（負債）

当事業年度末における負債は、62億25百万円（前事業年度比5億5百万円減）となりました。

流動負債は、前事業年度末に比べ6億円減少し、42億95百万円となりました。その主な要因は、工事未払金が4億

29百万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95百万円増加し、19億29百万円となりました。その主な要因は、年金資産の長

期期待運用収益率の低下により、退職給付引当金が97百万円増加したことによるものです。

（省略）

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成24年12月期 平成25年12月期 平成26年12月期 平成27年12月期 平成28年12月期

自己資本比率 78.3 76.9 78.5 78.1 80.2

時価ベースの自己資本比率 56.5 71.5 88.8 98.3 86.4

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

0.4 0.7 0.1 0.1 0.0

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

160.8 52.1 479.4 373.6 882.6

（省略）

　



株式会社スペース(9622) 平成28年12月期 正誤表

（訂正後）

（資産）

当事業年度末における資産は、314億23百万円（前事業年度比5億66百万円増）となりました。

流動資産は、前事業年度末に比べ4億67百万円増加し、204億5百万円となりました。その主な要因は、完成工事未

収入金が28億37百万円減少したものの、現金及び預金が23億45百万円、受取手形が4億57百万円、未成工事支出金が

4億3百万円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98百万円増加し、110億17百万円となりました。その主な要因は、減価償却等に

より建物(純額)が78百万円、工具・器具及び備品（純額）が32百万円、前払年金費用が12百万円減少したものの、

土地が2億46百万円増加したことによるものです。

（負債）

当事業年度末における負債は、62億86百万円（前事業年度比5億17百万円減）となりました。

流動負債は、前事業年度末に比べ6億円減少し、42億95百万円となりました。その主な要因は、工事未払金が4億

29百万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83百万円増加し、19億90百万円となりました。その主な要因は、退職給付引当

金が84百万円増加したことによるものです。

（省略）

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成24年12月期 平成25年12月期 平成26年12月期 平成27年12月期 平成28年12月期

自己資本比率 78.3 76.9 78.5 78.0 80.0

時価ベースの自己資本比率 56.5 71.5 88.8 98.1 86.3

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

0.4 0.7 0.1 0.1 0.0

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

160.8 52.1 479.4 373.6 882.6

（省略）

　



株式会社スペース(9622) 平成28年12月期 正誤表

5．財務諸表

（1）貸借対照表

（訂正前）

(単位：千円)

前事業年度
(平成27年12月31日)

当事業年度
(平成28年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,761,695 11,107,073

受取手形 ※1 1,145,574 ※1 1,603,298

完成工事未収入金 8,236,752 5,399,637

未成工事支出金 ※2 1,630,856 ※2 2,034,241

材料及び貯蔵品 7,973 7,845

前払費用 63,123 81,282

繰延税金資産 124,486 91,955

その他 16,364 85,627

貸倒引当金 △48,778 △5,100

流動資産合計 19,938,047 20,405,861

固定資産

有形固定資産

建物 4,449,657 4,511,774

減価償却累計額 △1,386,962 △1,527,966

建物（純額） 3,062,695 2,983,807

構築物 81,913 81,913

減価償却累計額 △62,566 △66,637

構築物（純額） 19,346 15,275

機械及び装置 53,483 53,483

減価償却累計額 △48,934 △50,121

機械及び装置（純額） 4,549 3,362

車両運搬具 1,365 1,365

減価償却累計額 △1,365 △1,365

車両運搬具（純額） 0 0

工具、器具及び備品 771,032 815,583

減価償却累計額 △561,336 △638,852

工具、器具及び備品（純額） 209,695 176,730

土地 5,284,867 5,531,601

リース資産 4,320 4,320

減価償却累計額 △2,340 △3,060

リース資産（純額） 1,980 1,260

有形固定資産合計 8,583,134 8,712,039

無形固定資産

商標権 786 745

ソフトウエア 122,275 109,101

電話加入権 8,035 8,035

無形固定資産合計 131,097 117,881

　



株式会社スペース(9622) 平成28年12月期 正誤表

(単位：千円)

前事業年度
(平成27年12月31日)

当事業年度
(平成28年12月31日)

投資その他の資産

投資有価証券 1,260,785 1,312,119

関係会社株式 140,000 140,000

出資金 300 300

従業員に対する長期貸付金 990 330

破産更生債権等 4,445 4,445

長期前払費用 1,425 1,047

繰延税金資産 371,844 389,456

その他 355,852 283,214

貸倒引当金 △4,445 △4,445

投資その他の資産合計 2,131,197 2,126,468

固定資産合計 10,845,430 10,956,389

資産合計 30,783,477 31,362,250

負債の部

流動負債

工事未払金 2,132,295 1,702,482

短期借入金 300,000 300,000

リース債務 777 777

未払金 247,463 182,626

未払費用 618,137 655,892

未払法人税等 823,270 548,488

未払消費税等 177,094 195,500

未成工事受入金 203,210 330,673

預り金 255,079 224,686

賞与引当金 79,105 83,770

完成工事補償引当金 35,959 39,394

受注損失引当金 ※2 20,648 ※2 28,920

その他 2,629 1,899

流動負債合計 4,895,671 4,295,113

固定負債

リース債務 1,360 583

退職給付引当金 1,479,402 1,576,442

長期未払金 351,157 351,157

その他 2,665 1,715

固定負債合計 1,834,585 1,929,898

負債合計 6,730,257 6,225,011

　



株式会社スペース(9622) 平成28年12月期 正誤表

(単位：千円)

前事業年度
(平成27年12月31日)

当事業年度
(平成28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

資本準備金 3,566,581 3,566,581

その他資本剰余金 217 219

資本剰余金合計 3,566,798 3,566,800

利益剰余金

利益準備金 201,150 201,150

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金 14,560 13,754

別途積立金 9,000,000 9,000,000

繰越利益剰余金 9,291,462 10,319,360

利益剰余金合計 18,507,173 19,534,265

自己株式 △1,727,598 △1,728,308

株主資本合計 23,741,911 24,768,294

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 311,308 368,944

評価・換算差額等合計 311,308 368,944

純資産合計 24,053,220 25,137,238

負債純資産合計 30,783,477 31,362,250

　



株式会社スペース(9622) 平成28年12月期 正誤表

（訂正後）

(単位：千円)

前事業年度
(平成27年12月31日)

当事業年度
(平成28年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,761,695 11,107,073

受取手形 1,145,574 1,603,298

完成工事未収入金 8,236,752 5,399,637

未成工事支出金 1,630,856 2,034,241

材料及び貯蔵品 7,973 7,845

前払費用 63,123 81,282

繰延税金資産 124,486 91,955

その他 16,364 85,627

貸倒引当金 △48,778 △5,100

流動資産合計 19,938,047 20,405,861

固定資産

有形固定資産

建物 4,449,657 4,511,774

減価償却累計額 △1,386,962 △1,527,966

建物（純額） 3,062,695 2,983,807

構築物 81,913 81,913

減価償却累計額 △62,566 △66,637

構築物（純額） 19,346 15,275

機械及び装置 53,483 53,483

減価償却累計額 △48,934 △50,121

機械及び装置（純額） 4,549 3,362

車両運搬具 1,365 1,365

減価償却累計額 △1,365 △1,365

車両運搬具（純額） 0 0

工具、器具及び備品 771,032 815,583

減価償却累計額 △561,336 △638,852

工具、器具及び備品（純額） 209,695 176,730

土地 5,284,867 5,531,601

リース資産 4,320 4,320

減価償却累計額 △2,340 △3,060

リース資産（純額） 1,980 1,260

有形固定資産合計 8,583,134 8,712,039

無形固定資産

商標権 786 745

ソフトウエア 122,275 109,101

電話加入権 8,035 8,035

無形固定資産合計 131,097 117,881

　



株式会社スペース(9622) 平成28年12月期 正誤表

(単位：千円)

前事業年度
(平成27年12月31日)

当事業年度
(平成28年12月31日)

投資その他の資産

投資有価証券 1,260,785 1,312,119

関係会社株式 140,000 140,000

出資金 300 300

従業員に対する長期貸付金 990 330

破産更生債権等 4,445 4,445

長期前払費用 1,425 1,047

前払年金費用 73,182 61,000

繰延税金資産 371,844 389,456

その他 355,852 283,214

貸倒引当金 △4,445 △4,445

投資その他の資産合計 2,204,380 2,187,469

固定資産合計 10,918,612 11,017,390

資産合計 30,856,659 31,423,251

負債の部

流動負債

工事未払金 2,132,295 1,702,482

短期借入金 300,000 300,000

リース債務 777 777

未払金 247,463 182,626

未払費用 618,137 655,892

未払法人税等 823,270 548,488

未払消費税等 177,094 195,500

未成工事受入金 203,210 330,673

預り金 255,079 224,686

賞与引当金 79,105 83,770

完成工事補償引当金 35,959 39,394

受注損失引当金 20,648 28,920

その他 2,629 1,899

流動負債合計 4,895,671 4,295,113

固定負債

リース債務 1,360 583

退職給付引当金 1,552,584 1,637,443

長期未払金 351,157 351,157

その他 2,665 1,715

固定負債合計 1,907,767 1,990,899

負債合計 6,803,439 6,286,012

　



株式会社スペース(9622) 平成28年12月期 正誤表

(単位：千円)

前事業年度
(平成27年12月31日)

当事業年度
(平成28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

資本準備金 3,566,581 3,566,581

その他資本剰余金 217 219

資本剰余金合計 3,566,798 3,566,800

利益剰余金

利益準備金 201,150 201,150

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金 14,560 13,754

別途積立金 9,000,000 9,000,000

繰越利益剰余金 9,291,462 10,319,360

利益剰余金合計 18,507,173 19,534,265

自己株式 △1,727,598 △1,728,308

株主資本合計 23,741,911 24,768,294

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 311,308 368,944

評価・換算差額等合計 311,308 368,944

純資産合計 24,053,220 25,137,238

負債純資産合計 30,856,659 31,423,251

　



株式会社スペース(9622) 平成28年12月期 正誤表

（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27年 1月 1日
　至 平成27年12月31日)

当事業年度
(自 平成28年 1月 1日
　至 平成28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 3,536,572 3,360,166

減価償却費 242,663 297,359

貸倒引当金の増減額（△は減少） 32,421 △43,678

賞与引当金の増減額（△は減少） 5,694 4,664

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △2,639 3,434

受注損失引当金の増減額（△は減少） △106,851 8,271

退職給付引当金の増減額（△は減少） 173,624 97,040

受取利息及び受取配当金 △23,138 △24,717

支払利息 4,894 4,424

為替差損益（△は益） － 235

固定資産除売却損益（△は益） 14,231 316

投資有価証券売却損益（△は益） △3,845 －

売上債権の増減額（△は増加） △1,306,523 2,379,390

たな卸資産の増減額（△は増加） △257,889 △403,256

仕入債務の増減額（△は減少） 687,362 △429,813

未払金の増減額（△は減少） 88,692 △65,237

未払費用の増減額（△は減少） 3,078 37,754

未払消費税等の増減額（△は減少） △172,855 18,406

未成工事受入金の増減額（△は減少） 68,390 127,462

預り金の増減額（△は減少） △21,434 △30,393

破産更生債権等の増減額（△は増加） △4,445 －

その他 △11,360 10,143

小計 2,946,643 5,351,976

利息及び配当金の受取額 18,863 19,923

利息の支払額 △4,894 △4,424

法人税等の支払額 △1,130,676 △1,462,203

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,829,935 3,905,271

　



株式会社スペース(9622) 平成28年12月期 正誤表

(単位：千円)
前事業年度

(自 平成27年 1月 1日
　至 平成27年12月31日)

当事業年度
(自 平成28年 1月 1日
　至 平成28年12月31日)

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 △843,330 △341,098

投資有価証券の取得による支出 △216,930 △6,245

投資有価証券の売却による収入 7,930 －

無形固定資産の取得による支出 △23,623 △23,505

関係会社貸付けによる支出 － △66,397

定期預金の預入による支出 △720,000 △149,999

定期預金の払戻による収入 720,000 748,242

従業員に対する長期貸付金の回収による収
入

660 660

保険積立金の積立による支出 △3,283 △3,283

その他 14,618 24,634

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,063,959 183,007

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 △777 △777

自己株式の取得による支出 △1,203 △722

自己株式の売却による収入 － 4

配当金の支払額 △1,074,175 △1,140,233

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,076,156 △1,141,729

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △1,171

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △310,179 2,945,378

現金及び現金同等物の期首残高 8,071,874 7,761,695

現金及び現金同等物の期末残高 7,761,695 10,707,073

　



株式会社スペース(9622) 平成28年12月期 正誤表

　（訂正後）

(単位：千円)
前事業年度

(自 平成27年 1月 1日
　至 平成27年12月31日)

当事業年度
(自 平成28年 1月 1日
　至 平成28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 3,536,572 3,360,166

減価償却費 242,663 297,359

貸倒引当金の増減額（△は減少） 32,421 △43,678

賞与引当金の増減額（△は減少） 5,694 4,664

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △2,639 3,434

受注損失引当金の増減額（△は減少） △106,851 8,271

退職給付引当金の増減額（△は減少） 246,807 84,859

前払年金費用の増減額（△は増加） △73,182 12,181

受取利息及び受取配当金 △23,138 △24,717

支払利息 4,894 4,424

為替差損益（△は益） － 235

固定資産除売却損益（△は益） 14,231 316

投資有価証券売却損益（△は益） △3,845 －

売上債権の増減額（△は増加） △1,306,523 2,379,390

たな卸資産の増減額（△は増加） △257,889 △403,256

仕入債務の増減額（△は減少） 687,362 △429,813

未払金の増減額（△は減少） 88,692 △65,237

未払費用の増減額（△は減少） 3,078 37,754

未払消費税等の増減額（△は減少） △172,855 18,406

未成工事受入金の増減額（△は減少） 68,390 127,462

預り金の増減額（△は減少） △21,434 △30,393

破産更生債権等の増減額（△は増加） △4,445 －

その他 △11,360 10,143

小計 2,946,643 5,351,976

利息及び配当金の受取額 18,863 19,923

利息の支払額 △4,894 △4,424

法人税等の支払額 △1,130,676 △1,462,203

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,829,935 3,905,271

　



株式会社スペース(9622) 平成28年12月期 正誤表

(単位：千円)
前事業年度

(自 平成27年 1月 1日
　至 平成27年12月31日)

当事業年度
(自 平成28年 1月 1日
　至 平成28年12月31日)

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 △843,330 △341,098

投資有価証券の取得による支出 △216,930 △6,245

投資有価証券の売却による収入 7,930 －

無形固定資産の取得による支出 △23,623 △23,505

関係会社貸付けによる支出 － △66,397

定期預金の預入による支出 △720,000 △149,999

定期預金の払戻による収入 720,000 748,242

従業員に対する長期貸付金の回収による収
入

660 660

保険積立金の積立による支出 △3,283 △3,283

その他 14,618 24,634

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,063,959 183,007

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 △777 △777

自己株式の取得による支出 △1,203 △722

自己株式の売却による収入 － 4

配当金の支払額 △1,074,175 △1,140,233

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,076,156 △1,141,729

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △1,171

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △310,179 2,945,378

現金及び現金同等物の期首残高 8,071,874 7,761,695

現金及び現金同等物の期末残高 7,761,695 10,707,073

　



株式会社スペース(9622) 平成28年12月期 正誤表

（5）財務諸表に関する注記事項

(退職給付関係)

　（訂正前）

　 （省略）

　

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

（単位：千円）

前事業年度
(平成27年12月31日)

当事業年度
(平成28年12月31日)

積立型制度の退職給付債務 1,619,140 1,702,333

年金資産 △1,543,573 △1,715,154

75,566 △12,821

非積立型制度の退職給付債務 1,583,509 1,662,903

未積立退職給付債務 1,659,076 1,650,082

未認識数理計算上の差異 △179,674 △73,639

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,479,402 1,576,442

退職給付引当金 1,479,402 1,576,442

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,479,402 1,576,442

（省略）

（訂正後）

　（省略）

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

（単位：千円）

前事業年度
(平成27年12月31日)

当事業年度
(平成28年12月31日)

積立型制度の退職給付債務 1,619,140 1,702,333

年金資産 △1,543,573 △1,715,154

75,566 △12,821

非積立型制度の退職給付債務 1,583,509 1,662,903

未積立退職給付債務 1,659,076 1,650,082

未認識数理計算上の差異 △179,674 △73,639

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,479,402 1,576,442

退職給付引当金 1,552,584 1,637,443

前払年金費用 △73,182 △61,000

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,479,402 1,576,442

　（省略）

　



株式会社スペース(9622) 平成28年12月期 正誤表

(税効果会計関係)

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（訂正前）

前事業年度

(平成27年12月31日)

当事業年度

(平成28年12月31日)

繰延税金資産

賞与引当金 26,152千円 25,851千円

未払事業税 57,512千円 38,391千円

受注損失引当金 6,794千円 8,924千円

退職給付引当金 479,460千円 484,232千円

　長期未払金 113,283千円 107,524千円

関係会社出資金評価損 45,164千円 42,868千円

投資有価証券評価損 51,900千円 49,261千円

減価償却超過額 8,252千円 7,684千円

土地減損損失 118,696千円 112,662千円

その他 40,775千円 25,837千円

繰延税金資産小計 947,992千円 903,239千円

評価性引当額 △332,543千円 △316,998千円

繰延税金資産合計 615,449千円 586,240千円

繰延税金負債

固定資産圧縮積立金 △9,827千円 △8,955千円

その他有価証券評価差額金 △109,291千円 △95,873千円

繰延税金負債合計 △119,118千円 △104,828千円

繰延税金資産の純額 496,330千円 481,412千円

　 （省略）

　（訂正後）

前事業年度

(平成27年12月31日)

当事業年度

(平成28年12月31日)

繰延税金資産

賞与引当金 26,152千円 25,851千円

未払事業税 57,512千円 38,391千円

受注損失引当金 6,794千円 8,924千円

退職給付引当金 503,069千円 502,911千円

　長期未払金 113,283千円 107,524千円

関係会社出資金評価損 45,164千円 42,868千円

投資有価証券評価損 51,900千円 49,261千円

減価償却超過額 8,252千円 7,684千円

土地減損損失 118,696千円 112,662千円

その他 40,775千円 25,837千円

繰延税金資産小計 971,600千円 921,917千円

評価性引当額 △332,543千円 △316,998千円

繰延税金資産合計 639,057千円 604,919千円

繰延税金負債

前払年金費用 △23,608千円 △18,678千円

固定資産圧縮積立金 △9,827千円 △8,955千円

その他有価証券評価差額金 △109,291千円 △95,873千円

繰延税金負債合計 △142,726千円 △123,506千円

繰延税金資産の純額 496,330千円 481,412千円

　 （省略）

　


