
 

 

2021年 2月 8日 

各 位 

 

 

（訂正・数値データ訂正）「2019年 12月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」 

の一部訂正のお知らせ 

 

当社は、2020年 2月 7日に公表いたしました「2019年 12月期 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。また、数値デ

ータにも訂正がありましたので、訂正後の数値データも送信いたします。 

 

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) 2019年12月期 正誤表

サマリー情報

1．2019年12月期の連結業績（2019年1月1日～2019年12月31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 １株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

2019年12月期 33,869 28,261 83.4 1,168.46

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 １株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

2019年12月期 34,109 28,261 82.8 1,168.46

2018年12月期 － － － －

　 （省略）

(参考) 個別業績の概要

1．2019年12月期の個別業績（2019年1月1日～2019年12月31日）

　 （省略）

（訂正前）

（2）個別財政状態

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

2019年12月期 33,447 27,852 83.3 1,152.75

2018年12月期 33,302 27,543 82.7 1,139.93

(参考) 自己資本 2019年12月期 27,852百万円 2018年12月期 27,543百万円

（省略）

（訂正後）

（2）個別財政状態

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

2019年12月期 33,638 27,852 82.8 1,152.75

2018年12月期 33,552 27,543 82.1 1,139.93

(参考) 自己資本 2019年12月期 27,852百万円 2018年12月期 27,543百万円

（省略）

　



株式会社スペース(9622) 2019年12月期 正誤表

1．経営成績等の概況

（2）当期の財政状態の概況

（訂正前）

　（資産）

当連結会計年度末における資産は、338億69百万円となりました。

流動資産は、220億39百万円となりました。主な内訳は、現金及び預金が106億79百万円、完成工事未収入金が67

億3百万円、未成工事支出金が30億96百万円です。

固定資産は、118億30百万円となりました。主な内訳は、有形固定資産が91億54百万円、無形固定資産が8億88百

万円、投資その他の資産が17億86百万円です。

　 （負債）

当連結会計年度末における負債は、56億8百万円となりました。

　流動負債は、46億38百万円となりました。主な内訳は、工事未払金が21億68百万円、未払費用が6億60百万円、未

成工事受入金が6億50百万円です。

　固定負債は、9億70百万円となりました。主な内訳は、退職給付に係る負債が6億48百万円、長期未払金が3億17百

万円です。

　（省略）

（訂正後）

　（資産）

当連結会計年度末における資産は、341億9百万円となりました。

流動資産は、220億39百万円となりました。主な内訳は、現金及び預金が106億79百万円、完成工事未収入金が67

億3百万円、未成工事支出金が30億96百万円です。

固定資産は、120億70百万円となりました。主な内訳は、有形固定資産が91億54百万円、無形固定資産が8億88百

万円、投資その他の資産が20億26百万円です。

（負債）

当連結会計年度末における負債は、58億48百万円となりました。

　流動負債は、46億38百万円となりました。主な内訳は、工事未払金が21億68百万円、未払費用が6億60百万円、未

成工事受入金が6億50百万円です。

　固定負債は、12億10百万円となりました。主な内訳は、退職給付に係る負債が8億88百万円、長期未払金が3億17

百万円です。

　 （省略）

　



株式会社スペース(9622) 2019年12月期 正誤表

（3）当期のキャッシュ・フローの概況

（訂正前）

（省略）

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは、8億36百万円の収入となりました。主な収入要因は、税金等調整前当期純利

益を29億47百万円計上したことによるものです。主な支出要因は、売上債権が7億99百万円増加したこと、退職給付に

係る負債が9億8百万円減少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

2019年12月期

自己資本比率 83.4

時価ベースの自己資本比率 91.1

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 0.0

インタレスト・カバレッジ・レシオ 193.3

（訂正後）

（省略）

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは、8億36百万円の収入となりました。主な収入要因は、税金等調整前当期純利

益を29億47百万円計上したことによるものです。主な支出要因は、売上債権が7億99百万円増加したこと、退職給付に

係る負債が9億67百万円減少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

2019年12月期

自己資本比率 82.8

時価ベースの自己資本比率 90.5

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 0.0

インタレスト・カバレッジ・レシオ 193.3

　



株式会社スペース(9622) 2019年12月期 正誤表

3．連結財務諸表及び主な注記

（1）連結貸借対照表

　（訂正前）

(単位：千円)

当連結会計年度
(2019年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 10,679,968

受取手形 1,346,627

完成工事未収入金 6,703,474

未成工事支出金 3,096,668

材料及び貯蔵品 17,626

前払費用 116,950

その他 89,968

貸倒引当金 △11,647

流動資産合計 22,039,636

固定資産

有形固定資産

建物 4,618,403

減価償却累計額 △1,888,778

建物（純額） 2,729,625

構築物 81,337

減価償却累計額 △73,066

構築物（純額） 8,271

機械及び装置 69,249

減価償却累計額 △56,707

機械及び装置（純額） 12,542

車両運搬具 1,300

減価償却累計額 △1,299

車両運搬具（純額） 0

工具、器具及び備品 1,102,577

減価償却累計額 △821,611

工具、器具及び備品（純額） 280,965

土地 6,107,911

リース資産 7,553

減価償却累計額 △2,633

リース資産（純額） 4,920

建設仮勘定 10,198

有形固定資産合計 9,154,436

無形固定資産

商標権 466

ソフトウエア 174,374

ソフトウエア仮勘定 672,875

のれん 32,760

電話加入権 8,442

無形固定資産合計 888,919

　



株式会社スペース(9622) 2019年12月期 正誤表

(単位：千円)

当連結会計年度
(2019年12月31日)

投資その他の資産

投資有価証券 1,341,377

出資金 405

関係会社長期貸付金 64,980

破産更生債権等 3,340

長期前払費用 3,391

繰延税金資産 207,957

その他 233,814

貸倒引当金 △68,320

投資その他の資産合計 1,786,945

固定資産合計 11,830,301

資産合計 33,869,937

負債の部

流動負債

工事未払金 2,168,093

リース債務 1,408

未払金 365,651

未払費用 660,059

未払法人税等 279,924

未払消費税等 123,975

未成工事受入金 650,570

預り金 227,019

賞与引当金 91,782

完成工事補償引当金 30,306

受注損失引当金 38,920

その他 381

流動負債合計 4,638,093

固定負債

リース債務 3,843

退職給付に係る負債 648,332

長期未払金 317,677

その他 900

固定負債合計 970,753

負債合計 5,608,846

　



株式会社スペース(9622) 2019年12月期 正誤表

(単位：千円)

当連結会計年度
(2019年12月31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 22,581,528

自己株式 △1,736,248

株主資本合計 27,807,944

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 427,273

為替換算調整勘定 △13,349

退職給付に係る調整累計額 9,703

その他の包括利益累計額合計 423,626

非支配株主持分 29,520

純資産合計 28,261,091

負債純資産合計 33,869,937

　



株式会社スペース(9622) 2019年12月期 正誤表

　（訂正後）

(単位：千円)

当連結会計年度
(2019年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 10,679,968

受取手形 1,346,627

完成工事未収入金 6,703,474

未成工事支出金 3,096,668

材料及び貯蔵品 17,626

前払費用 116,950

その他 89,968

貸倒引当金 △11,647

流動資産合計 22,039,636

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 4,699,740

減価償却累計額 △1,961,844

建物及び構築物（純額） 2,737,896

機械装置及び運搬具 70,549

減価償却累計額 △58,007

機械装置及び運搬具（純額） 12,542

工具、器具及び備品 1,102,577

減価償却累計額 △821,611

工具、器具及び備品（純額） 280,965

土地 6,107,911

リース資産 7,553

減価償却累計額 △2,633

リース資産（純額） 4,920

建設仮勘定 10,198

有形固定資産合計 9,154,436

無形固定資産

のれん 32,760

商標権 466

ソフトウエア 174,374

ソフトウエア仮勘定 672,875

電話加入権 8,442

無形固定資産合計 888,919

　



株式会社スペース(9622) 2019年12月期 正誤表

(単位：千円)

当連結会計年度
(2019年12月31日)

投資その他の資産

投資有価証券 1,341,377

出資金 405

関係会社長期貸付金 64,980

破産更生債権等 3,340

長期前払費用 3,391

退職給付に係る資産 240,026

繰延税金資産 207,957

その他 233,814

貸倒引当金 △68,320

投資その他の資産合計 2,026,972

固定資産合計 12,070,327

資産合計 34,109,963

負債の部

流動負債

工事未払金 2,168,093

リース債務 1,408

未払金 365,651

未払費用 660,059

未払法人税等 279,924

未払消費税等 123,975

未成工事受入金 650,570

預り金 227,019

賞与引当金 91,782

完成工事補償引当金 30,306

受注損失引当金 38,920

その他 381

流動負債合計 4,638,093

固定負債

リース債務 3,843

退職給付に係る負債 888,358

長期未払金 317,677

その他 900

固定負債合計 1,210,779

負債合計 5,848,872

　



株式会社スペース(9622) 2019年12月期 正誤表

(単位：千円)

当連結会計年度
(2019年12月31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 22,581,528

自己株式 △1,736,248

株主資本合計 27,807,944

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 427,273

為替換算調整勘定 △13,349

退職給付に係る調整累計額 9,703

その他の包括利益累計額合計 423,626

非支配株主持分 29,520

純資産合計 28,261,091

負債純資産合計 34,109,963

　



株式会社スペース(9622) 2019年12月期 正誤表

（4）連結キャッシュ・フロー計算書

（訂正前）

(単位：千円)
当連結会計年度

(自 2019年 1月 1日
　至 2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 2,947,761

減価償却費 363,814

減損損失 163,242

のれん償却額 60,308

貸倒引当金の増減額（△は減少） 9,658

賞与引当金の増減額（△は減少） 645

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △2,889

受注損失引当金の増減額（△は減少） 38,920

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △908,838

受取利息及び受取配当金 △28,239

支払利息 4,326

為替差損益（△は益） 854

固定資産除売却損益（△は益） 44,515

売上債権の増減額（△は増加） △799,078

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,107,191

仕入債務の増減額（△は減少） 689,503

未払金の増減額（△は減少） △145,434

未払費用の増減額（△は減少） △24,383

未払消費税等の増減額（△は減少） 45,665

未成工事受入金の増減額（△は減少） 464,812

預り金の増減額（△は減少） △33,670

破産更生債権等の増減額（△は増加） △3,340

受取保険金 △11,975

その他 75,749

小計 1,844,736

利息及び配当金の受取額 22,217

利息の支払額 △4,326

法人税等の支払額 △1,026,286

営業活動によるキャッシュ・フロー 836,341

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 △266,301

投資有価証券の取得による支出 △6,977

無形固定資産の取得による支出 △586,087

定期預金の払戻による収入 70,350

保険積立金の積立による支出 △3,705

保険積立金の解約による収入 38,512

その他 △34,457

投資活動によるキャッシュ・フロー △788,668

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 △1,386

自己株式の取得による支出 △6,438

配当金の支払額 △1,352,018

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,359,844

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,233

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,313,404

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期末残高 10,256,032

　



株式会社スペース(9622) 2019年12月期 正誤表

（訂正後）

(単位：千円)
当連結会計年度

(自 2019年 1月 1日
　至 2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 2,947,761

減価償却費 363,814

減損損失 163,242

のれん償却額 60,308

貸倒引当金の増減額（△は減少） 9,658

賞与引当金の増減額（△は減少） 645

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △2,889

受注損失引当金の増減額（△は減少） 38,920

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △967,295

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） 58,456

受取利息及び受取配当金 △28,239

受取保険金 △11,975

支払利息 4,326

為替差損益（△は益） 854

固定資産除売却損益（△は益） 44,515

売上債権の増減額（△は増加） △799,078

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,107,191

仕入債務の増減額（△は減少） 689,503

未払金の増減額（△は減少） △145,434

未払費用の増減額（△は減少） △24,383

未払消費税等の増減額（△は減少） 45,665

未成工事受入金の増減額（△は減少） 464,812

預り金の増減額（△は減少） △33,670

破産更生債権等の増減額（△は増加） △3,340

その他 75,749

小計 1,844,736

利息及び配当金の受取額 22,217

利息の支払額 △4,326

法人税等の支払額 △1,026,286

営業活動によるキャッシュ・フロー 836,341

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 △266,301

投資有価証券の取得による支出 △6,977

無形固定資産の取得による支出 △586,087

定期預金の払戻による収入 70,350

保険積立金の積立による支出 △3,705

保険積立金の解約による収入 38,512

その他 △34,457

投資活動によるキャッシュ・フロー △788,668

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 △1,386

自己株式の取得による支出 △6,438

配当金の支払額 △1,352,018

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,359,844

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,233

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,313,404

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期末残高 10,256,032

　


