
 

 

2021年 2月 8日 

各 位 

 

 

（訂正・数値データ訂正）「2020年 12月期 第 3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」

の一部訂正のお知らせ 

 

当社は、2020年 11月 9日に公表いたしました「2020年 12月期 第 3四半期決算短信〔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。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) 令和２年12月期 正誤表

サマリー情報

1．2020年12月期第3四半期の連結業績（2020年1月1日～2020年9月30日）

　（訂正前）

（1）連結経営成績(累計) （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2020年12月期第3四半期 30,243 △18.0 1,094 △56.5 1,127 △55.3 934 △45.7

2019年12月期第3四半期 36,890 － 2,517 － 2,522 － 1,719 －

(注1) 包括利益 2020年12月期第3四半期 614 百万円 ( △62.3％) 2019年12月期第3四半期 1,628百万円 ( －％）

(注2) 2019年12月期第1四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、2019年12月期第3四半期の対

前年同四半期増減率については記載しておりません

　 （省略）

（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 ％

2020年12月期第3四半期 33,097 27,839 84.1

2019年12月期 33,869 28,261 83.4

(参考) 自己資本 2020年12月期第3四半期 27,822百万円 　2019年12月期 28,231百万円

　（訂正後）

（1）連結経営成績(累計) （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2020年12月期第3四半期 30,243 △18.0 1,094 △56.5 1,127 △55.3 934 △45.7

2019年12月期第3四半期 36,890 － 2,517 － 2,522 － 1,719 －

(注1) 包括利益 2020年12月期第3四半期 612 百万円 ( △62.4％) 2019年12月期第3四半期 1,628百万円 ( －％）

(注2) 2019年12月期第1四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、2019年12月期第3四半期の対

前年同四半期増減率については記載しておりません。

　 （省略）

（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 ％

2020年12月期第3四半期 33,360 27,839 83.4

2019年12月期 34,109 28,261 82.8

(参考) 自己資本 2020年12月期第3四半期 27,820百万円 　2019年12月期 28,231百万円

　



株式会社スペース(9622) 令和２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

　①資産、負債、純資産の状況

　（訂正前）

（資産）

当第3四半期連結会計期間末における資産は、330億97百万円（前連結会計年度末比7億72百万円減）となりました。

流動資産は、前連結会計年度末に比べ2億26百万円減少し、218億13百万円となりました。主な要因は、現金及び預

金が27億86百万円、未成工事支出金が5億92百万円増加したものの、完成工事未収入金が26億57百万円、受取手形が10

億2百万円減少したことによるものです。

固定資産は、前連結会計年度末に比べ5億46百万円減少し、112億83百万円となりました。主な要因は、無形固定資

産が37百万円増加したものの、有形固定資産が1億9百万円、投資その他の資産が4億73百万円減少したことによるもの

です。

（負債）

当第3四半期連結会計期間末における負債は、52億57百万円（前連結会計年度末比3億51百万円減）となりました。

流動負債は、前連結会計年度末に比べ3億86百万円減少し、42億51百万円となりました。主な要因は、賞与引当金が

2億23百万円増加したものの、工事未払金が3億9百万円、未払法人税等が1億17百万円、その他の流動負債が1億53百万

円減少したことによるものです。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ35百万円増加し、10億6百万円となりました。主な要因は、退職給付に係る負

債が36百万円増加したことによるものです。

（純資産）

当第3四半期連結会計期間末における純資産は、278億39百万円（前連結会計年度末比4億21百万円減）となりまし

た。主な要因は、利益剰余金が1億5百万円、その他有価証券評価差額金が2億92百万円減少したことによるものです。

（訂正後）

（資産）

当第3四半期連結会計期間末における資産は、333億61百万円（前連結会計年度末比7億48百万円減）となりました。

流動資産は、前連結会計年度末に比べ2億26百万円減少し、218億13百万円となりました。主な要因は、現金及び預

金が27億86百万円、未成工事支出金が5億92百万円増加したものの、完成工事未収入金が26億57百万円、受取手形が10

億2百万円減少したことによるものです。

固定資産は、前連結会計年度末に比べ5億21百万円減少し、115億48百万円となりました。主な要因は、無形固定資

産が37百万円増加したものの、有形固定資産が1億9百万円、投資その他の資産が4億49百万円減少したことによるもの

です。

（負債）

当第3四半期連結会計期間末における負債は、55億24百万円（前連結会計年度末比3億24百万円減）となりました。

流動負債は、前連結会計年度末に比べ3億86百万円減少し、42億51百万円となりました。主な要因は、賞与引当金が

2億23百万円増加したものの、工事未払金が3億9百万円、未払法人税等が1億17百万円、その他の流動負債が1億53百万

円減少したことによるものです。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ62百万円増加し、12億72百万円となりました。主な要因は、退職給付に係る

負債が63百万円増加したことによるものです。

（純資産）

当第3四半期連結会計期間末における純資産は、278億37百万円（前連結会計年度末比4億24百万円減）となりまし

た。主な要因は、利益剰余金が1億5百万円、その他有価証券評価差額金が2億92百万円減少したことによるものです。

　



株式会社スペース(9622) 令和２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)

前連結会計年度
(2019年12月31日)

当第3四半期連結会計期間
(2020年9月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 10,679,968 13,466,432

受取手形 1,346,627 344,360

完成工事未収入金 6,703,474 4,045,920

未成工事支出金 3,096,668 3,688,840

材料及び貯蔵品 17,626 8,076

その他 206,918 269,471

貸倒引当金 △11,647 △9,910

流動資産合計 22,039,636 21,813,192

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,737,896 2,698,289

土地 6,107,911 6,107,911

その他（純額） 308,627 238,421

有形固定資産合計 9,154,436 9,044,622

無形固定資産

のれん 32,760 －

その他 856,158 925,923

無形固定資産合計 888,919 925,923

投資その他の資産

その他 1,855,266 1,379,943

貸倒引当金 △68,320 △66,497

投資その他の資産合計 1,786,945 1,313,446

固定資産合計 11,830,301 11,283,992

資産合計 33,869,937 33,097,185

負債の部

流動負債

工事未払金 2,168,093 1,858,555

未払法人税等 279,924 162,863

賞与引当金 91,782 315,373

完成工事補償引当金 30,306 18,942

受注損失引当金 38,920 20,390

その他 2,029,066 1,875,451

流動負債合計 4,638,093 4,251,576

固定負債

退職給付に係る負債 648,332 684,841

長期未払金 317,677 317,677

その他 4,743 3,624

固定負債合計 970,753 1,006,143

負債合計 5,608,846 5,257,720

　



株式会社スペース(9622) 令和２年12月期 正誤表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年12月31日)

当第3四半期連結会計期間
(2020年9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 3,567,127 3,569,063

利益剰余金 22,581,528 22,476,507

自己株式 △1,736,248 △1,730,297

株主資本合計 27,807,944 27,710,810

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 427,273 135,111

為替換算調整勘定 △13,349 △27,776

退職給付に係る調整累計額 9,703 4,851

その他の包括利益累計額合計 423,626 112,186

非支配株主持分 29,520 16,467

純資産合計 28,261,091 27,839,464

負債純資産合計 33,869,937 33,097,185

　



株式会社スペース(9622) 令和２年12月期 正誤表

　（訂正後）

(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年12月31日)

当第3四半期連結会計期間
(2020年9月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 10,679,968 13,466,432

受取手形 1,346,627 344,360

完成工事未収入金 6,703,474 4,045,920

未成工事支出金 3,096,668 3,688,840

材料及び貯蔵品 17,626 8,076

その他 206,918 269,471

貸倒引当金 △11,647 △9,910

流動資産合計 22,039,636 21,813,192

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,737,896 2,698,289

土地 6,107,911 6,107,911

その他（純額） 308,627 238,421

有形固定資産合計 9,154,436 9,044,622

無形固定資産

のれん 32,760 －

その他 856,158 925,923

無形固定資産合計 888,919 925,923

投資その他の資産

その他 2,095,292 1,644,305

貸倒引当金 △68,320 △66,497

投資その他の資産合計 2,026,972 1,577,807

固定資産合計 12,070,327 11,548,353

資産合計 34,109,963 33,361,546

負債の部

流動負債

工事未払金 2,168,093 1,858,555

未払法人税等 279,924 162,863

賞与引当金 91,782 315,373

完成工事補償引当金 30,306 18,942

受注損失引当金 38,920 20,390

その他 2,029,066 1,875,451

流動負債合計 4,638,093 4,251,576

固定負債

退職給付に係る負債 888,358 951,628

長期未払金 317,677 317,677

その他 4,743 3,624

固定負債合計 1,210,779 1,272,930

負債合計 5,848,872 5,524,507

　



株式会社スペース(9622) 令和２年12月期 正誤表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年12月31日)

当第3四半期連結会計期間
(2020年9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 3,567,127 3,569,063

利益剰余金 22,581,528 22,476,507

自己株式 △1,736,248 △1,730,297

株主資本合計 27,807,944 27,710,810

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 427,273 135,111

為替換算調整勘定 △13,349 △27,776

退職給付に係る調整累計額 9,703 2,425

その他の包括利益累計額合計 423,626 109,761

非支配株主持分 29,520 16,467

純資産合計 28,261,091 27,837,038

負債純資産合計 34,109,963 33,361,546
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（2）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結包括利益計算書

第3四半期連結累計期間

（訂正前）

(単位：千円)
前第3四半期連結累計期間

(自 2019年1月 1日
　至 2019年9月30日)

当第3四半期連結累計期間
(自 2020年1月 1日
　至 2020年9月30日)

四半期純利益 1,725,177 925,997

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △155,182 △292,161

為替換算調整勘定 △12,748 △14,426

退職給付に係る調整額 71,741 △4,851

その他の包括利益合計 △96,189 △311,439

四半期包括利益 1,628,988 614,558

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,622,887 622,617

非支配株主に係る四半期包括利益 6,100 △8,058

（訂正後）

(単位：千円)
前第3四半期連結累計期間

(自 2019年1月 1日
　至 2019年9月30日)

当第3四半期連結累計期間
(自 2020年1月 1日
　至 2020年9月30日)

四半期純利益 1,725,177 925,997

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △155,182 △292,161

為替換算調整勘定 △12,748 △14,426

退職給付に係る調整額 71,741 △7,277

その他の包括利益合計 △96,189 △313,865

四半期包括利益 1,628,988 612,132

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,622,887 620,191

非支配株主に係る四半期包括利益 6,100 △8,058

　


