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第一部 【企業情報】

 

第1 【企業の概況】

 

1 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第45期

第1四半期
累計期間

第46期
第1四半期
累計期間

第45期

会計期間
自 平成28年 1月 1日

至 平成28年 3月31日

自 平成29年 1月 1日

至 平成29年 3月31日

自 平成28年 1月 1日

至 平成28年12月31日

売上高 （百万円） 11,057 10,954 49,243

経常利益 （百万円） 686 918 3,360

四半期（当期）純利益 （百万円） 429 627 2,169

持分法を適用した場合の
投資利益

（百万円） － － －

資本金 （百万円） 3,395 3,395 3,395

発行済株式総数 （千株） 24,182 24,182 24,182

純資産額 （百万円） 23,793 25,145 25,137

総資産額 （百万円） 34,004 35,450 31,362

1株当たり四半期（当期）
純利益金額

（円） 19.55 28.57 98.74

潜在株式調整後1株当たり
四半期（当期）純利益金額

（円） － － －

1株当たり配当額 （円） － － 50.00

自己資本比率 （％） 69.97 70.93 80.15
 

(注) 1　売上高には、消費税等は含まれておりません。

 2　持分法を適用した場合の投資利益については、対象となる関連会社がないため記載しておりません。

3　潜在株式調整後1株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

4　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては、記載しておりません。

 

2 【事業の内容】

当第1四半期累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）にて営まれている事業の内容について、

重要な変更はありません。

 また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第2 【事業の状況】

 

1 【事業等のリスク】

当第1四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者

の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリス

ク」についての重要な変更はありません。

2 【経営上の重要な契約等】

当第1四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

(1) 業績の状況

当第1四半期累計期間（平成29年1月1日～平成29年3月31日）における当社を取り巻く事業環境は、雇用・所得環

境の改善が続くなか、企業収益の増加を背景に設備投資は持ち直しの動きがみられ、緩やかな回復基調で推移いた

しました。

このような状況の下、当社は中期経営計画に基づき、安定した利益を確保するため、収益性及び生産性の向上を

目的とした社内体制の整備及び強化を行ってまいりました。しかし、商業施設の新規出店数の減少による影響など

厳しい状況が続いております。

この結果、当第1四半期累計期間の売上高は109億54百万円（前年同四半期比0.9％減）、営業利益は9億24百万円

（前年同四半期比34.3％増）、経常利益は9億18百万円（前年同四半期比33.8％増）、四半期純利益は6億27百万円

（前年同四半期比46.2％増）となりました。

なお、当社はディスプレイ事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載に代えて、市場分野別に記

載しております。

 
市場分野別の売上高は次の通りであります。　

区分

前第1四半期累計期間
(自　平成28年 1月 1日
　至　平成28年 3月31日)

当第1四半期累計期間
(自　平成29年 1月 1日
　至　平成29年 3月31日)

増減

売上高
(百万円)

構成比
(％)

売上高
(百万円)

構成比
(％)

売上高
(百万円)

増減率
(％)

複合商業施設

　・総合スーパー
1,475 13.3 2,016 18.4 541 36.7

食品スーパー

　・コンビニエンスストア
1,124 10.2 1,373 12.5 248 22.1

各種専門店 5,668 51.3 5,631 51.4 △36 △0.6

飲食店 1,435 13.0 942 8.6 △492 △34.3

サービス等 1,353 12.2 990 9.1 △363 △26.8

合計 11,057 100.0 10,954 100.0 △102 △0.9
 

 

当第1四半期累計期間における市場分野別の売上高は、複合商業施設・総合スーパー分野並びに食品スーパー・コ

ンビニエンスストア分野では、企画・設計・内装監理及び既存店活性化への取り組みに伴う受注が増加いたしまし

た。一方で飲食店分野並びにサービス等分野では、原材料価格の上昇や人手不足に伴うコスト上昇等の影響を受

け、受注は減少いたしました。
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(2) 財政状態の分析

　（資産）

当第1四半期会計期間末における資産は、354億50百万円（前事業年度比40億88百万円増）となりました。

流動資産は、前事業年度末に比べ42億3百万円増加し、246億9百万円となりました。その主な要因は、法人税等

の確定申告納付及び配当金の支払により現金及び預金が8億93百万円減少したものの、当四半期完成物件による完

成工事未収入金が22億15百万円、翌四半期以降の完成予定物件による未成工事支出金が31億31百万円増加したこ

とによるものです。

固定資産は、前事業年度末に比べ1億14百万円減少し、108億41百万円となりました。その主な要因は、減価償

却により有形固定資産が43百万円、投資有価証券の株価下落等により投資その他の資産が64百万円、それぞれ減

少したことによるものです。

　（負債）

当第1四半期会計期間末における負債は、103億5百万円（前事業年度比40億80百万円増）となりました。

流動負債は、前事業年度末に比べ40億74百万円増加し、83億69百万円となりました。その主な要因は、工事未

払金が38億4百万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5百万円増加し、19億35百万円となりました。その主な要因は、固定負債のそ

の他に含まれるリース債務が3百万円増加したことによるものです。

　（純資産）

当第1四半期会計期間末における純資産は、251億45百万円（前事業年度比8百万円増）となりました。その主な

要因は、その他有価証券評価差額金が70百万円減少したものの、利益剰余金が78百万円増加したことによるもの

です。

 

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第1四半期累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありま

せん。

　

(4)  主要な設備

当第1四半期累計期間において、主要な設備の著しい変動及び主要な設備の前事業年度末における計画の著しい変

更はありません。

　

(5)  生産、受注及び販売の実績

当第1四半期累計期間において、生産、受注及び販売実績の著しい変動はありません。
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第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①  【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 40,669,200

計 40,669,200
 

 

②  【発行済株式】

 

種類
第1四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成29年3月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成29年5月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 24,182,109 24,182,109
東京証券取引所
（市場第一部）

単元株式数は100株で
あります。

計 24,182,109 24,182,109 － －
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成29年 1月 1日
～

平成29年 3月31日
－ 24,182 － 3,395,537 － 3,566,581

 

 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

 平成29年3月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － ―

議決権制限株式（自己株式等） － － ―

議決権制限株式（その他） － － ―

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－
権利内容に何ら限定のない当社
における標準となる株式

（単元株式数は100株）普通株式 2,212,400

完全議決権株式（その他）
普 通 株
式　

21,899,700 218,997 同上

単元未満株式 普通株式 70,009 － 同上

発行済株式総数  24,182,109 － ―

総株主の議決権 － 218,997 ―
 

(注) 「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞ

れ4,000株及び56株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決

権の数40個が含まれております。

 

② 【自己株式等】

 平成29年3月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数に
対する所有株式数

の割合(％)

（自己保有株式）
株式会社スペース

東京都中央区日本橋
人形町3-9-4

2,212,400 － 2,212,400 9.15

計 － 2,212,400 － 2,212,400 9.15
 

(注) 株主名簿上は、当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が570株(議決権5個)あります。な

お、当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」欄の普通株式にそ

れぞれ500株及び70株含まれております。

 

2 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

EDINET提出書類

株式会社スペース(E04902)

四半期報告書

 6/14



第4 【経理の状況】

 

1 四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号）に基づき、同規則及び「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）により作成しております。

 

2 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期会計期間（平成29年1月1日から平成29年3月31

日まで）及び第1四半期累計期間（平成29年1月1日から平成29年3月31日まで）に係る四半期財務諸表について、有限

責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

 

3 四半期連結財務諸表について

「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）第5条第2項により、

当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集団の

財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとし

て、四半期連結財務諸表は作成しておりません。

  なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。

  ① 資産基準                       　  　 1.79％

  ② 売上高基準                        　　0.56％

  ③ 利益基準                            △2.91％

  ④ 利益剰余金基準                        0.27％

  ※会社間項目の消去後の数値により算出しております。
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1 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成28年12月31日)
当第1四半期会計期間
(平成29年3月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 11,107,073 10,213,415

  受取手形 ※1  1,603,298 1,215,813

  完成工事未収入金 5,399,637 7,615,617

  未成工事支出金 2,034,241 5,165,579

  材料及び貯蔵品 7,845 7,683

  その他 258,864 396,967

  貸倒引当金 △5,100 △5,800

  流動資産合計 20,405,861 24,609,277

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 2,999,083 2,966,394

   土地 5,531,601 5,531,601

   その他（純額） 181,353 170,563

   有形固定資産合計 8,712,039 8,668,560

  無形固定資産 117,881 110,733

  投資その他の資産   

   その他 2,130,913 2,062,300

   貸倒引当金 △4,445 －

   投資その他の資産合計 2,126,468 2,062,300

  固定資産合計 10,956,389 10,841,594

 資産合計 31,362,250 35,450,871

負債の部   

 流動負債   

  工事未払金 1,702,482 5,507,397

  短期借入金 300,000 300,000

  未払法人税等 548,488 478,781

  賞与引当金 83,770 526,680

  完成工事補償引当金 39,394 38,217

  受注損失引当金 28,920 32,630

  その他 1,592,056 1,486,053

  流動負債合計 4,295,113 8,369,759

 固定負債   

  長期未払金 351,157 351,157

  退職給付引当金 1,576,442 1,578,267

  その他 2,298 6,054

  固定負債合計 1,929,898 1,935,479

 負債合計 6,225,011 10,305,239
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成28年12月31日)
当第1四半期会計期間
(平成29年3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 3,566,800 3,566,800

  利益剰余金 19,534,265 19,612,848

  自己株式 △1,728,308 △1,728,321

  株主資本合計 24,768,294 24,846,864

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 368,944 298,767

  評価・換算差額等合計 368,944 298,767

 純資産合計 25,137,238 25,145,632

負債純資産合計 31,362,250 35,450,871
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(2) 【四半期損益計算書】

【第1四半期累計期間】

           (単位：千円)

          前第1四半期累計期間
(自 平成28年 1月 1日
　至 平成28年 3月31日)

当第1四半期累計期間
(自 平成29年 1月 1日
　至 平成29年 3月31日)

売上高   

 完成工事高 11,057,417 10,954,710

売上原価   

 完成工事原価 9,876,831 9,474,268

売上総利益 1,180,585 1,480,441

販売費及び一般管理費 492,461 556,094

営業利益 688,124 924,346

営業外収益   

 受取利息 430 261

 受取配当金 1,424 1,056

 受取地代家賃 5,444 4,477

 その他 1,285 1,115

 営業外収益合計 8,584 6,910

営業外費用   

 支払利息 943 943

 売上割引 4,276 5,739

 為替差損 1,736 2,600

 不動産賃貸費用 1,974 1,584

 その他 1,349 1,776

 営業外費用合計 10,280 12,643

経常利益 686,428 918,613

特別損失   

 固定資産除売却損 37 0

 特別損失合計 37 0

税引前四半期純利益 686,390 918,613

法人税、住民税及び事業税 364,922 440,958

法人税等調整額 △108,053 △150,169

法人税等合計 256,869 290,788

四半期純利益 429,521 627,824
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

(追加情報）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年3月28日）を当第1

四半期会計期間から適用しております。

 
(四半期貸借対照表関係)

 ※1 四半期会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

なお、前期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

 
 

前事業年度
(平成28年12月31日)

当第1四半期会計期間
(平成29年3月31日)

受取手形 33,245千円   － 千円  
 

 

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期

間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第1四半期累計期間
(自 平成28年 1月 1日
 至 平成28年 3月31日)

当第1四半期累計期間
(自 平成29年 1月 1日
 至 平成29年 3月31日)

減価償却費 71,131千円 64,441千円
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(株主資本等関係)

前第1四半期累計期間（自 平成28年1月1日 至 平成28年3月31日）

1　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
1株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年3月30日
定時株主総会

普通株式 593,195 27 平成27年12月31日 平成28年3月31日 利益剰余金
 

 

２ 基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後とな

るもの

該当事項はありません。

 

当第1四半期累計期間（自 平成29年1月1日 至 平成29年3月31日）

1　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
1株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年3月30日
定時株主総会

普通株式 549,241 25 平成28年12月31日 平成29年3月31日 利益剰余金
 

 

２ 基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後とな

るもの

該当事項はありません。

 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第1四半期累計期間（自 平成28年1月1日 至 平成28年3月31日）

当社は、ディスプレイ事業の単一セグメントのため、記載を省略しております。

 

当第1四半期累計期間（自 平成29年1月1日 至 平成29年3月31日）

当社は、ディスプレイ事業の単一セグメントのため、記載を省略しております。

 

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第1四半期累計期間
(自 平成28年 1月 1日
 至 平成28年 3月31日)

当第1四半期累計期間
(自 平成29年 1月 1日
 至 平成29年 3月31日)

 1株当たり四半期純利益金額 19円55銭 28円57銭

(算定上の基礎)   

四半期純利益金額(千円) 429,521 627,824

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 429,521 627,824

普通株式の期中平均株式数(株) 21,970,196 21,969,644
 

(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載をしておりません。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 
2 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成29年5月11日

株式会社 ス ペ ー ス

 取 締 役 会 御中

有限責任監査法人 ト ー マ ツ  
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   小　　松　　　　　聡   印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   佐 々 田    博  信　　印

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社スペース

の平成29年1月1日から平成29年12月31日までの第46期事業年度の第1四半期会計期間(平成29年1月1日から平成29年3月31

日まで)及び第1四半期累計期間(平成29年1月1日から平成29年3月31日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸

借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社スペースの平成29年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了

する第1四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められな

かった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 
 

(注) 1．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

2．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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