
第72期　決算公告

平成28年6月17日 東京都大田区平和島四丁目１番23号

株 式 会 社 エ ク シ オ テ ッ ク

代表取締役社長　作山　裕樹

(単位 千円)

科　　　目 金　　　額 科　　　目 金　　　額

（資産の部） （負債の部）

流動資産

流動資産流動資産

流動資産 11,455,428

11,455,42811,455,428

11,455,428 流動負債

流動負債流動負債

流動負債 3,999,136

3,999,1363,999,136

3,999,136

　現金預金 60,731 　工事未払金 2,760,073

　受取手形 171,759 　リース債務 17,702

　完成工事未収入金 7,724,680 　未払金 217,965

　未成工事支出金 1,554,990 　未払費用 157,558

　材料貯蔵品 188,305 　未払法人税等 38,469

　前払費用 30,327 　未払消費税等 118,360

　繰延税金資産 207,242 　未成工事受入金 135,761

　短期貸付金 1,007,021 　前受収益 8,226

　未収入金 360,194 　預り金 63,133

　立替金 151,015 　賞与引当金 345,252

　貸倒引当金 △ 840 　役員賞与引当金 14,782

　完成工事補償引当金 121,848

固定資産

固定資産固定資産

固定資産 4,730,932

4,730,9324,730,932

4,730,932

 有形固定資産

 有形固定資産 有形固定資産

 有形固定資産 3,211,793

3,211,7933,211,793

3,211,793

　建物 1,327,533 固定負債

固定負債固定負債

固定負債 2,191,266

2,191,2662,191,266

2,191,266

　構築物 31,004 　リース債務 33,816

　機械装置 10,294 　長期未払金 32,267

　車輌運搬具 0 　退職給付引当金 2,122,620

　工具器具備品 36,814 　その他 2,562

　土地 1,755,684 負債合計

負債合計負債合計

負債合計 6,190,403

6,190,4036,190,403

6,190,403

　リース資産 50,461

 無形固定資産

 無形固定資産 無形固定資産

 無形固定資産 22,250

22,25022,250

22,250

　ソフトウェア 6,309 （純資産の部）

　電話加入権 14,448 株主資本

株主資本株主資本

株主資本 9,831,174

9,831,1749,831,174

9,831,174

　リース資産 1,014 　資本金 450,000

　その他 477 　資本剰余金 3,427,512

　　資本準備金 306,531

 投資

 投資 投資

 投資その

そのその

その他

他他

他の

のの

の資産

資産資産

資産 1,496,888

1,496,8881,496,888

1,496,888 　　その他資本剰余金 3,120,980

　投資有価証券 654,858 　利益剰余金 5,953,661

　関係会社株式 32,500 　　利益準備金 222,024

　長期貸付金 398 　　その他利益剰余金 5,731,637

　繰延税金資産 755,111 　　　別途積立金 6,255,500

　破産更生債権等 388 　　　繰越利益剰余金 △ 523,862

　その他 54,021 評価

評価評価

評価・

・・

・換算差額等

換算差額等換算差額等

換算差額等 164,783

164,783164,783

164,783

　貸倒引当金 △ 388   その他有価証券評価差額金 164,783

純資産合計

純資産合計純資産合計

純資産合計 9,995,957

9,995,9579,995,957

9,995,957

　

　　

　資

資資

資　

　　

　産

産産

産　

　　

　合

合合

合　

　　

　計

計計

計 16,186,360

16,186,36016,186,360

16,186,360 負債

負債負債

負債・

・・

・純資産合計

純資産合計純資産合計

純資産合計 16,186,360

16,186,36016,186,360

16,186,360

資　産　の　部 負債・純資産の部

平成28年3月31日現在

貸 借 対 照 表貸 借 対 照 表貸 借 対 照 表貸 借 対 照 表



       (単位　千円) 

完成工事高 24,217,167

完成工事原価 22,439,644

　　

　　　　

　　完成工事総利益

完成工事総利益完成工事総利益

完成工事総利益 1,777,522

1,777,5221,777,522

1,777,522

販売費及び一般管理費 1,336,910

　　

　　　　

　　営業利益

営業利益営業利益

営業利益 440,611

440,611440,611

440,611

営業外収益

　受取利息 1,031

　受取配当金 10,800

　固定資産売却益 176,564

　投資有価証券売却益 545

　賃貸収入 79,532

　その他 12,243 280,717

営業外費用

　支払利息 47

　固定資産売却損 29,013

　固定資産除却損 4,828

　賃貸費用 54,255

　休止固定資産減価償却費 20,133

　その他 11,001 119,281

　　

　　　　

　　経常利益

経常利益経常利益

経常利益 602,047

602,047602,047

602,047

特別損失

　制度変更一時金 86,513

　経営統合費用 7,122 93,635

　　

　　　　

　　税引前当期純利益

税引前当期純利益税引前当期純利益

税引前当期純利益 508,411

508,411508,411

508,411

法人税、住民税及び事業税 28,733

  法人税等調整額 27,515 56,249

　　

　　　　

　　当期純利益

当期純利益当期純利益

当期純利益 452,162

452,162452,162

452,162

平成 28年  3月 31日まで

科　　　　目 金　　　　額

損 益 計 算 書損 益 計 算 書損 益 計 算 書損 益 計 算 書

平成 27年  4月   1日から


