
第73期　決算公告 東京都大田区平和島四丁目１番23号

平成29年6月16日 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 11,855,776

11,855,77611,855,776

11,855,776 流動負債

流動負債流動負債

流動負債 3,624,448

3,624,4483,624,448

3,624,448

　現金預金 49,766 　工事未払金 2,896,253

　受取手形 122,168 　リース債務 15,482

　完成工事未収入金 7,543,133 　未払金 64,460

　未成工事支出金 1,571,302 　未払費用 162,517

　材料貯蔵品 203,093 　未払法人税等 5,727

　前払費用 24,856 　未成工事受入金 58,854

　繰延税金資産 222,009 　預り金 27,821

　短期貸付金 1,850,824 　前受収益 7,913

　未収入金 198,414 　完成工事補償引当金 25,566

　立替金 70,998 　受注損失引当金 2,526

　貸倒引当金 △ 791 　賞与引当金 342,084

　役員賞与引当金 15,240

固定資産

固定資産固定資産

固定資産 3,972,986

3,972,9863,972,986

3,972,986 固定負債

固定負債固定負債

固定負債 1,964,824

1,964,8241,964,824

1,964,824

 有形固定資産

 有形固定資産 有形固定資産

 有形固定資産 2,543,658

2,543,6582,543,658

2,543,658 　リース債務 26,011

　建物 1,062,494 　長期未払金 28,757

　構築物 22,227 　退職給付引当金 1,907,495

　機械装置 9,042 　その他 2,560

　車輌運搬具 0 負債合計

負債合計負債合計

負債合計 5,589,273

5,589,2735,589,273

5,589,273

　工具器具備品 20,797 （純資産の部）

　土地 1,387,616 株主資本

株主資本株主資本

株主資本 10,060,437

10,060,43710,060,437

10,060,437

　リース資産 41,479 　資本金 450,000

 無形固定資産

 無形固定資産 無形固定資産

 無形固定資産 18,742

18,74218,742

18,742 　資本剰余金 3,427,512

　ソフトウェア 3,816 　　資本準備金 306,531

　電話加入権 14,448 　　その他資本剰余金 3,120,980

　その他 477 　利益剰余金 6,182,925

 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 1,410,586

1,410,5861,410,586

1,410,586 　　利益準備金 222,024

　投資有価証券 675,423 　　その他利益剰余金 5,960,901

　関係会社株式 2,500 　　　別途積立金 5,556,500

　長期貸付金 60 　　　繰越利益剰余金 404,401

　繰延税金資産 677,268 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 179,051

179,051179,051

179,051

　破産更生債権等 250   その他有価証券評価差額金 179,051

　その他 55,333

　貸倒引当金 △ 250

純資産合計

純資産合計純資産合計

純資産合計 10,239,489

10,239,48910,239,489

10,239,489

　

　　

　資

資資

資　

　　

　産

産産

産　

　　

　合

合合

合　

　　

　計

計計

計 15,828,762

15,828,76215,828,762

15,828,762 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 15,828,762

15,828,76215,828,762

15,828,762

(平成29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

資　産　の　部 負債・純資産の部



       (単位　千円) 

完成工事高 19,699,997

完成工事原価 18,158,358

　　

　　　　

　　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 1,541,639

1,541,6391,541,639

1,541,639

販売費及び一般管理費 1,218,270

　　

　　　　

　　営業利益

営業利益営業利益

営業利益 323,368

323,368323,368

323,368

営業外収益

　受取利息 128

　受取配当金 17,288

　賃貸収入 91,196

　その他 18,071 126,685

営業外費用

　支払利息 16

　固定資産除却損 114

　賃貸費用 66,103

　休止固定資産減価償却費 17,552

　その他 15,791 99,578

　　

　　　　

　　経常利益

経常利益経常利益

経常利益 350,475

350,475350,475

350,475

特別利益

　固定資産売却益 41,104

　関係会社清算益 62,393

　退職給付制度終了益 209,323 312,821

特別損失

　固定資産売却損 186,333 186,333

　　

　　　　

　　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 476,963

476,963476,963

476,963

法人税、住民税及び事業税 16,186

法人税等調整額 56,777 72,964

　　

　　　　

　　当期純利益

当期純利益当期純利益

当期純利益 403,999

403,999403,999

403,999

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28年 4月  1日から

平成29年 3月31日まで


