
(単位 千円)

科　　　目 金　　　額 科　　　目 金　　　額

資産の部

資産の部資産の部

資産の部 負債の部

負債の部負債の部

負債の部

流動資産

流動資産流動資産

流動資産 9,133,050 流動負債

流動負債流動負債

流動負債 4,330,136

　現金預金 66,358 　工事未払金 3,016,672

　受取手形 28,870 　短期借入金 301,837

　完成工事未収入金 7,518,273 　リース債務 2,423

　未成工事支出金 1,189,827 　未払金 401,481

　材料貯蔵品 2,217 　未払費用 104,582

　前払費用 39,426 　未払法人税等 6,618

　繰延税金資産 196,975 　未払消費税等 23,143

　短期貸付金 568 　未成工事受入金 37,368

　未収入金 88,282 　前受金 4,194

　その他 3,770 　預り金 96,938

　貸倒引当金 △ 1,519 　賞与引当金 214,561

　役員賞与引当金 5,670

　完成工事補償引当金 97,074

固定資産

固定資産固定資産

固定資産 4,131,272 　受注損失引当金 17,570

 有形固定資産

 有形固定資産 有形固定資産

 有形固定資産 2,880,119

　建物 1,303,911 固定負債

固定負債固定負債

固定負債 2,006,385

　構築物 32,780 　リース債務 5,811

　機械装置 15,605 　退職給付引当金 1,884,950

　車輌運搬具 167 　役員退職慰労引当金 111,751

　工具器具備品 13,507 　その他 3,872

　土地 1,495,744 負債合計

負債合計負債合計

負債合計 6,336,522

　リース資産 8,187

　建設仮勘定 10,213 純資産の部

純資産の部純資産の部

純資産の部

 無形固定資産

 無形固定資産 無形固定資産

 無形固定資産 64,421 株主資本

株主資本株主資本

株主資本 6,914,375

　ソフトウェア 33,784 　資本金

　資本金　資本金

　資本金 450,000

　電話加入権 30,158 　資本剰余金

　資本剰余金　資本剰余金

　資本剰余金 766,281

　その他 477 　　資本準備金 306,531

 投資その他の資産

 投資その他の資産 投資その他の資産

 投資その他の資産 1,186,731 　　その他資本剰余金 459,750

　投資有価証券 211,644 　利益剰余金

　利益剰余金　利益剰余金

　利益剰余金 5,698,093

　関係会社株式 60,000 　　利益準備金 222,024

　長期貸付金 789 　　その他利益剰余金 5,476,069

　繰延税金資産 888,544 　　　別途積立金 5,855,500

　破産更生債権等 322 　　　繰越利益剰余金 △ 379,430

　その他 25,753 評価・換算差額等

評価・換算差額等評価・換算差額等

評価・換算差額等 13,425

　貸倒引当金 △ 323   その他有価証券評価差額金 13,425

純資産合計

純資産合計純資産合計

純資産合計 6,927,801

　資　産　合　計

　資　産　合　計　資　産　合　計

　資　産　合　計 13,264,323 負債・純資産合計

負債・純資産合計負債・純資産合計

負債・純資産合計 13,264,323

資　産　の　部 負債・純資産の部

(平成26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
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       (単位　千円) 

　完成工事高

　完成工事高　完成工事高

　完成工事高 25,904,176

　完成工事原価

　完成工事原価　完成工事原価

　完成工事原価 24,347,099

　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 1,557,077

　販売費及び一般管理費

　販売費及び一般管理費　販売費及び一般管理費

　販売費及び一般管理費 1,337,963

　営業利益

　営業利益　営業利益

　営業利益 219,114

　営業外収益

　営業外収益　営業外収益

　営業外収益

　 　受取利息 155

　 　受取配当金 7,572

　 　固定資産売却益 51,010

　 　投資有価証券売却益 53,708

　 　貸倒引当金戻入益 20,305

 　　その他 11,110 143,863

　営業外費用

　営業外費用　営業外費用

　営業外費用

 　　支払利息 539

 　　固定資産売却損 19,492

 　　固定資産除却損 13,499

 　　その他 125 33,657

　経常利益

　経常利益　経常利益

　経常利益 329,320

　特別利益

　特別利益　特別利益

　特別利益

 　　関係会社清算益 163,907 163,907

　特別損失

　特別損失　特別損失

　特別損失

 　　減損損失 76,764 76,764

　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 416,462

　法人税、住民税及び事業税 6,481

  法人税等調整額 168,797 175,278

　当期純利益

　当期純利益　当期純利益

　当期純利益 241,184

損 益 計 算 書損 益 計 算 書損 益 計 算 書損 益 計 算 書

平成 25年  4月   1日から

平成 26年  3月 31日まで

科　　　　目 金　　　　額


