
第71期　決算公告

平成27年６月19日

(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 8,829,909 流動負債

流動負債流動負債

流動負債 3,556,770

　現金預金 70,663 　工事未払金 2,463,513

　受取手形 18,220 　リース債務 2,440

　完成工事未収入金 6,134,747 　未払金 290,477

　未成工事支出金 637,944 　未払費用 122,273

　材料貯蔵品 437 　未払法人税等 19,769

　前払費用 17,689 　未払消費税等 140,100

　繰延税金資産 216,321 　未成工事受入金 36,378

　短期貸付金 1,639,959 　前受金 5,688

　未収入金 94,549 　預り金 49,980

　貸倒引当金 △ 623 　賞与引当金 263,393

　役員賞与引当金 24,150

固定資産

固定資産固定資産

固定資産 3,735,369 　完成工事補償引当金 113,605

 有形固定資産

 有形固定資産 有形固定資産

 有形固定資産 2,740,623 　受注損失引当金 25,000

　建物 1,223,849

　構築物 25,969 固定負債

固定負債固定負債

固定負債 1,940,117

　機械装置 14,056 　リース債務 3,371

　車輌運搬具 14 　長期未払金 95,166

　工具器具備品 39,292 　退職給付引当金 1,839,017

　土地 1,431,683 　その他 2,562

　リース資産 5,758 負債合計

負債合計負債合計

負債合計 5,496,887

 無形固定資産

 無形固定資産 無形固定資産

 無形固定資産 23,249 純資産の部

純資産の部純資産の部

純資産の部

　ソフトウェア 12,776 株主資本

株主資本株主資本

株主資本 7,016,131

　電話加入権 9,995 　資本金

　資本金　資本金

　資本金 450,000

　その他 477 　資本剰余金

　資本剰余金　資本剰余金

　資本剰余金 766,281

　　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 971,496 　　その他資本剰余金 459,750

　投資有価証券 255,633 　利益剰余金

　利益剰余金　利益剰余金

　利益剰余金 5,799,849

　関係会社株式 30,000 　　利益準備金 222,024

　長期貸付金 364 　　その他利益剰余金 5,577,825

　繰延税金資産 659,892 　　　別途積立金 5,855,500

　破産更生債権等 0 　　　繰越利益剰余金 △ 277,674

　その他 25,607 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 52,260

　貸倒引当金 △ 0   その他有価証券評価差額金 52,260

純資産合計

純資産合計純資産合計

純資産合計 7,068,391

　資　産　合　計

　資　産　合　計　資　産　合　計

　資　産　合　計 12,565,279 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 12,565,279

資　産　の　部 負債・純資産の部

(平成27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

東京都大田区平和島四丁目1番23号

和興エンジニアリング株式会社

代表取締役社長 矢澤 久司



       (単位　千円) 

　完成工事高

　完成工事高　完成工事高

　完成工事高 21,966,951

　完成工事原価

　完成工事原価　完成工事原価

　完成工事原価 20,504,601

　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 1,462,350

　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 1,227,256

　営業利益

　営業利益　営業利益

　営業利益 235,093

　営業外収益

　営業外収益　営業外収益

　営業外収益

　 　受取利息 1,100

　 　受取配当金 6,476

　 　固定資産売却益 57,040

　 　投資有価証券売却益 2,507

 　　貸倒引当金戻入益 911

 　　その他 7,877 75,914

　営業外費用

　営業外費用　営業外費用

　営業外費用

 　　支払利息 86

 　　固定資産売却損 6,163

 　　固定資産除却損 2,535

 　　その他 9,775 18,560

　経常利益

　経常利益　経常利益

　経常利益 292,446

　特別利益

　特別利益　特別利益

　特別利益

　 　関係会社清算益 49,426 49,426

　特別損失

　特別損失　特別損失

　特別損失

 　　減損損失 29,925 29,925

　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 311,948

　法人税、住民税及び事業税 18,431

  法人税等調整額 191,760 210,192

　当期純利益

　当期純利益　当期純利益

　当期純利益 101,755

平成 27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 26年  4月   1日から


