
名古屋市中区錦三丁目10番32号

株式会社アーキッシュギャラリー

代表取締役　伊藤誠英

(単位：円)

科　目 金　額 科　目 金　額

流動資産       566,900,324 流動負債       431,762,387

　　現金及び預金        385,695,682 　　工事未払金及び買掛金        282,936,566

　　完成工事未収入金及び売掛金         83,275,092 　　未払金          1,789,026

　　販売用不動産         57,179,955 　　未払費用         12,919,282

　　未成工事支出金         27,649,070 　　未払法人税等          6,439,200

　　原材料及び貯蔵品          1,331,727 　　未払消費税等         11,967,000

　　前渡金            620,967 　　未成工事受入金        103,848,007

    立替金             37,859 　　預り金          4,263,210

　　前払費用          5,757,654 　　前受収益            717,000

　　繰延税金資産          4,230,001 　　賞与引当金          3,412,001

　　未収入金          1,122,317 　　完成工事補償引当金          3,471,095

固定資産       181,028,968 固定負債         9,748,177

　有形固定資産       159,601,342 　　役員退職慰労引当金          8,168,177

　　建物         96,302,685 　　預り保証金          1,580,000

　　車両運搬具            985,834 負債合計       441,510,564

　　工具、器具及び備品          1,034,084

　　土地         61,278,739 株主資本       306,418,728

　無形固定資産           880,904 　　資本金       170,000,000

　　ソフトウェア             92,805 　　資本剰余金        23,500,000

　　その他            788,099 　　　資本準備金         10,000,000

　投資その他の資産        20,546,722 　　　その他資本剰余金         13,500,000

　　出資金             10,000 　　利益剰余金       112,918,728

　　長期前払費用          1,065,088 　　　利益準備金          8,533,000

　　保証金         14,773,240 　　　その他利益剰余金        104,385,728

　　長期未収入金         18,027,812 　　　　繰越利益剰余金        104,385,728

　　保険積立金          4,455,825

　　繰延税金資産            242,569

　　貸倒引当金        -18,027,812 純資産合計       306,418,728

資産合計       747,929,292 負債・純資産合計       747,929,292

純資産の部

第 17 期 決 算 公 告

貸　借　対　照　表
（平成28年 3月31日現在）

資産の部 負債の部



(単位：円)

科　目

売上高

　　完成工事高           2,250,546,406

　　不動産等売上高             224,516,689           2,475,063,095

売上原価

　　完成工事原価           2,016,078,117

　　不動産等売上原価             216,173,554           2,232,251,671

　売上総利益            242,811,424

販売費及び一般管理費             202,451,878

　営業利益             40,359,546

営業外収益

　　受取利息               1,193,788

　　雑収入              13,596,006              14,789,794

営業外費用

　　支払利息                   1,726

　　雑損失               1,719,709               1,721,435

　経常利益             53,427,905

特別利益

　　固定資産売却益               2,524,829               2,524,829

特別損失

　　固定資産除却損                   7,443                   7,443

　税引前当期純利益             55,945,291

　　法人税、住民税及び事業税               7,427,516

　　法人税等調整額              11,319,812              18,747,328

　当期純利益             37,197,963

金　額

損　益　計　算　書

平成27年 4月 1日から

平成28年 3月31日まで



 

個別注記表 

 

1．重要な会計方針に係る事項 

（1）資産の評価基準及び評価方法 

①その他有価証券 

時価のあるもの 決算末日の市場価格等に基づく時価法 

（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） 

時価のないもの 移動平均法による原価法 

②たな卸資産 

未成工事支出金及び販売用不動産 個別法による原価法 

（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法） 

  貯蔵品 最終仕入原価法 

   

（2）固定資産の減価償却の方法 

①有形固定資産  定率法 

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準

によっております。 

但し、平成 10 年 4 月 1 日以降に取得した建物（附属設備を除く）については、

定額法を採用しております。 

②無形固定資産  定額法 

なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっており

ます。 

③長期前払費用  均等償却 

なお、償却期間については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっており

ます。 

 

（3）引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

貸倒懸念債権等、特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して

おります。 

 ②賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額を計上しております。 

 ③完成工事補償引当金 

建築物の引渡後の瑕疵による損失及び補償サービス費用を補填するため、過去の工事に係る補修

費用の実績を基準として計上しております。 

 ④役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上してお

ります。 

 

 

 



 

（4）その他計算書類作成のための基本となる重要な事項 

①消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税については、税抜方式によっております。 

   

2．株主資本等変動計算書に関する注記 

（1）当事業年度末における発行済株式の種類及び株式数 

株式の種類 
前事業年度末 

株 式 数 

当事業年度 

増加株式数 

当事業年度 

減少株式数 

当事業年度末 

株 式 数 

普通株式 6,080 株 － － 6,080 株 

 

（2）剰余金の配当に関する事項 

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 

平成 27 年 

6 月 22 日 
普通株式 6,000 1,000 

平成 27 年 

3 月 31 日 

平成 27 年 

6 月 23 日 

 

3. その他 

計算書類中の記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。 


