
 

 
  



 

 
  



 

 

個 別 注 記 表 

 

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】 

１．資産の評価基準及び評価方法 

（1）有価証券の評価基準及び評価方法 

その他有価証券 

(a)時価のあるもの    決算日の市場価格等に基づく時価法を適用しております。 

（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             

法により算定しております。） 

(b)時価のないもの  移動平均法による原価法を適用しております。 

（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法 

先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法により算定)を適用しております。 

２．固定資産の減価償却の方法 

（1）有形固定資産       定率法を適用しております。 

 ただし、平成 10 年 4 月 1 日以降に取得した建物（建物附属設備を

除く）並びに平成 28 年 4 月 1 日以降に取得した建物附属設備は、

定額法を適用しております。 

 また、取得価額が 10 万円以上 20 万円未満の資産については、3 

年間で均等償却する方法を採用しております。 

（2）無形固定資産        定額法を適用しております。 

           なお、ソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間 

（5 年）に基づく定額法を適用しております。 

                   また、コンテンツについては、見込利用可能期間(1 から 3 年)に基 

づく定額法を適用しております。 

３．引当金の計上基準 

（1）貸倒引当金                売上債権、貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権に 

ついては貸倒実績率により、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勘案し、回収不能見込額を計上しております。

なお、定期刊行物(期末直前最終号は除く)の返品による損失に備え

るための返品債権特別勘定を含めて表示しております。 

（2）返品調整引当金       定期刊行物及びムック・書籍の返品による損失に備えるため過去の 

返品実績を勘案した必要額を計上しております。 

（3）退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づき当事業年度末において発生して

いると認められる額を計上しております。 

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（10 年）による定額法により按分した額を、それぞれ

発生の翌事業年度から費用処理しております。 



 

 

（4）役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規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 税抜方式によっております。 

（2）連結納税制度       株式会社 JTB を連結納税親会社とする連結納税制度を適用してお

ります。 

（3）その他             貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表の

記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

 

【貸借対照表に関する注記】 

１．関係会社に対する金銭債権(区分表示したものを除く) 

       短期金銭債権                   72,620 千円 

２．有形固定資産の減価償却累計額               381,115 千円 

 

【損益計算書に関する注記】 

１．関係会社との取引高      

  営業取引による取引高 

     売 上 高                207,637 千円 

仕 入 高                208,379 千円 

販売費及び一般管理費           368,365 千円 

営業取引以外の取引による取引高         24,898 千円 

２．連結納税制度の適用に伴い、法人税、住民税及び事業税には、連結納税親会社から収受すべき、6,370

千円が含まれております。なお、中間納付時点で 10,748 千円を前払いしていることから、未収金に

連結納税親会社から収受すべき 17,119 千円が含まれております。 

 

【株主資本等変動計算書に関する注記】 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

    発行済株式は普通株式で 20,000 株であります。 

２．配当に関する事項 

     該当事項はありません。 

 

【税効果会計に関する注記】 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因 

   繰延税金資産の発生の主な原因は、退職給付引当金、未払賞与、役員退職慰労引当金、貸倒引当

金の否認等であり、繰延税金負債の発生の主な原因は、未収還付事業税等であります。 

 

 

 



 

 

【金融商品に関する注記】 

１．金融商品の状況に関する事項   

当社は資金運用については預金等に限定し、JTB グループ全体で統合管理するキャッシュマネジ

メントシステムにより資金を調達及び運用しております。 

受取手形及び売掛金に係る顧客信用リスクは、与信管理規定に沿ってリスクの低減を図っており

ます。また投資有価証券は主として株式であり、上場株式については時価の把握を行っております。 

買掛金、未払金、関係会社未払金及び預り金は、1 年以内の支払期日であり、特段リスクは把握し

ておりません。 

２．金融商品の時価等に関する事項 

平成 30 年 3 月 31 日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり

であります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりま

せん。 

                                         （単位：千

円） 

  貸借対照表計上額 時価 差額 

現金及び預金 4,106 4,106  ─ 

受取手形 25,942 25,942 ― 

売掛金 3,324,009 3,324,009 ― 

関係会社短期貸付金 2,812,435  2,812,435  ─ 

未収金 54,677 54,677 ─ 

未収還付法人税等 5,800 5,800          ─ 

投資有価証券 12,641  12,641  ─ 

関係会社長期貸付金 920,000 920,449 449  

差入保証金 112,012 101,427     △10,584 

長期債権 

貸倒引当金 

 

145,199 

△132,859 

12,340 

 

 

12,340 

 

 

― 

買掛金  (1,303,209)  (1,303,209) ─ 

未払金 (339,310)  (339,310)  ─ 

関係会社未払金 (78,541) (78,541) ─ 

未払法人税等 (10,636) (10,636) ─ 

預り金 (28,654) (28,654) ― 

＊負債に計上されているものについては( )で示しております。  

(注 1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項 

・現金及び預金、受取手形、売掛金、関係会社短期貸付金、未収金、並びに未収還付法人税等 

  これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ

ております。 

・投資有価証券 

   これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。 

・長期債権 

   長期債権については、担保及び保証による回収見込額等により、時価を算定しております。 

・関係会社長期貸付金、差入保証金 



 

  将来キャッシュ・フローを現在価値に割り引いて算定しております。 

 ・買掛金、未払金、関係会社未払金、未払法人税等、並びに預り金 

  これらは短期間で決済されるため時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって

おります。 

 (注 2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

  非上場株式(貸借対照表計上額 12,641 千円内 1,100 千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシ

ュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、投

資有価証券には含めておりません。 

 

【関連当事者との取引に関する注記】 

１．親会社及び法人主要株主等                          （単位：千円） 

種類 
会社等の 

名称 

議決権の所有

割合(%) 

関連当事者との関係 

取引内容 取引金額 科目 期末残高 
役員の兼任等 事業上の関係 

親会社 ㈱JTB 
被所有直接 

100.0% 
4名 

JTB ｸﾞﾙｰﾌﾟ運

営役務の提供

等 

商標使用料 

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾌｨｰ 

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾛｲﾔﾘﾃｨ(注 1) 

266,819 
関係会社 

未払金 
71,800 

連結納税 

 

法人税の受け取り 

 

6,370 未収金 17,119 

JTB ｸﾞﾙｰﾌﾟに

対する金銭の

貸付･受入等 

CMS融資による 

資金貸付(注 2) 

 

 

- 

 

 

関係会社短期 

貸付金 

 

2,812,435 

 

関係会社長期

貸付金 
920,000 

     受取利息(注 3) 13,806 
 

未収収益    
6,927 

    

ｿﾌﾄｳｴｱ開発中

止に係る補償

金 

受取補償金(注 4) 11,091            - - 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

   (注 1)価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して価格交渉の上で決定しております。 

   (注 2)資金の借入・貸付については、資金管理を JTB グループ全体で統合管理するキャッシュ 

マネジメントシステム(CMS)によるものであり、参加会社間で資金の貸借を日次で行ってい

るため、取引金額は記載しておりません。 

      (注 3)資金の貸付の利率については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。 



 

   (注 4)「GTI システム」(次世代海旅 FIT システム)の開発中止に対する補償金であります。 

(注 5)取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。 

 

2．兄弟会社等                                  （単位：千円） 

種類 
会社等の 

名称 

議決権の所有

割合(%) 

関連当事者との関係 
取引内容 

取引金額 

(注 2) 
科目 期末残高 

役員の兼任等 事業上の関係 

親会社の 

子会社 
㈱ＰＵＬＳ 

 

なし 

 

1名 

当社製品の保

管および発送

業務・編集業務

(注 1) 

支払委託料他 93,643 

  

未払金 

 

   

11,968 

  

取引条件及び取引条件の決定方針等 

 (注 1)価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して価格交渉の上で決定しております。 

 (注 2)取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。 

 

【１株当たり情報に関する注記】 

１．１株当たり純資産額                    393,375 円 00 銭  

２．１株当たり当期純利益            108 円 54 銭 

 

【重要な後発事象に関する注記】 

該当事項はありません。 

 


