
貸借対照表

(2018年3月31日現在)

（単位：千円）

科目 金額 科目 金額

（資産の部） 97,482,770 （負債の部） 95,054,390

流動資産 96,963,764 流動負債 95,054,390

現金及び預金 419,247 未払金 4,334,708

売掛金その他営業債権 445,449 未払費用 164,977

貯蔵品 19,694 未払法人税等 291,344

関係会社短期貸付金 87,907,779 未払消費税等 60,465

未収入金 226,120 前受金 26,363,700

前払費用 6,584 お買物券 48,622,971

未回収ボーナス券 4,050,007 ボーナス券 4,050,007

繰延税金資産 3,888,880 商品券回収損引当金 11,164,099

その他 2,116

固定資産 519,006 2,428,379

有形固定資産 838 株主資本 2,428,379

建物 786 資本金 100,000

工具、器具及び備品 51 資本剰余金 100,000

その他資本剰余金 100,000

無形固定資産 837

電話加入権 837 利益剰余金 2,228,379

利益準備金 25,000

投資その他の資産 517,330 その他利益剰余金 2,203,379

投資有価証券 33,000  繰越利益剰余金 2,203,379

長期前払費用 2,580

差入保証金 481,750

合計 97,482,770 合計 97,482,770

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

（純資産の部）
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損益計算書

(自 2017年4月1日　至 2018年3月31日)

（単位：千円）

科目 金額 科目

売上高

お買物券斡旋手数料 4,966,951

広告収入及び催物収入 112

その他 2,352 4,969,416

売上原価 3,877,748

売上総利益 1,091,668

販売費及び一般管理費 1,337,329

営業損失 △ 245,660

営業外収益

受取利息及び受取配当金 510,938

未回収お買物券受入益 2,554,741

その他 110,693 3,176,373

営業外費用

商品券回収損引当金繰入額 2,423,951

その他 167,303 2,591,255

経常利益 339,457

特別損失

店舗閉鎖損失 20,123 20,123

税引前当期純利益 319,333

法人税、住民税及び事業税 407,000

法人税等調整額 △ 292,925

当期純利益 205,258

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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１.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

　有価証券

時価のないその他有価証券は移動平均法による原価法により評価しております。

　たな卸資産

（2）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く） 定額法を採用しております。

無形固定資産（リース資産を除く）

（3）引当金の計上基準

（4）消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

（5）追加情報

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年3月28日）を

当事業年度から適用しております。

２.貸借対照表に関する注記

（1）有形固定資産から控除した減価償却累計額 3,804        千円

（2）関係会社に対する金銭債権・債務

　短期金銭債権 6            千円

　短期金銭債務 75,823       千円

３.税効果会計に関する注記

　繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

　商品券回収損引当金 3,861,662    千円

　その他 27,218       千円

　 繰延税金資産合計 3,888,880    千円

繰延税金資産の純額 3,888,880    千円

個　別　注　記　表

商品券回収損引当金は、商品券等が負債計上中止後に回収された場合に発生する損失に備えるため、過
去の実績に基づく将来の回収見込額を計上しております。

貯蔵品については、先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法による算定）によ
り評価しております。

自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利
用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
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４.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
議決権等の所有
(被所有)割合

 関連当事者
との関係

取引内容
 取引金額
（注4）

科目 期末残高

 資金の返済
（注1）

915,910     

 利息の受取
（注2）

509,034     

 カウンター業務
等の委託（注3）

717,219      未払費用 65,183      

 店舗閉鎖に伴う
追加委託（注3）

879          未払金 949         

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注2）

(注3） 一般的な取引条件に基づいて決定しております。

(注4） 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
議決権等の所有
(被所有)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

売掛金 212,710     

未収入金 174,617     

未払金 2,073,202   

売掛金 70,751      

未収入金 6,837       

未払金 689,585     

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1）

(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。

５.１株当たり情報に関する注記

（1）１株当たり純資産額 12,141        円　89銭

（2）１株当たり当期純利益 1,026         円　29銭

６.重要な後発事象に関する注記

該当する事項はありません。

販売手数料の料率は、一般取引条件を参考としつつ、併せてお買物券の年間回収見込額や貸付金平均残高見込を勘案の上、
総合的に決定しております。

貸付金の利率については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。

親会社

資金の貸借については、グループ内の資金を一元管理するキャッシュ・マネジメント・システム（ＣＭＳ）による取引であ
ります。

 (株)三越伊勢丹
　ホールディングス

 被所有
　間接　100％

資金貸借
 関係会社
短期貸付金

87,907,779  

親会社 (株)エムアイカード
 被所有
　直接　100％

 業務委託
役員の兼任

 親会社
の子会
社

(注1）

 (株)岩田屋三越  なし 買物券斡旋
買物券斡旋手数
料の受取（注1）

720,138     

 (株)三越伊勢丹  なし 買物券斡旋 2,356,673   
買物券斡旋手数
料の受取（注1）
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