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アイアル少額短期保険株式会社 

代表取締役社長  安藤 克行 

 

【１】 貸借対照表 

（単位：千円）

金　　額 金　　額

現金及び預貯金 33,516                  保険契約準備金 26,608                  

現金 32                        支払備金 8,669                    

預貯金 33,483                  責任準備金 17,939                  

棚卸資産 870                       

貯蔵品 870                       

有形固定資産 1,800                    再保険借 7,718                    

建物附属設備 1,011                    その他負債 7,820                    

その他の有形固定資産 788                       未払金 6,064                    

預り金 507                       

無形固定資産 5,621                    仮受金 599                       

ソフトウェア 5,030                    長期預り保証金 250                       

その他の無形固定資産 590                       未払法人税等 399                       

再保険貸 21,307                  

その他資産 25,349                  

3,602                    負債の部合計 42,147                  

保険積立金 1,986                    

前払費用 350                       資本金 99,500                  

16,045                  資本剰余金 23,371                  

立替金 -                          資本準備金 23,371                  

-                          利益剰余金 -54,553                 

その他の資産 3,364                    その他利益剰余金 -54,553                 

繰越利益剰余金 -54,553                 

繰延税金資産 -                          株主資本合計 68,318                  

供託金 22,000                  純資産の部合計 68,318                  

110,465                 110,465                 

科　　目 科　　目

（資産の部） （負債の部）

平成29年3月31日　現在

（純資産の部）

資産の部合計 負債及び純資産の部合計

差入保証金

未収入金

仮払金
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【２】 損益計算書 

（単位：千円）

金額

経常収益 311,620

保険料等収入 311,598

保険料 194,866

再保険収入 116,731

回収再保険金 29,800

   再保険手数料 63,772

   その他再保険収入 23,159

再保険返戻金 -                                         

責任準備金等戻入額 -                                         

支払備金戻入額 -                                         

責任準備金戻入額 -                                         

資産運用収益 -                                         

利息及び配当金収入 -                                         

預貯金利息 -                                         

その他経常収益 22                                       

その他の経常収益 22                                       

経常費用 312,100

保険金等支払金 185,858

保険金 50,317

解約返戻金 1,916

再保険料 133,624

責任準備金等繰入額 3,468                                   

支払備金繰入額 579                                     

責任準備金繰入額 2,888                                   

事業費 122,773

営業費及び一般管理費 119,447

租税公課 847

減価償却費 2,478                                   

その他経常費用 -                                         

保険業法第113条繰延資産償却費 -                                         

その他の経常費用 -                                         

保険業法第113条繰延額（△） -                                         

経常利益（経常損失） -480

特別利益 7,000                                   

その他特別利益 7,000                                   

特別損失 5,378                                   

その他特別損失 5,378                                   

税引前当期純利益（同当期純損失） 1,141

法人税及び住民税 488                                     

法人税等調整額 -                                         

法人税等合計 488                                     

当期純利益（当期純損失） 652

科　　　目

（自平成28年4月 1日　～　至平成29年3月31日）
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個  別  注  記  表 

（自 平成 28 年 04 月 01 日 ~至 平成 29 年 03 月 31 日 ） 

 

Ⅰ.重要な会計方針に係る事項に関する注記  

 

 １.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）は定率法  

   無形固定資産（リース資産を除く）は定額法  

 ２.リース取引の処理方法  

   リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしております。 

 ３.消費税等の会計処理 

   税込方式を採用しております。 

 

Ⅱ．会計方針の変更に関する注記 

 

１．前事業年度までは、その他再保険収入（再保険利益戻）について、事業年度内での数値確定が

できない理由から、翌期入金時に収益に計上していたが、当事業年度から当該金額が確定でき

る部分（医療保険に限る）については当事業年度に収益を計上する会計処理に変更した。 

この変更により損益計算書の経常利益は前事業年度に比して 5,450,392円増加した。 

２．前事業年度までは、保険募集資材を購入年度の費用に計上していたが、保険商品の種類が増加

したことに伴う当該資材が増加したため、当事業年度から当該資材の期末未使用残高を貯蔵品

に計上する会計処理に変更した。 

この変更により損益計算書の経常利益は前事業年度に比して 870,970円増加した。 

 

Ⅲ． 貸借対照表に関する注記  

 

１. 有形固定資産の減価償却累計額 3,188千円 

２. 保険契約準備金の内訳  

 普通支払備金 6,742千円 

 ＩＢＮＲ備金 1,927千円 

 普通責任準備金 13,473千円 

 異常危険準備金 4,466千円 

  合  計  26,608千円 
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Ⅳ．損益計算書に関する注記 

 

１. 平成 28年度において以下のとおり、特別利益・特別損失を計上しております。 

   １）特別利益 

     東京都中小企業団体中央会による「ものづくり補助金制度」を利用し、保険加入者の健康

状態や生活習慣に関するデータを継続的に管理する保険システムの開発を行い、それによ

り得た補助金 7,000千円を特別利益に計上しました。  

  ２）特別損失 

    上記開発に要した費用 5,378千円を特別損失に計上しました。 

                                        

Ⅴ．株主資本等変動計算書に関する注記  

 

 １. 当該事業年度の末日における発行済株式の数  

   普通株式  65,315株 

 

Ⅵ．一株当たり情報に関する注記  

 １. 一株当たりの純資産額          1,045円 98銭 

 ２. 一株当たりの当期純利益         9円 99銭 

 

Ⅶ．その他の注記  

１. 減価償却資産の当期減価償却可能額       2,478千円 

２.   〃    当期減価償却実施額       2,478千円 

 

以上の通りご報告申し上げます。  

 

平成 29 年 3 月 31 日  

アイアル少額短期保険株式会社 

代表取締役社長 安藤 克行 

 


