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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 

（自平成28年4月 1日　～　至平成28年7月31日）

（単位：千円）

金　　額 金　　額

現金及び預貯金 18,244                  保険契約準備金 37,330                  

現金 59                        支払備金 19,849                  

預貯金 18,185                  責任準備金 17,481                  

棚卸資産 401                       

貯蔵品 401                       

有形固定資産 1,048                    再保険借 4,035                    

建物附属設備 740                       その他負債 12,840                  

その他の有形固定資産 308                       未払金 7,113                    

預り金 374                       

無形固定資産 8,484                    仮受金 4,967                    

ソフトウェア 5,350                    長期預り保証金 -                          

その他の無形固定資産 3,134                    未払法人税等 386                       

再保険貸 3,175                    

その他資産 21,823                  

3,603                    負債の部合計 54,206                  

保険積立金 3,575                    

前払費用 -                          資本金 99,500                  

14,645                  資本剰余金 23,371                  

立替金 -                          資本準備金 23,371                  

-                          利益剰余金 -101,902               

その他の資産 -                          その他利益剰余金 -101,902               

繰越利益剰余金 -101,902               

繰延税金資産 -                          株主資本合計 20,969                  

供託金 22,000                  純資産の部合計 20,969                  

75,175                  75,175                  

2019年3月31日　現在

科　　目 科　　目

（資産の部） （負債の部）

（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 254,712

保険料等収入 253,745

保険料 156,230

再保険収入 97,515

回収再保険金 29,815

   再保険手数料 58,317

   その他再保険収入 6,317

再保険返戻金 3,066                                   

責任準備金等戻入額 265                                     

支払備金戻入額 -                                         

責任準備金戻入額 265                                     

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 702                                     

商品開発受託収入 -                                         

出向負担金収入 667                                     

その他の経常収益 35                                       

経常費用 290,509

保険金等支払金 161,236

保険金 59,228

解約返戻金 3,660

再保険料 98,348

責任準備金等繰入額 6,106                                   

支払備金繰入額 6,106                                   

責任準備金繰入額 -                                         

事業費 123,167

営業費及び一般管理費 118,676

租税公課 852

減価償却費 3,639                                   

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） -35,797

特別利益 -                                         

その他特別利益 -                                         

特別損失 -                                         

その他特別損失 -                                         

税引前当期純利益（同当期純損失） -35,797

法人税及び住民税 482                                     

法人税等調整額 -                                         

法人税等合計 482                                     

当期純利益（当期純損失） -36,279

科　　　目

（自2018年4月 1日　～　至2019年3月31日）
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個  別  注  記  表 

（自 2018 年 04 月 01 日 ~至 2019 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）は法人税法に基づく定率法  

   無形固定資産（リース資産を除く）は法人税法に基づく定額法  

   但し、無形固定資産に含めて表示した繰延資産（2,543,400 円）は収益発現効果が見込まれる期

間内での定額法 

    

 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. 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     3,941 千円 

 

２. 保険契約準備金の内訳 

普通支払備金  17,603 千円 

ＩＢＮＲ備金  2,246 千円 

普通責任準備金  14,240 千円 

異常危険準備金  3,241 千円 

合 計  37,330 千円 

 

 

Ⅲ. 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 
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Ⅳ. 一株当たり情報に関する注記  

 

 １. 一株当たりの純資産額          321 円 04 銭 

 ２. 一株当たりの当期純利益        △555 円 45 銭 

 

 

Ⅴ. その他の注記  

 

１. 減価償却資産の当期減価償却可能額       3,639 千円 

２.    〃   当期減価償却実施額       3,639 千円 

 

 

以上の通りご報告申し上げます。  

 

2019 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 

 


