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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 

金　　額 金　　額

現金及び預貯金 225,090,934           保険契約準備金 38,248,910             

現金 11,622                  支払備金 17,930,082             

預貯金 225,079,312           責任準備金 20,318,828             

棚卸資産 679,696                 

貯蔵品 679,696                 

有形固定資産 8,009,400              再保険借 7,355,356              

建物附属設備 4,978,737              その他負債 12,934,525             

その他の有形固定資産 3,030,663              未払金 6,400,742              

預り金 360,319                 

無形固定資産 14,090,865             仮受金 6,173,464              

ソフトウェア 7,583,505              長期借入金 -                          

その他の無形固定資産 6,507,360              長期預り保証金 -                          

再保険貸 3,980,974              未払法人税等 -                          

その他資産 39,949,982             

14,360,660             負債の部合計 58,538,791             

保険積立金 5,958,090              

前払費用 -                          資本金 299,420,043           

17,960,482             資本剰余金 222,473,943           

立替金 20,750                  資本準備金 222,473,943           

1,650,000              利益剰余金 -266,630,926         

その他の資産 -                          その他利益剰余金 -266,630,926         

繰越利益剰余金 -266,630,926         

繰延税金資産 -                          株主資本合計 255,263,060           

供託金 22,000,000             純資産の部合計 255,263,060           

313,801,851           313,801,851           

（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

科　　目 科　　目

（資産の部） （負債の部）
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【２】 損益計算書 

アイアル少額短期保険株式会社 （単位：円）

金額

経常収益 274,973,019

保険料等収入 273,061,879

保険料 173,231,690

再保険収入 99,830,189

回収再保険金 46,467,059

   再保険手数料 45,258,485

   その他再保険収入 3,748,812

再保険返戻金 4,355,833                             

責任準備金等戻入額 561,669                                

支払備金戻入額 -                                         

責任準備金戻入額 561,669                                

資産運用収益 64                                       

利息及び配当金収入 64                                       

預貯金利息 64                                       

その他経常収益 1,349,407                             

商品開発受託収入 -                                         

出向負担金収入 -                                         

その他の経常収益 1,349,407                             

経常費用 330,788,489

保険金等支払金 192,053,002

保険金 79,780,742

解約返戻金 4,775,463

再保険料 107,496,797

責任準備金等繰入額 1,960,649                             

支払備金繰入額 1,960,649                             

責任準備金繰入額 -                                         

事業費 136,758,399

営業費及び一般管理費 131,238,202

租税公課 718,734

減価償却費 4,801,463                             

その他経常費用 16,439                                 

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

その他の経常費用 16,439                                 

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

経常利益（経常損失） -55,815,470

特別利益 -                                         

その他特別利益 -                                         

特別損失 4,074,105                             

その他特別損失 4,074,105                             

税引前当期純利益（同当期純損失） -59,889,575

法人税及び住民税 112,208                                

法人税等調整額 -                                         

法人税等合計 112,208                                

当期純利益（当期純損失） -60,001,783

科　　　目

（自2021年4月 1日　～　至2022年3月31日）
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個  別  注  記  表 

（自 2021 年 04 月 01 日 ~至 2022 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  

①有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法（ただし、1998 年 4 月 1 日以降に取得した建物（附属設備を除く）および 

2016 年 4 月 1 日以降に取得した建物附属設備および構築物については定額法）を採用しており

ます。  

②無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法を採用しております。  

但し、無形固定資産に含めて表示した繰延資産（5,916,400 円）は収益発現効果が見込まれる

期間内での定額法を採用しております。 

③リース資産 

(1)所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。 

(2)所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。  

 

２．その他計算書類の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の会計処理は、税込方式によっております。 

 

 

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   4,699 千円 

 

２．保険契約準備金の内訳 

普通支払備金            16,099 千円 

ＩＢＮＲ             1,830 千円 

未経過保険料           16,623 千円 

異常危険準備金          3,695 千円 

合  計            38,248 千円 
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Ⅲ．株主資本等変動計算書に関する注記  

 

１．当該事業年度末における発行済株式数  

普通株式  883,104 株 

 

 

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       289 円 05 銭 

 

２．一株当たりの当期純利益      △67 円 94 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  4,801 千円 

 

２．   〃   当期減価償却実施額  4,801 千円 

 

 

以上の通りご報告申し上げます。  

 

2022 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 

 

 


