
（単位：千円）

金　　額 金　　額

現金及び預貯金 9,803             保険契約準備金 3,049             

現金 2                 支払備金 392               

預貯金 9,800             責任準備金 2,657             

有形固定資産 659               再保険借 1,215             

その他の有形固定資産 659               その他負債 6,189             

無形固定資産 10,714            未払金 501               

ソフトウェア 10,714            未払費用 1,824             

再保険貸 2,880             預り金 548               

その他資産 14,481            未払法人税等 315               

差入保証金 4,114             長期借入金 3,000             

前渡金 -                 10,454            

前払費用 475               

未収入金 3,501             資本金 173,475           

立替金 16                資本剰余金 41,475            

その他の資産 6,374             資本準備金 41,475            

繰延税金資産 -                 利益剰余金 -176,865          

供託金 10,000            その他利益剰余金 -176,865          

繰越利益剰余金 -176,865          

株主資本合計 38,084            

38,084            

48,539            48,539            

平成21年度　貸 借 対 照 表

ライズ少額短期保険株式会社

（資産の部）

科　　目

（負債の部）

科　　目

平成22年3月31日　現在

資産の部合計

負債の部合計

（純資産の部）

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計



（単位：千円）

金額

経常収益 35,950                      

保険料等収入 35,039                      

保険料 24,808                      

再保険収入 10,231                      

回収再保険金 2,178                       

   再保険手数料 8,053                       

再保険返戻金 -

資産運用収益 3                           

利息及び配当金収入 3                           

預貯金利息 3                           

その他経常収益 907                         

その他の経常収益 907                         

経常費用 118,509                     

保険金等支払金 18,236                      

保険金 6,388                       

解約返戻金 19                          

再保険料 11,828                      

責任準備金等繰入額 1,206                       

支払備金繰入額 392                         

責任準備金繰入額 814                         

事業費 98,983                      

営業費及び一般管理費 93,702                      

減価償却費 5,280                       

その他経常費用 82                          

保険業法第113条繰延資産償却費 -

その他の経常費用 82                          

保険業法第113条繰延額（△） -

経常利益（経常損失） -82,558                     

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） -82,558                     

法人税及び住民税 290                         

法人税等調整額 39,076                      

法人税等合計 39,366                      

当期純利益（当期純損失） -121,925                    

科　　　目

平成21年度　損益計算書

ライズ少額短期保険株式会社

（自平成21年4月 1日　～　至平成22年3月31日）



 
 

個 別 注 記 表 

(自平成 21 年 4 月 1 日 ～ 至平成 22 年 3 月 31 日) 

 

1．重要な会計方針に係る事項 

(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）・・・・・定率法 

無形固定資産（リース資産を除く）・・・・・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によっております。 

(3) 有形固定資産の減価償却累計額 1,266 千円 

(4) 消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。 

(5) 繰延資産の処理 

      ① 商品開発費・・・商品ごとに商品販売開始の期より 5 年間にわたり均等償却しております。 

  （6） その他資産の内訳 

        商品開発費 6,374 千円 

  (7)  責任準備金の内訳 

        普通責任準備金 1,442 千円 

        ＩＢＮＲ 224 千円 

        異常危険準備金 990 千円  

 2,657 千円 

2．株主資本等変動計算書に関する注記 

     当事業年度末における発行済株式の種類及び株式数 

           普通株式     13,565 株 

平成 21 年 4 月 30 日、平成 21 年 9 月 25 日、平成 21 年 12 月 30 日、平成 22 年 3 月 5 日 

平成 22 年 3 月 31 日の計５回、第三者割当増資を行い、1,565 株（払込金額の半分は資本準

備金としています。）発行し、その結果上記株式数となっております。 

3．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

      繰延税金資産 

           税務上繰延欠損金   73,136 千円 

           その他                522 千円  

           繰延税金資産小計   73,658 千円 

           評価性引当金      -73,658 千円  

           繰延税金資産合計       0 千円 

   ※繰延税金資産については、その回収可能性がないと判断し、評価性引当額として控除します。 

４．その他の注記 

① 1 株当たりの純資産額 2,807 円 57 銭 

② 1 株当たりの当期純損失 8,988 円 22 銭 


