
（単位：円）

金　　　額 金　　　額

（資産の部） （負債の部）

235,563,025 176,473,052

現金 203,158 支払備金 86,594,777

預貯金 235,359,867 責任準備金 89,878,275

有形固定資産 5 代理店借 4,413,592

器具及び備品 5 再保険借 198,816,296

無形固定資産 18,297,396 その他負債 71,309,873

ソフトウェア 18,297,396 借入金 14,424,000

再保険貸 201,195,368 未払法人税等 290,000

その他資産 13,325,826 未払費用 15,430,785

前払費用 5,873,250 預り金 480,118

未収金 6,974,166 仮受金 40,684,970

差入保証金 450,000 賞与引当金 1,309,550

その他の資産 28,410 負債の部　合計 452,322,363

（純資産の部）

供託金 27,000,000 440,000,000

資本剰余金 410,000,000

410,000,000

△ 806,940,743

△ 806,940,743

繰越利益剰余金 △ 806,940,743

株主資本合計 43,059,257

純資産の部　合計 43,059,257

資産の部　合計 495,381,620 負債及び純資産の部　合計 495,381,620

保険契約準備金

資本金

利益剰余金

その他利益剰余金

資本準備金

2019年度　　(2020年 3月 31日 現在)　　貸借対照表

科       目 科       目

現金及び預貯金
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2019年度　　　　 　　　損益計算書

（単位：円）

1,229,453,427

1,225,244,507

783,722,747

再保険収入 441,521,760

回収再保険金 293,604,127

再保険手数料 114,309,085

その他再保険収入 33,608,548

責任準備金等戻入額 4,193,547

支払備金戻入額 4,193,547

15,373

15,373

1,256,961,616

921,749,006

460,460,477

解約返戻金 1,823,919

その他返戻金 2,228,271

再保険料 457,236,339

7,184,824

責任準備金繰入額 7,184,824

327,740,916

310,667,991

3,605,350

13,467,575

その他経常費用 286,870

支払利息 276,437

その他経常費用 10,433

27,508,189

特別利益 1,500,000

受取和解金 1,500,000

26,008,189

290,000

290,000

26,298,189

      2019年 4月  1日から

      2020年 3月31日まで

科　　　目 金　　　額

経常収益

保険料等収入

保険料

資産運用収益

利息及び配当金等収入

経常費用

保険金等支払金

保険金等

責任準備金等繰入額

事業費

営業費及び一般管理費

当期純損失

税金

減価償却費

経常損失

税引前当期純損失

法人税及び住民税

法人税等合計
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Ⅰ 重要な会計方針にかか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

定率法によっております。

(2)無形固定資産

定額法によっております。

自社利用のソフトウェアは、社内における見込利用可能期間（5年）に基づいております。

2.引当金の計上基準

賞与引当金-従業員の賞与支給に備える為、賞与支給見込額を計上しております。

3 その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理方法

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

有形固定資産の減価償却累計額は、1,147千円であります。

2.支払備金の内訳

普通支払備金(出再普通支払備金控除前) 58,685千円

同上に係る出再普通支払備金 35,031千円

差引（イ） 23,654千円

IBNR支払備金(出再IBNR備金控除前) 156,954千円

同上に係る出再IBNR備金 94,013千円

差引（ロ） 62,940千円

計（イ＋ロ） 86,594千円

3.責任準備金の内訳

普通責任準備金(出再普通責任準備金控除前) 131,288千円

同上に係る出再普通責任準備金 78,482千円

差引 52,805千円

異常危険準備金 37,072千円

計 89,878千円

Ⅲ 損益計算書に関する注記

1.正味収入保険料及び正味支払保険金の内訳

（1）正味収入保険料

保険料 783,722千円

その他再保険収入 33,608千円

解約返戻金 △1,823千円

その他返戻金 △2,228千円

出再保険料 △457,236千円

差引 356,042千円

（2）正味支払保険金

保険金等 460,460千円

回収再保険金 △293,604千円

差引 166,856千円

2.利息及び配当金等収入の内訳

預貯金利息 15千円

3.支払備金繰入額(△は戻入額）の内訳

普通支払備金繰入額(出再普通支払備金控除前) 30,268千円

同上に係る出再普通支払備金繰入額 20,897千円

差引（イ） 9,370千円

IBNR備金繰入額(出再IBNR備金控除前) 4,190千円

同上に係る出再IBNR備金繰入額 17,755千円

差引（ロ） △13,564千円

計（イ＋ロ） △4,193千円

4.責任準備金繰入額の内訳

普通責任準備金繰入額(出再普通責任準備金控除前) 21,190千円

同上に係る出再普通責任準備金繰入額 23,741千円

差引 △2,550千円

異常危険準備金繰入額 9,735千円

計 7,184千円

2019年度  個別注記表



Ⅳ 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数

（単位：株）

当事業年度
期首株式数

当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末
株式数

発行済株式

普通株式

Ⅴ 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は繰越欠損金、貯蔵品の否認額等であり、回収可能性を考慮した上で、繰延税金資産と同額の

評価性引当額を控除しております。

Ⅵ 金融商品に関する注記

1.当社は、資産運用については短期的な預金に限定し、運用を行っております。

尚、当社は少額短期保険業を行っておりますが、保険契約は「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」

(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)の適用対象外となっております。

2.金融商品の時価等に関する事項

2020年3月末における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。

（単位：千円）

貸借対照表計上額 時価 差額

現金及び預貯金 235,563 235,563 -

借入金 14,424 14,399 25

（注）金融商品の時価の算定方法に関する事項

　　　　　（１）現金及び預貯金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価格にほぼ等しいことから、当該帳簿価格によっております。

　　　　　（２）借入金

新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

Ⅶ 関連当事者との取引に関する注記

役員及び個人主要株主等

会社等の名称
又は氏名

議決権等の所有
(被所有)割合(%)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

密山 根成 (被所有)直接94.7％
当社取締役
主要株主

出資の引受
(注1)

30,000 - -

役員の兼任

出資の引受

資金の貸借 借入（注3） 10,000 借入金 10,000

取引金額には消費税等を含んでおりません。

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1)増資による出資の引受であります。

(注2)当社代表取締役 川本芳夫が議決権の90%を直接所有しております。

(注3)資金の借入は市場金利等を勘定し協議の上決定しております。

Ⅷ 1株当たり情報に関する注記

1. 1株当たりの純資産額 2,532円89銭

2. 1株当たりの当期純損失 1,603円25銭

Ⅸ その他

記載金額は千円未満を切り捨てて表示しています。

- -

役員及び
主要株主

役員が議決
権の過半数
を所有して
いる会社

ジャパンリライ
アンスサテライト㈱

(注2)
(被所有)直接1.2%

出資の引受
(注1)

10,000

16,200 800 - 17,000

種類
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