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＜貸借対照表＞ 

 

             令和３年度（ 令和４年３月３１日現在）貸借対照表 

（単位：千円） 

科目 金額 科目 金額 

（資産の部）   （負債の部）   

現金及び預貯金 159,551 保険契約準備金 52,759 

預貯金 159,551 支払備金 2,050 

無形固定資産 39,521 普通責任準備金 48,124 

ソフトウェア 39,521 異常危険準備金 2,585 

その他資産 141,708 その他負債 135,914 

未収保険料 26,307 再保険借 103,098 

再保険貸 89,906 代理店借 17,354 

代理店貸 5,396 預り金 144 

前払費用 60 未払法人税等 1,926 

供託金 12,000 その他の負債 13,389 

その他の資産 8,037 負債の部合計 188,673 

    （純資産の部）   

    資本金 103,940 

    資本剰余金 93,940 

    資本準備金 93,940 

    利益剰余金 △ 45,773 

    利益準備金 - 

    その他利益剰余金 △ 45,773 

    繰越利益剰余金 △ 45,773 

    株主資本合計 152,106 

    純資産の部合計 152,106 

資産の部合計 340,780 負債及び純資産の部合計 340,780 

 

（注） 

１ 継続企業の前提に関する事項 

該当事項はありません 

 

 ２ 重要な会計方針に係る事項 

① 棚卸資産の評価基準及び評価方法 

貯蔵品・・・・・最終仕入原価法 

② 固定資産の減価償却の方法 

無形固定資産・・定額法 

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・・税込方式によっております。 

 

３ 会計上の見積りに関する事項 
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  該当事項はありません  

４ 会計方針の変更等に関する事項 

  該当事項はありません 

 

５ 金融商品の状況に関する事項及び金融商品の時価等に関する事項 

① 金融商品の状況に関する事項 

当社は資産運用について安全性・流動性確保のため短期的な預貯金に限定しております。 

② 金融商品の時価等に関する事項 

令和４年３月３１日における貸借対照表計上額、時価及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 

(1)現金及び預貯金 159,551 159,551 - 

(2)代理店貸 5,396 5,396 - 

(3)再保険貸 89,906 89,906 - 

(4)未収保険料 26,307 26,307 - 

(5)供託金 12,000 12,000 - 

(6)代理店借 17,354 17,354 - 

(7)再保険借 103,098 103,098 - 

(8)未払法人税等 1,926 1,926 - 

(9)預り金 144 144 - 

 

６ 賃貸等不動産の状況に関する事項及び賃貸等不動産の時価に関する事項 

該当事項はありません 

 

７ 持分法損益等に関する事項 

該当事項はありません 

 

８ 有形固定資産の減価償却累計額及び圧縮記帳額 

 該当事項はありません 

 

９ 資産に係る引当金を直接控除した場合における各資産の資産項目別の引当金の金額 

該当事項はありません 

 

10 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務の額 

短期金銭債権      53千円 

短期金銭債務    4,492千円 

 

11 取締役及び監査役との取引の金額 

該当事項はありません 

 

12 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 

該当事項はありません 

13 リース契約により使用する重要な有形固定資産及び無形固定資産 
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該当事項はありません 

 

14 重要な係争事件に係る損害賠償義務その他これらに準ずる債務の内容及び金額 

  該当事項はありません 

 

15 契約者配当準備金の増設及び契約者配当金の支払額 

該当事項はありません 

 

16 関係会社の株式又は出資金の額 

 該当事項はありません 

 

17 組織変更剰余金額又は合併剰余金額 

 該当事項はありません 

 

18 担保に供されている資産の内容及びその金額並びに担保に係る債務の金額 

 該当事項はありません 

 

19 再保険を付した部分に相当する支払備金及び責任準備金の金額 

 支払備金・・・・・・・ 2,050千円 

 普通責任準備金・・・・48,124千円 

 異常危険準備金・・・・ 2,585千円 

 

20 1株当たり情報に関する事項 

1株当たりの純資産額・・59,024.71円 

 

21 自己株式の金額 

該当事項はありません 

 

22 連結配当規制適用会社に関する事項 

  該当事項はありません 

 

23 重要な後発事項 

  該当事項はありません 

 

24 財産の状態を正確に判断するために必要な事項 

  該当事項はありません  
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＜損益計算書＞ 

                 令和３年４月 1日から 

      令和３年度                  損益計算書 

                   令和４年３月 31日まで 

                                       （単位：千円） 

科目 金額 

経常収益 632,160 

保険料等収入 631,989 

保険料 348,491 

再保険収入 283,497 

回収再保険金 25,389 

再保険手数料 235,988 

再保険返戻金 22,120 

その他経常収益 170 

経常費用 622,569 

保険金等支払金 366,337 

保険金 28,108 

解約返戻金 24,578 

その他返戻金 198 

再保険料 313,452 

責任準備金等繰入額 24,260 

支払備金繰入額 898 

責任準備金繰入額 23,362 

事業費 231,971 

営業費及び一般管理費 220,418 

税金 320 

減価償却費 11,232 

経常利益（又は経常損失） 9,590 

税引前当期純利益（又は税引前当期純損失） 9,590 

法人税及び住民税 1,969 

法人税等調整額 - 

法人税等合計 1,969 

当期純利益（又は当期純損失） 7,620 
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(注) 

１  関係会社との取引高 

 営業費及び一般管理費・・・31,700 千円 

 その他経常費用・・・・・・    －円 

 

２ 収益及び費用に関する内訳 

 正味収入保険料・・・・・・32,383 千円 

 正味支払保険金・・・・・・ 2,720 千円 

 支払備金繰入額・・・・・・  898 千円 

 責任準備金繰入額・・・・・23,362 千円 

 利息及び配当金収入の資産源泉別内訳 

  現預金・・・・・・・・・    －円 

 

３ 1株当たりの情報に関する事項 

 1株当たりの当期純利益額・・ 2,957.3円 
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＜キャッシュ・フロー計算書＞ 

                令和３年４月 1日から  

     令和３年度               キャッシュ・フロー計算書 

               令和４年３月 31日まで  

 

                                         （単位：千円） 

科目 金額 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益（又は税引前当期純損失） 9,590 

減価償却費 11,232 

支払備金の増減額 898 

普通責任準備金の増減額 22,582 

異常危険準備金の増減額 780 

利息及び配当金収入 △1  

その他資産の増減額 △ 31,376 

その他負債の増減額 33,455 

小計 47,161 

利息及び配当金の受取額 1 

法人税等の支払額 △ 525 

営業活動によるキャッシュ・フロー 46,637 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

無形固定資産の取得による支出 △ 4,935 

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 4,935 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

財務活動によるキャッシュ・フロー - 

現金及び現金同等物に係る換算差額 - 

現金及び現金同等物の増減額 41,701 

現金及び現金同等物期首残高 117,849 

現金及び現金同等物期末残高 159,551 
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＜株主資本等変動計算書＞ 

                 

     令和３年度               株主資本等変動計算書 

                 

 （単位：千円） 

 

 

（注）株主資本等変動計算書に関する事項 

①発行済株式の種類及び総数に関する事項 

種類 当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数 

普通株式 2,577 0 0 2,577 

 

  株主資本 
純資産

合計 

  資本金 資本剰余金 利益剰余金 
株主資

本合計 
  

  

  
資本準

備金 

その他

資本剰

余金 

資本剰

余金合

計 

利益 

準備金 

その他利

益剰余金 

利益剰余

金合計 
    

  
  

        
繰越利益

剰余金 
      

当期首残高 103,940 93,940 - 93,940 - △ 53,394 △ 53,394 144,485 144,485 

当期変動額                   

当期純利益           7,620 7,620 7,620 7,620 

当期変動額合計 - - - - - 7,620 7,620 7,620 7,620 

当期末残高 103,940 93,940 - 93,940 - △ 45,773 △ 45,773 152,106 152,106 

令和３年４月 1日から 

令和４年３月 31日まで 


