
第 9期 決算公告 

 

ふくろう少額短期保険株式会社 

                         代表取締役社長 多 田 貴 一 

 

平成 30年度（平成 31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 8,985 保険契約準備金 6,612 

現金 - 支払備金 4,046 

預貯金 8,985 責任準備金 2,566 

有価証券 - 代理店借 368 

国債 - 再保険借 801 

地方債 - 短期社債 - 

その他の証券 - 社債 - 

有形固定資産 1,002 新株予約権付社債 - 

土地 - その他負債 1,172 

建物 - 借入金 - 

リース資産 280 未払法人税等 211 

建設仮勘定 - 未払金 - 

その他の有形固定資産 721 未払費用 735 

無形固定資産 432 前受収益 - 

ソフトウェア 432 預り金 △93 

のれん - リース債務 146 

リース資産 - 資産除去債務 - 

その他の無形固定資産 - 仮受金 38 

代理店貸 - その他の負債 134 

再保険貸 2,610 退職給付引当金 - 

その他資産 3,468 役員退職慰労引当金 - 

未収金 2,265 価格変動準備金 - 

未収保険料 - 繰延税金負債 - 

前払費用 32 負債の部 合計 8,955 



未収収益 - （純資産の部）  

仮払金 - 資本金 40,000 

その他の資産 1,171 新株式申込証拠金 - 

前払年金費用 - 資本剰余金 40,000 

繰延税金資産 - 資本準備金 40,000 

供託金 12,000 その他資本剰余金 - 

  利益剰余金 △60,456 

  利益準備金  

  その他利益剰余金 △60,456 

  ・・積立金  

  繰越利益剰余金 △60,456 

  自己株式 - 

  自己株式申込証拠金 - 

  株主資本合計 19,543 

  その他有価証券評価差額金 - 

  繰延ヘッジ損益 - 

  土地再評価差額金 - 

  評価・換算差額等合計 - 

  新株予約権 - 

  純資産の部 合計 19,543 

資産の部合計 28,499 負債及び純資産の部合計 28,499 

 

（貸借対照表に関する注記） 

 

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 

①有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法によっております。 

 

②無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法によっております。なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内におけ

る利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。 

 

③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によっております。 

 



(2)消費税及び地方消費税の会計処理 

税込方式によっております。 

 

(3)責任準備金の積立 

責任準備金は、保険業法施行規則第 211 条の 46の規定に基づき算出した金額を計上し

ております。 

 

２．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 

資金運用については短期的な預貯金等に限定しております。  

 

(2)金融商品の時価等に関する事項 

平成 31 年 3 月 31 日（当期の決算日）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、次のとおりです。 

区分 貸借対照表計上額 時価 差額 

預貯金 8,985  8,985  － 

再保険貸 2,610  2,610  － 

未収金 2,265  2,265  － 

代理店借 (368) (368) － 

再保険借 (801) (801) － 

（＊）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。 

（注）金融商品の時価の算定方法 

預貯金並びに未収金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、

当該帳簿価額によっております。 

 

３．有形固定資産の減価償却累計額は 1,338千円です。 

 

４．当期末における支払備金および責任準備金の内訳は次の通りです。 

（支払備金） 

  普通支払備金（出再普通支払備金控除前）         1,225千円 

 同上に係る出再普通支払備金                450千円   

差引（イ）                                            775 千円 

ＩＢＮＲ備金（出再ＩＢＮＲ備金控除前）         11,860千円 

 同上に係る出再ＩＢＮＲ備金               8,590 千円   

差引（ロ）                     3,270千円 

    計（イ＋ロ）                    4,046千円 



 

（責任準備金） 

普通責任準備金（出再普通責任準備金控除前）              7,624千円 

 同上に係る出再普通責任準備金              6,079 千円   

差引（イ）                      1,545千円 

異常危険準備金（出再異常危険準備金控除前）       1,987千円 

同上に係る出再異常危険準備金               965千円   

差引（ロ）                       1,021千円 

  計（イ＋ロ）                     2,566千円 

 

６．１株当たりの純資産額は 595円 47銭です。 

 

７．金額は、記載単位未満を切り捨てて表示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成 30年 ４月１日より 

平成 30年度                損益計算書 

平成 31年３月 31日まで 

 

 

 （単位：千円） 

科     目 金   額 

経常収益 

保険料等収入 

保険料 

再保険収入 

 回収再保険金 

 再保険手数料 

 再保険返戻金 

その他再保険収入 

資産運用収益 

利息及び配当金等収入 

その他運用収益 

その他経常収益 

83,352 

83,345 

 53,899 

29,445 

19,750 

- 

582 

9,113 

0 

0 

- 

7 

経常費用 

保険金等支払金 

保険金等 

解約返戻金等 

契約者配当金 

再保険料 

責任準備金等繰入額 

  支払備金繰入額 

  責任準備金繰入額 

資産運用費用 

事業費 

営業費及び一般管理費 

税金 

減価償却費 

退職給付引当金繰入額 

その他経常費用 

120,406 

59,443 

 26,678 

1,816 

- 

30,948 

1,871 

1,698 

173 

- 

59,019 

57,778 

305 

936 

- 

72 

経常利益（又は経常損失） △37,053 



特別利益 

 負ののれん発生益 

- 

- 

特別損失 

 固定資産除却損 

その他特別損失 

423 

423 

- 

契約者配当準備金繰入額 

税引前当期純利益（又は税引前当期純損失） 

法人税及び住民税 

法人税等調整額 

法人税等合計 

当期純利益（又は当期純損失） 

- 

△37,477 

284 

- 

284 

△37,762 

 

（損益計算書に関する注記） 

 

１．収益および費用に関する金額 

（１）正味収入保険料は 30,830 千円です。 

 

（２）正味支払保険金は 6,928千円です。 

 

（３）支払備金繰入額（△は支払備金戻入額）の内訳は次の通りです。 

普通支払備金繰入額（出再普通支払備金控除前）      △1,674千円 

同上に係る出再普通支払備金繰入額            △2,160 千円 

        差引（イ）                        485千円 

ＩＢＮＲ備金繰入額（出再ＩＢＮＲ備金控除前）         3,966千円 

同上に係る出再ＩＢＮＲ備金繰入額             2,754千円 

        差引（ロ）                      1,212千円 

           計（イ＋ロ）                    1,698千円 

 

（４）責任準備金繰入額(△は責任準備金戻入額)の内訳は次の通りです。 

普通責任準備金繰入額（出再普通責任準備金控除前）     △1,353 千円 

同上に係る出再普通責任準備金繰入額           △1,371 千円 

差引（イ）                                       17千円 

異常危険準備金繰入額（出再異常危険準備金控除前）       384千円 

同上に係る出再異常危険準備金繰入額              228千円 

差引（ロ）                                    155千円 

 計（イ＋ロ）                    173千円 



 

２．利息及び配当金収入は全額預金利息です。 

 

３．１株当たりの当期純損失は 1,150円 58銭です。 

 

４．金額は記載単位未満を切り捨てて表示しています。 

 

 

 

 


