
全管協少額短期保険株式会社

                （ 日現在）貸借対照表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（単位：千円）

現金及び預貯金 保険契約準備金

現金 支払備金

預貯金 責任準備金

有価証券 代理店借

国債 共同保険借

地方債 再保険借

その他の証券 短期社債

有形固定資産 社債

土地 新株予約権付社債

建物 その他負債

建設仮勘定 借入金

その他の有形固定資産 未払法人税等

無形固定資産 未払金

ソフトウェア 未払費用

ソフトウェア仮勘定 前受収益

のれん 預り金

その他の無形固定資産 資産除去債務

代理店貸 仮受金

再保険貸 その他の負債

その他資産 退職給付引当金

未収金 役員退職慰労引当金

未収還付法人税等 賞与引当金

未収保険料 価格変動準備金

前払費用 繰延税金負債

未収収益 再評価に係る繰延税金負債

仮払金

その他の資産

前払年金費用

繰延税金資産 資本金

供託金 新株式申込証拠金

貸倒引当金 資本剰余金

資本準備金

その他資本剰余金

利益剰余金

利益準備金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

自己株式

自己株式申込証拠金

株主資本合計

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

平成30年度　決算公告

金　　額

（資産の部） （負債の部）

平成30年度 平成31 年 3 月 31

科　　　　　　目 金　　額 科　　　　　　目

774,626      

-          527,696      

-          1,182,762    

2,150,700  519,799      

290        53,436       

2,150,409  466,362      

-          

1,096,898    

-          -            

1,851      16,550       

-          -            

13,914     -            

-          -            

12,063     

74,422       

121,966    

-            

-            

166,703    549,480      

9,828      

84,995       

-          

371,450      

4          

156,871    

1,318        

-          -            

214,480    -            

1,180,865  -            

1,989,047  50,126       

1,734,934  41,745       

-          

-            

130,000      

130,000      

-            

1,157,943    

-          

136        

39,496     負債の部　合計 4,194,972    

-          （純資産の部）

44,763     

35,000

220,000      

-            

△ 45

-            

-            

-            

-            

-            

純資産の部　合計 1,507,943    

90,000       

1,067,943    

1,067,943    

-            

-            

1,507,943    

資 産 の 部 合 計 5,702,915  負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 5,702,915    
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年

年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：千円）

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

支払備金戻入額

責任準備金戻入額

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

経常費用

保険金等支払金

保険金等

解約返戻金

その他返戻金

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

役員退職慰労引当金繰入額

賞与引当金繰入額

その他経常費用

経常利益

特別利益

特別損失

契約者配当準備金繰入額

税引前当期純利益

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

月

月
平成30年度

平成30 4 1 日から

金　　　　額

9,795,571                           

9,726,662                           

4,856,589                           

4,870,073                           

損益計算書
平成31 3 31 日まで

科　　　　　　　　　目

8                                   

-                                   

8                                   

1,813                               

9,559,295                           

6,300,623                           

1,252,780                           

3,222,384                           

394,908                             

-                                   

-                                   

67,086                              

7,390                               

-                                   

0

3,251,227                           

3,200,304                           

2,829                               

1,359,857                           

403,848                             

4,308                               

-                                   

4,532,609                           

7,390                               

66,974                              

169,301                             

-                                   

-                                   

-                                   

236,276                             

65,573                              

35,601                              

9,900                               

52                                  

236,276                             

1,401

3,404

△ 813
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（１）

（２）無形固定資産の減価償却は、定額法によっております。

（３）

（４）

（５）

（６）

（７）

（８）消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

（９）

（10）金額は、記載単位未満を切り捨てて表示しております。

（１）有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。
有形固定資産の減価償却累計額

（２）関係会社に対する金銭債権及び債務は次のとおりであります。
短期金銭債権総額 6,692 千円
短期金銭債務総額 206,424 千円

（３）支払備金の内訳は、次のとおりであります。
支払備金（出再支払備金控除前） 596,722 千円
同上にかかる出再支払備金 543,285 千円
　　差　引 53,436 千円

（４）責任準備金の内訳は、次のとおりであります。
普通責任準備金（出再控除前未経過保険料） 5,000,708 千円
同上にかかる出再責任準備金 4,651,286 千円
　　差　引　　（イ） 349,422 千円
異常危険準備金（ロ）   116,939 千円

　　　計　（イ＋ロ）  466,362 千円

繰延税金資産の総額は44,763千円であります。

　 （単位：千円）

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注１）　価格交渉の上、合理的な条件で業務委託契約を決定しています。

（１）１株当たり純資産額は75,397円17銭であります。

（２）

該当事項ありません。

395,107 未払金 191,523

４．関連当事者等との取引に関する注記

種類 会社等の名称

親会社
全国賃貸管理ビ

ジネス協会
被所有
間接65%

業務委託
業務委託
（注１）

-
共同

保険借 208,553
親会社の
子会社

エタニテイ
少額短期保険㈱ なし

共同保険に係る
関連業務委託契

約

共同保険に関
する保険料、
保険金、解約
返戻金、その
他返戻金、諸
経費の立替

金、その他協
議により認め
た勘定に係る
ネット取引
（注2）

親会社の
子会社

ネットライフ火
災少額短期保険

㈱
なし

共同保険に係る
関連業務委託契

約

６．重要な後発事象等に関する注記

５．1株当たり情報に関する注記

1株当たりの当期純利益の額は8,465円07銭であります。

（注2）　業務委託契約および付帯覚書による共同保険諸勘定に係る経理決済ルールに基づき、合理的な条件で決定してい
ます。

繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳は、退職給付引当金14,035千円、役員退職慰労引当金11,688千円、異常危険準
備金13,465千円、解約返戻金普通備金3,855千円、IBNR備金1,061千円、賞与引当金369千円等であります。

１．重要な会計方針

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、契約金額が
3,000千円未満のため、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。

２．貸借対照表に関する注記

議決権等の
所有割合

関連当事者との
関係

取引の内容 取引金額 科目

有形固定資産の減価償却は、定率法によっております。ただし、平成28年4月１日以後に取得した建物附属設備及
び構築物については定額法を採用しております。

算定上の基礎である当期純利益の額は169,301千円、１株当たりの当期純利益の額の算定に用いた普通株式の期中
平均株式数は20,000株であります。

算定上の基礎である純資産の部の合計額及び普通株式に係る当期末の純資産額はいずれも1,507,943千円、
１株当たり純資産額の算定に用いた当期末の普通株式の数は20,000株であります。

自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいて償却しております。

貸倒引当金は、債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について貸倒実績率により計上するほか、個々の
債権の回収可能性を勘案して計上しています。

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額を計上しております。

賞与引当金は、従業員の賞与に充てるため、支給見込額を基準に計上しております。

役員退職慰労引当金は、役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金内規に基づく期末要支給額を計上
しております。

価格変動準備金は、国債等の価格変動による損失に備えるため、保険業法第115条の規定に基づき計上することと
しておりますが、当事業年度は対象資産がないため計上しておりません。

共同保険に関
する保険料、
保険金、解約
返戻金、その
他返戻金、諸
経費の立替

金、その他協
議により認め
た勘定に係る
ネット取引
（注2）

-
共同

保険借 319,142

11,011千円

期末残高

３．税効果会計に関する注記
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