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貸借対照表

財務諸表

貸借対照表 （単位：百万円）

年度

科目

2020年度 2021年度
（2021年3月31日現在） （2022年3月31日現在）

金額 金額
（資産の部）
現金及び預貯金 1,423 10,587
現金 0 0
預貯金 1,423 10,587
有価証券 8,424 3,024
社債 778 604
株式 1,381 825
外国証券 400 400
その他の証券 5,864 1,195

貸付金 116 13
一般貸付 116 13
有形固定資産 593 850
土地 202 202
建物（純額） 75 475
建設仮勘定 168 62
その他の有形固定資産（純額） 146 110
無形固定資産 1,034 808
ソフトウエア 1,034 808
その他の無形固定資産 0 0
その他資産 3,425 4,177
未収保険料 1,469 1,845
未収金 1,250 1,503
未収収益 10 10
預託金 259 244
仮払金 221 253
その他の資産 215 319

繰延税金資産 1,568 1,751
貸倒引当金 △0 △0
資産の部合計 16,587 21,213
（負債の部）
保険契約準備金 11,287 14,594
支払備金 1,801 2,075
責任準備金 9,485 12,519
その他負債 892 1,004
未払法人税等 182 159
預り金 19 23
未払金 638 770
仮受金 0 0
リース債務 51 42
その他の負債 － 9
賞与引当金 148 274
特別法上の準備金 23 26
価格変動準備金 23 26

負債の部合計 12,351 15,900
（純資産の部）
株主資本
資本金 4,119 4,619
資本剰余金
資本準備金 150 650
その他資本剰余金 2,932 2,932
資本剰余金合計 3,082 3,582
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 △3,053 △2,964

利益剰余金合計 △3,053 △2,964
株主資本合計 4,148 5,237

評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 88 75
評価・換算差額等合計 88 75

純資産の部合計 4,236 5,313
負債及び純資産の部合計 16,587 21,213

直近の２事業年度における財産の状況
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貸借対照表の注記

288百万円

破産更生債権及びこれらに
準ずる債権額

－百万円

危険債権額 －百万円
三月以上延滞債権額 0百万円
貸付条件緩和債権額 －百万円
合計 0百万円

支払備金（出再支払備金控除前、
（ロ）に掲げる保険を除く）

2,075百万円

同上に係る出再支払備金 －百万円
差引（イ） 2,075百万円
地震保険及び自動車損害賠償責
任保険に係る支払備金（ロ）

－百万円

計（イ＋ロ） 2,075百万円

普通責任準備金（出再責任準
備金控除前）

8,111百万円

同上に係る出再責任準備金 －百万円
差引（イ） 8,111百万円
その他の責任準備金（ロ） 4,407百万円
計（イ＋ロ） 12,519百万円

＜貸借対照表の注記＞（2021年度）
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。

2．保険業法に基づく債権のうち、破産更生債権及びこ
れらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並
びに貸付条件緩和債権の金額は次のとおりでありま
す。

(注) 破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始又は再生
手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこ
れらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成
績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の
高い債権で、破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しない債権であります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延
している貸付金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しな
いものであります。
貸付条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利
の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる
取決めを行った貸付金で、破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに
三月以上延滞債権に該当しないものであります。

3．支払備金の内訳は次のとおりであります。

4．責任準備金の内訳は次のとおりであります。
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損益計算書

損益計算書 （単位：百万円）

年度
科目

2020年度 2021年度
（2020年４月１日から2021年３月31日まで） （2021年４月１日から2022年３月31日まで）

経常収益 22,745 28,063

保険引受収益 22,412 27,667

正味収入保険料 22,412 27,667

資産運用収益 282 335

利息及び配当金収入 167 229

金銭の信託運用益 17 －

有価証券売却益 96 105

その他運用収益 1 －

その他経常収益 51 60

経常費用 22,374 27,835

保険引受費用 16,461 21,163

正味支払保険金 9,853 12,408

損害調査費 716 1,042

諸手数料及び集金費 3,472 4,404

支払備金繰入額 510 274

責任準備金繰入額 1,906 3,033

資産運用費用 58 105

有価証券売却損 53 105

為替差損 0 －

その他運用費用 4 －

営業費及び一般管理費 5,824 6,562

その他経常費用 31 3

支払利息 1 0

貸倒引当金繰入額 0 0

貸倒損失 － 1

その他の経常費用 29 0

経常利益 370 228

特別損失 1,379 48

固定資産処分損 1,369 －

有価証券評価損 － 45

特別法上の準備金繰入額 9 3

価格変動準備金繰入額 9 3

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △1,008 179

法人税及び住民税 296 245

法人税等調整額 △576 △155

法人税等合計 △279 90

当期純利益又は当期純損失（△） △728 89
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損益計算書の注記

収入保険料 27,667百万円
支払再保険料 －百万円
差引 27,667百万円

支払保険金 12,408百万円
回収再保険金 －百万円
差引 12,408百万円

支払諸手数料及び集金費 4,404百万円
出再保険手数料 －百万円
差引 4,404百万円

支払備金繰入額（出再支払備金控除
前、（ロ）に掲げる保険を除く） 274百万円

同上に係る出再支払備金繰入額 －百万円
差引（イ） 274百万円
地震保険及び自動車損害賠償責任
保険に係る支払備金繰入額（ロ） －百万円

計（イ＋ロ） 274百万円

普通責任準備金繰入額（出再責任
準備金控除前） 2,146百万円

同上に係る出再責任準備金繰入額 －百万円
差引（イ） 2,146百万円
その他の責任準備金繰入額（ロ） 886百万円
計（イ＋ロ） 3,033百万円

預貯金利息 0百万円
有価証券利息・配当金 213百万円
貸付金利息 1百万円
不動産賃貸料 14百万円
計 229百万円

＜損益計算書の注記＞（2021年度）
1．正味収入保険料の内訳は次のとおりであります。

2．正味支払保険金の内訳は次のとおりであります。

3．諸手数料及び集金費の内訳は次のとおりでありま
す。

4．支払備金繰入額の内訳は次のとおりであります。

5．責任準備金繰入額の内訳は次のとおりであります。

6．利息及び配当金収入の内訳は次のとおりでありま
す。
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株主資本等変動計算書、株主資本等変動計算書の注記

株主資本等変動計算書

株主資本 評価・換算差額等

純資産
合計資本金

資本剰余金 利益剰余金
株主資本
合計

その他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計資本

準備金
その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

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 4,118 3,831 － 3,831 △2,324 △2,324 5,624 △43 △43 5,580
当期変動額
新株の発行（新株予約権
の行使） 1 1 1 2 2
準備金から剰余金への振替 △3,832 3,832 － － －
剰余金の配当 △750 △750 △750 △750
剰余金の配当に伴う準備
金の積立て 150 △150 － － －
当期純損失（△） △728 △728 △728 △728
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 131 131 131
当期変動額合計 1 △3,681 2,932 △748 △728 △728 △1,476 131 131 △1,344
当期末残高 4,119 150 2,932 3,082 △3,053 △3,053 4,148 88 88 4,236

株主資本 評価・換算差額等

純資産
合計資本金

資本剰余金 利益剰余金
株主資本
合計

その他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計資本

準備金
その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

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 4,119 150 2,932 3,082 △3,053 △3,053 4,148 88 88 4,236
当期変動額
新株の発行 500 500 500 1,000 1,000
当期純利益 89 89 89 89
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △12 △12 △12
当期変動額合計 500 500 － 500 89 89 1,089 △12 △12 1,076
当期末残高 4,619 650 2,932 3,582 △2,964 △2,964 5,237 75 75 5,313

2020年度
（単位：百万円）

2021年度
（単位：百万円）

当事業年度期首株式数（千株） 当事業年度増加株式数（千株） 当事業年度減少株式数（千株） 当事業年度末株式数（千株）
発行済株式
普通株式 10,798 1,250 － 12,048

合計 10,798 1,250 － 12,048
自己株式
普通株式 － － － －

合計 － － － －

＜株主資本等変動計算書の注記＞（2021年度）
1．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）普通株式の発行済株式総数の増加は、第三者割当の方法による新株の発行1,250千株であります。

2．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。

3．配当に関する事項
該当事項はありません。
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キャッシュ・フロー計算書、キャッシュ・フロー計算書の注記

キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円）

年度

科目

2020年度 2021年度
（2020年４月１日から
2021年３月31日まで）

（2021年４月１日から
2022年３月31日まで）

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（△） △1,008 179
減価償却費 161 327
株式報酬費用 5 －
雑損失 10 －
支払備金の増減額（△は減少） 510 274
責任準備金の増減額（△は減少） 1,906 3,033
貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 △0
賞与引当金の増減額（△は減少） 4 126
株主優待引当金の増減額（△は減少） △8 －
価格変動準備金の増減額（△は減少） 9 3
利息及び配当金収入 △167 △229
金銭の信託関係損益（△は益） △17 －
有価証券関係損益（△は益） △44 45
支払利息 1 0
貸倒損失 － 1
為替差損益（△は益） 0 －
固定資産処分損益（△は益） 1,388 0
その他資産（除く投資活動関連、
財務活動関連）の増減額（△は増加） △545 △596
その他負債（除く投資活動関連、
財務活動関連）の増減額（△は減少） 99 163

小計 2,307 3,330
利息及び配当金の受取額 176 228
利息の支払額 △1 △0
法人税等の支払額 △331 △284

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,150 3,273
投資活動によるキャッシュ・フロー

金銭の信託の増加による支出 △500 －
金銭の信託の減少による収入 1,530 －
有価証券の取得による支出 △5,941 △416
有価証券の売却・償還による収入 2,869 5,621
貸付けによる支出 △307 △8
貸付金の回収による収入 12 111
資産運用活動計 △2,335 5,308
営業活動及び資産運用活動計 △184 8,582
有形固定資産の取得による支出 △255 △388
無形固定資産の取得による支出 △569 △16
預託金の差入による支出 △46 △7
預託金の回収による収入 12 4

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,194 4,899
財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入 2 －
リース債務の返済による支出 △11 △9
借入金の返済による支出 △125 －
配当金の支払額 △449 －
株式の発行による収入 － 1,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △582 990
現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 －
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,626 9,163
現金及び現金同等物の期首残高 3,050 1,423
現金及び現金同等物の期末残高 1,423 10,587

現金及び預貯金 10,587百万円
有価証券 3,024百万円
現金同等物以外の有価証券 △3,024百万円
現金及び現金同等物 10,587百万円

＜キャッシュ・フロー計算書の注記＞（2021年度）
1．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

 2．投資活動によるキャッシュ・フローには、保険事業
に係る資産運用業務から生じるキャッシュ・フロー
を含んでおります。

3．重要な非資金取引の内容
該当事項はありません。
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注記事項

＜注記事項＞（2021年度）
＜重要な会計方針＞
1．有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理
し、売却原価は移動平均法により算定）を採用し
ております。

市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。

2．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）

定率法を採用しております。ただし、建物ならび
に2016年4月1日以降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。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物　　　　　　　　　　3年～47年
その他の有形固定資産　　3年～10年

（2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内
における利用可能期間（5年）に基づいておりま
す。

（3）リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリ
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
定額法を採用しております。

3．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、資産の自
己査定及び償却・引当規程に基づいて、個別に回
収可能性を検討し、回収不能見込額を計上してお
ります。

（2）賞与引当金
従業員賞与に充てるため、当事業年度末における
支給見込額を基準に計上しております。

（3）価格変動準備金
株式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しております。

4．保険契約に関する会計処理
保険料、支払備金及び責任準備金等の保険契約に関
する会計処理については、保険業法等の法令等の定
めによっております。

5．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引出し可能な預金及び容易に換金可
能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスク
しか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到
来する短期投資からなっております。

6．その他財務諸表作成のための基礎となる事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
ただし、損害調査費、営業費及び一般管理費等の費
用は税込方式によっております。
なお、資産に係る控除対象外消費税等は仮払金に計
上し、5年間で均等償却を行っております。

＜重要な会計上の見積り＞
1．支払備金

当社は、損害保険業を営んでおり、通常、保険事故
発生時から即時に契約者より当社への報告が行われ
ることはなく、また、保険事故の報告を受けた後、
保険金支払額が確定し、保険金が支払われるまでに
一定の日数を要していることから、期末日時点にお
いては、既発生の損害に対する保険金支払債務を相
当程度有しております。そのため、当該債務を支払
備金として負債計上しております。なお、支払備金
は、期末日時点の当社への報告の有無により、普通
備 金 とIBNR 備 金 （IBNR は“Incurred but not 
reported”の略称であり、既発生未報告の損害に対
する支払備金）に区分して算出しております。

（1）財務諸表に計上した金額
支払備金　2,075百万円

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容
に関する情報

 ア．算出方法
普通備金は、期末日時点で既に損害報告を受けた
保険事故に対して個別に支払金額を見積計上して
おります。具体的には、期末日において支払金額
の確定しているものについては当該確定金額で、
また、未確定のものについては、保険契約者から
の請求内容に応じて過去の支払実績を基に平均単
価を算定したうえで、期末日時点の未払件数に乗
じることにより算定しております。
他方、IBNR備金は、期末日時点で既に保険事故
が発生しているが、報告を受けていないものに対
して、過年度の保険金の支払実績等に基づき大蔵
省告示第234号の方式により計算した結果を見積
計上することとされております。当社は、同告
示別表(第2条第3項関係)に定められた要積立額a
の方式により積み立てを行っており、前事業年度
までの直近3事業年度におけるIBNR備金積立所
要額の平均額に、当事業年度を含む直近3事業年
度の発生損害増加率を乗じることで要積立額を算
定しております。

 イ．主要な仮定
普通備金は、期末日時点で既に報告を受けた保険
事故に対して個別に支払額を見積計上しているも
のの、支払金額が未確定のものに対する支払見込
額の見積りには、過去の支払実績から算出した平
均単価を用いております。
他方、IBNR備金はア.算出方法に記載のとおり、
過去の支払実績に基づく傾向が今後も継続すると
いう一定の仮定に基づき、要積立額を算定してお
ります。

 ウ．翌事業年度の財務諸表に与える影響
上記、主要な仮定には不確実性が含まれており、
翌事業年度において主要な仮定において見込むこ
とのできなかった新たな事実等の発生により、支
払備金の見積額と実際発生額との間に差額が大き
く生じた場合には、翌事業年度の財政状態、経営
成績に影響を及ぼす可能性があります。
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注記事項

1年内 126百万円
1年超 36百万円
合計 163百万円

＜会計方針の変更＞
(収益認識に関する会計基準等の適用)

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29
号　2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」
という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束
した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
で、当該財又はサービスと交換に受け取れると見込
まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用による、当事業年度の財
務諸表に与える影響は軽微であります。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第
30号　2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」
という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価
算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基
準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）第
44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定
会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわた
って適用することとしております。
時価算定会計基準等の適用による、当事業年度の財
務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の
時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を
行うこととしました。

＜表示方法の変更＞
「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」（令
和2年1月24日　内閣府令第3号）が2022年3月31日
から施行されたことに伴い、保険業法の「リスク管理
債権」の区分等を、金融機能の再生のための緊急措置
に関する法律に基づく開示債権の区分等に合わせて表
示しております。

＜追加情報＞
(新型コロナウイルス感染症の影響について)

当社は、財務諸表作成時において入手可能な情報に
基づき、新型コロナウイルス感染症の影響について
一定の仮定を置いた上で、繰延税金資産の回収可能
性等の会計上の見積りを実施しております。新型コ
ロナウイルス感染症による当事業年度及び翌事業年
度以降の経営成績への影響については軽微であり、
会計上の見積りへの影響も軽微であると考えており
ます。

＜リース取引関係＞
(借主側)
1．ファイナンス・リース取引
　重要性が乏しいため、記載を省略しております。

2．オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のも
のに係る未経過リース料

＜金融商品関係＞
1．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針

当社は、損害保険業を営んでおり、お客さまから
保険料として収受した資金等を運用資金としてお
ります。そのため、運用資産の安全性及び流動性
に留意し、投資にあたっては、許容できるリスク
の範囲内で幅広い分散投資を行い、財務の健全性
を維持した上で安定した運用収益の獲得に取り組
んでおります。

（2）金融商品の内容及びそのリスク
当社が保有する金融商品は主に預貯金、有価証
券、保険料の未収債権であり、以下のリスクに晒
されております。
預貯金は、主として普通預金であり、預入先の信
用リスクに晒されております。
有価証券は、主として投資信託であり、発行体の
信用リスク、金利・株価・為替等の相場変動によ
る市場リスク、市場の混乱等により市場において
取引ができなかったり、通常よりも著しく不利な
価格での取引を余儀なくされることにより損失を
被る市場流動性リスクに晒されております。
未収保険料及び未収金は、お客さま及び収納代行
会社等の信用リスクに晒されております。

（3）金融商品に係るリスク管理体制
当社は、リスク管理に関する基本方針及びリスク
の定義や管理手法を規定した資産運用リスクに関
する規程を取締役会で定め、これらの方針・規程
に基づくリスク管理体制の下、取引執行部門と事
務管理部門を明確に分離し、相互牽制が機能する
体制を整えております。また、関係役職員から構
成される財務管理委員会が定期的に資産運用状況
のモニタリングを行うことで、組織横断的なリス
ク管理を行っております。
上記に加え、個別に以下のリスク管理を行ってお
ります。

　①信用リスク
有価証券については、資産運用リスク管理規程
に基づきリスク・リミットを設け、投資先を格
付の高い金融機関や発行体に限定するととも
に、特定与信先への集中を避けることによりリ
スクをコントロールしております。
預貯金、未収保険料及び未収金については、資
産の自己査定及び償却・引当規程等に基づき、
預入先の格付管理や期日管理及び残高管理を行
うことによりリスクをコントロールしておりま
す。

　②市場リスク
有価証券の市場リスクについては、取締役会に
おいて定めたリスク・リミットの遵守状況を定
期的に検証し、適切にリスクをコントロールし
ております。
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注記事項

貸借対照表
計上額 時価 差額

有価証券 2,517 2,517 －
資産計 2,517 2,517 －

貸借対照表計上額
組合出資金 200
非上場株式 307

１年以内 １年超
５年以内

５年超
10年以内 10年超

預貯金 10,587 － － －
有価証券 600 － 100 －
未収保険料 1,845 － － －
未収金 1,503 － － －

合計 14,536 － 100 －

　③流動性リスク
流動性リスクについては、最低限維持すべき資
金を確保するとともに、流動性の高い資産の保
有状況、キャッシュ・フローの状況、個別金融
商品の状況等を把握することにより、適切にリ
スクをコントロールしております。また、資金
繰りの状況に応じた「平常時」・「懸念時」・
「危機時」の区分、及び区分に応じた対応を定
め、資金繰りに影響を与える緊急事態が発生し
た際に、迅速な対応を行うことができる体制を
構築しております。

2．金融商品の時価等に関する事項
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。なお、市場価格のない
株式等は、次表に含まれておりません(（注）1.参
照)。また、現金及び預貯金、未収保険料、未収金に
ついては、短期間で決済されるため、時価が帳簿価
額に近似していることから、注記を省略しておりま
す。

(単位：百万円)

（注）1．市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、上表には含めておりません。
(単位：百万円)

2．金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)

3．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプット
の観察可能性及び重要性に応じて、以下3つのレベ
ルに分類しております。
レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場

における(無調整の)相場価格によ
り算定した時価

レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接又
は間接的に観察可能なインプット
を用いて算定した時価

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを
使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数
使用している場合には、それらのインプットがそれ
ぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先
順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

区分
時価

レベル1 レベル2 レベル3 合計
有価証券
うち公社債 － 604 － 604
うち株式 518 － － 518

資産計 518 604 － 1,122

年金資産の額 62,838
年金財政計算上の数理債務の額と
最低責任準備金の額との合計額 61,220

差引額 1,617

（1）時価で貸借対照表に計上している金融商品
(単位：百万円)

（注）2019年公表の時価算定会計基準適用指針第26項に従い経過措置を適用した投資信託等については、上記
表には含めておりません。貸借対照表における当該投資信託等の金額は1,395百万円であります。

（2）時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の
金融商品
該当事項はありません。

（注）金融商品の時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
有価証券
有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1の時価に分類して
おり、主に株式がこれに含まれます。公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合には
レベル2の時価に分類しており、主に社債がこれに含まれます。
投資信託は、公表されている基準価格等によっており、時価算定会計基準適用指針第26項に従い経過措置を
適用し、レベルを付しておりません。

＜退職給付関係＞
1．採用している退職給付制度の概要

当社は、従業員の退職給付に充てるため、キャッシ
ュ・バランス・プラン型の確定給付企業年金制度を
採用しております。
なお、当制度において、複数事業主制度による企業
年金基金制度に加入しており、自社の拠出に対応す
る年金資産の額を合理的に計算することができない
ため、確定拠出制度と同様に処理しております。

2．複数事業主制度
確定拠出制度と同様に処理する、企業年金基金制度
への要拠出額は、28百万円であります。

（1）制度全体の積立状況に関する事項
(単位：百万円)

（2）制度全体に占める当社の掛金拠出割合
0.16％

（3）補足説明
上記（1）の差引額の主な要因は、年金財政計算
上の別途積立金1,189百万円及び当年度剰余金
428百万円であります。
また、上記（2）の割合は、当社の実際の負担割
合とは一致しません。
なお、上記については財務諸表作成日現在におい
て入手可能な直近時点の情報に基づき作成してお
ります。
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注記事項

繰延税金資産
事業税等 24
普通責任準備金 310
異常危険準備金 1,234
賞与引当金 76
減価償却費 3
税務上の繰延資産 75
その他 69

繰延税金資産小計 1,794
評価性引当額 △12
繰延税金資産合計 1,782
繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △30
繰延税金負債合計 △30
繰延税金資産の純額 1,751

法定実効税率 28.0
（調整）

交際費等永久に損金に算入され
ない項目 0.8

受取配当金等永久に益金に算入
されない項目 △1.3

評価性引当額の増減 7.0
住民税均等割 13.9
納付差額 1.4
その他 0.4
税効果会計適用後の法人税等の
負担率 50.2

＜税効果会計関係＞
1．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
(単位：百万円)

2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
因となった主要な項目別の内訳

(単位：％)

種類
会社等の
名称又は

氏名
所在地

資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

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
(百万円) 科目 期末残高

(百万円)

親会社

アイペ
ットホ
ールデ
ィング
ス株式
会社

東京都
港区 110 保険持

株会社
(被所有)
直接 100

経営指導
役員の兼任

経営管理
料の支払
（注）1

203 前払費用 34

出向者人件
費の受取
（注）2

77 － －

新株の
発行

（注）3
1,000 － －

1株当たり純資産額 441円00銭
1株当たり当期純利益 7円90銭

1株当たり当期純利益
当期純利益 89百万円
普通株主に帰属しない金額 －百万円
普通株式に係る当期純利益 89百万円
普通株式の期中平均株式数 11,332千株

＜関連当事者情報＞
1．関連当事者との取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の

場合に限る。)等

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等
1.　経営管理料については、経営の管理、指導等の対価としての妥当性を総合的に勘案し、契

約に基づき決定しております。
2.　出向元における給与金額と出向割合を考慮し、人件費負担額を決定しております。
3.　新株の発行は、当社の親会社であるアイペットホールディングス株式会社に対する第三者

割当による方法で行った増資に対して、同社が全額を引き受けたものであります。

2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
   親会社情報
    株式会社ドリームインキュベータ（東京証券取引所
に上場）
    アイペットホールディングス株式会社(東京証券取引
所に上場)

＜1株当たり情報＞

（注）1.　潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。

2.　1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

＜重要な後発事象＞
該当事項はありません。
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保険業法に基づく債権

保険業法に基づく債権

年度
区分 2020年度 2021年度

破産更生債権及びこれらに準ずる債権 － －

危険債権 － －

三月以上延滞債権 － ０

貸付条件緩和債権 0 －

正常債権 116 12

合計 116 13

（単位：百万円）

（注）1. 破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始又は再生手続開始の申立て等の事
由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。

2. 危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従っ
た債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権（注1に掲げるものを除く）であります。

3. 三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸付金（注1及び
２に掲げるものを除く）であります。

4. 貸付条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶
予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸付金（注1から3までに掲げる
ものを除く）であります。

5．正常債権とは、債権者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、注1から4までに掲げる債権以
外のものに区分される債権であります。
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保険会社に係る保険金等の支払能力の充実の状況

保険会社に係る保険金等の支払能力の充実の状況（単体ソルベンシー・マージン比率）

区分 2020年度 2021年度

（Ａ）単体ソルベンシー・マージン総額 7,825 9,804

資本金又は基金等 4,148 5,237
価格変動準備金 23 26
危険準備金 － －
異常危険準備金 3,521 4,407
一般貸倒引当金 0 0
その他有価証券の評価差額（税効果控除前） 131 95
土地の含み損益 0 35
払戻積立金超過額 － －
負債性資本調達手段等 － －
払戻積立金超過額及び負債性資本調達手段等のうち、
マージンに算入されない額 － －

控除項目 － －
その他 － －

（Ｂ）単体リスクの合計額 （R1+R2）2+（R3+R4）2+R5+R6 6,009 7,338

一般保険リスク（R1） 5,735 7,086
第三分野保険の保険リスク（R2） － －
予定利率リスク（R3） － －
資産運用リスク（R4） 923 559
経営管理リスク（R5） 199 229
巨大災害リスク（R6） － －

（Ｃ）単体ソルベンシー・マージン比率（％）
[(Ａ)/｛(Ｂ)×1/2｝]×100 260.4 267.2

（単位：百万円）

（注）「単体ソルベンシー・マージン比率」とは、保険業法施行規則第86条（単体ソルベンシー・マージン）及び第87条（単体リスク）並びに平成8年
大蔵省告示第50号の規定に基づいて算出された比率です。

【単体ソルベンシー・マージン比率】
1．損害保険会社は、保険事故発生の際の保険金支払や積立型保険の満期返戻金支払等に備えて準備金を積み立てておりますが、巨大
災害の発生や、損害保険会社が保有する資産の大幅な価格下落等、通常の予測を超える危険が発生した場合でも、十分な支払能力
を保持しておく必要があります。

2．この「通常の予測を超える危険」に対して「損害保険会社が保有している資本金・準備金等の支払余力」の割合を示す指標とし
て、保険業法等に基づき計算されたのが「単体ソルベンシー・マージン比率」であります。

3．「通常の予測を超える危険」とは、次に示す各種の危険の総額をいいます。
①保険引受上の危険（一般保険リスク）（第三分野保険の保険リスク）
　保険事故の発生率等が通常の予測を超えることにより発生し得る危険（巨大災害に係る危険を除く）
②予定利率上の危険（予定利率リスク）
　積立型保険について、実際の運用利回りが保険料算出時に予定した利回りを下回ることにより発生し得る危険
③資産運用上の危険（資産運用リスク）
　保有する有価証券等の資産の価格が通常の予測を超えて変動することにより発生し得る危険等
④経営管理上の危険（経営管理リスク）
　業務の運営上通常の予測を超えて発生し得る危険で上記①～③及び⑤以外のもの
⑤巨大災害に係る危険（巨大災害リスク）
　通常の予測を超える巨大災害（関東大震災や伊勢湾台風相当）により発生し得る危険

4．「損害保険会社が保有している資本金・準備金等の支払余力」（単体ソルベンシー・マージン総額）とは、損害保険会社の純資産
（社外流出予定額等を除く）、諸準備金（価格変動準備金・異常危険準備金等）、土地の含み益の一部等の総額であります。

5．ソルベンシー・マージン比率は、行政当局が保険会社を監督する際に、経営の健全性を判断するために活用する客観的な指標のひ
とつでありますが、その数値が200％以上であれば「保険金等の支払能力の充実の状況が適当である」とされております。
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保険会社に係る保険金等の支払能力の充実の状況

保険会社およびその子会社等に係る保険金等の支払能力の充実の状況（連結ソルベンシー・マージン比率）

区分 2020年度 2021年度

（Ａ）連結ソルベンシー・マージン総額 7,943 9,934

資本金又は基金等 4,248 5,367
価格変動準備金 23 26
危険準備金 － －
異常危険準備金 3,521 4,407
一般貸倒引当金 0 0
その他有価証券評価差額金・繰延ヘッジ損益（税効果
控除前） 131 95

土地の含み損益 0 35
未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の合
計額（税効果控除前） － －

保険料積立金等余剰部分 － －
負債性資本調達手段等 － －
保険料積立金等余剰部分及び負債性資本調達手段等の
うち、マージンに算入されない額 － －

少額短期保険業者に係るマージン総額 17 1
控除項目 － －
その他 － －

（Ｂ）連結リスクの合計額
(  （R12+R22）+R3+R4)2+（R5+R6+R7）2+R8+R9 6,169 7,445

損害保険契約の一般保険リスク（R1） 5,735 7,086
生命保険契約の保険リスク（R2） － －
第三分野保険の保険リスク（R3） － －
少額短期保険業者の保険リスク（R4） 167 110
予定利率リスク（R5） － －
生命保険契約の最低保証リスク（R6） － －
資産運用リスク（R7） 867 501
経営管理リスク（R8） 203 230
損害保険契約の巨大災害リスク（R9） － －

（Ｃ）連結ソルベンシー・マージン比率（％）
[(Ａ)/｛(Ｂ)×1/2｝]×100 257.5 266.8

（単位：百万円）

（注）「連結ソルベンシー・マージン比率」とは、保険業法施行規則第86条の2（連結ソルベンシー・マージン）及び第88条（連結リスク）並びに平成
23年金融庁告示第23号の規定に基づいて算出された比率です。

【連結ソルベンシー・マージン比率】
1．「通常の予測を超える危険」に対して「損害保険会社グループが保有している資本金・準備金等の支払余力」の割合を示す指標と
して、保険業法等に基づき計算されたのが「連結ソルベンシー・マージン比率」であります。

2．連結ソルベンシー・マージン比率の計算対象となる範囲は、保険業法上の子会社を計算対象に含めております。
3．「通常の予測を超える危険」とは、次に示す各種の危険の総額をいいます。
①保険引受上の危険（一般保険リスク）（第三分野保険の保険リスク）（少額短期保険業者の保険リスク）
　保険事故の発生率等が通常の予測を超えることにより発生し得る危険（巨大災害に係る危険を除く）
②予定利率上の危険（予定利率リスク）
　積立型保険について、実際の運用利回りが保険料算出時に予定した利回りを下回ることにより発生し得る危険
③最低保証上の危険（生命保険の最低保証リスク）
　変額保険、変額年金保険の保険金等の最低保証に関する危険
④資産運用上の危険（資産運用リスク）
　保有する有価証券等の資産の価格が通常の予測を超えて変動することにより発生し得る危険等
⑤経営管理上の危険（経営管理リスク）
　業務の運営上通常の予測を超えて発生し得る危険で上記①～④及び⑥以外のもの
⑥巨大災害に係る危険（巨大災害リスク）
　通常の予測を超える損害保険契約の巨大災害（関東大震災や伊勢湾台風相当）により発生し得る危険

4．「損害保険会社グループが保有している資本金・準備金等の支払余力」（連結ソルベンシー・マージン総額）とは、当社及びその
子会社等の純資産（剰余金処分額を除く）、諸準備金（価格変動準備金・異常危険準備金等）、国内の土地の含み益の一部等の総
額であります。

5．ソルベンシー・マージン比率は、行政当局が保険会社を監督する際に、経営の健全性を判断するために活用する客観的な指標のひ
とつでありますが、その数値が200％以上であれば「保険金等の支払能力の充実の状況が適当である」とされております。
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時価情報等（取得価額または契約価額、時価および評価損益）

時価情報等（取得価額または契約価額、時価および評価損益）

年度
区分 2020年度 2021年度

子 会 社 株 式 203 203

年度
区分

2020年度 2021年度
貸借対照表
計上額 取得原価 差額 貸借対照表

計上額 取得原価 差額

貸借対照表
計上額が取
得原価を超
え る も の

公 社 債 625 609 15 503 500 3
株 式 778 735 43 401 338 63
外国証券 － － － － － －
そ の 他 3,119 2,974 144 995 952 42
小 計 4,523 4,319 203 1,900 1,791 109

貸借対照表
計上額が取
得原価を超
えないもの

公 社 債 153 154 △1 100 102 △1
株 式 250 259 △8 116 118 △1
外国証券 400 400 － 400 400 －
そ の 他 2,645 2,692 △47 － － －
小 計 3,448 3,506 △57 616 620 △3

合 計 7,972 7,825 146 2,517 2,411 105

年度
区分

2020年度 2021年度

売却額 売却益の
合計額

売却損の
合計額 売却額 売却益の

合計額
売却損の
合計額

公 社 債 － － － 171 9 －
株 式 240 38 11 858 47 60
外 国 証 券 26 1 － － － －
そ の 他 2,596 57 41 4,719 49 45
合 計 2,863 97 53 5,748 105 105

有価証券
1．売買目的有価証券・・・・・該当事項はありません。
2．満期保有目的の債券・・・・・該当事項はありません。
3．子会社株式及び関連会社株式

（単位：百万円）

4．その他有価証券
（単位：百万円）

（注）時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券は、上表に含めていない。

5．売却したその他有価証券
（単位：百万円）

6．減損処理を行ったその他有価証券
当事業年度において、その他有価証券で市場価格のない株式等について45百万円(うち、株式45百万
円)の減損処理を行っており、当該金額は特別損失として有価証券評価損に含めて処理しております。
なお、市場価格のない株式等の減損に当たっては、期末における出資先の財政状態の悪化により実質価
額が著しく下落した場合に、回復可能性等を考慮して、必要と認められた金額について減損処理を行っ
ております。

金銭の信託・・・・・該当事項はありません。
デリバティブ取引
(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く｡)・・・・・該当事項はありません。
保険業法に規定する金融等デリバティブ取引・・・・・該当事項はありません。
先物外国為替取引・・・・・該当事項はありません。
有価証券関連デリバティブ取引(次項に掲げるものを除く｡)・・・・・該当事項はありません。
金融商品取引法に規定する有価証券先物取引もしくは有価証券先渡取引、
外国金融商品市場における有価証券先物取引と類似の取引・・・・・該当事項はありません。
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その他

その他
・会社法による会計監査人の監査
　当社は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、保険業法第111条第１項の規定により公衆の縦覧に供する書
類のうち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けて
おります。

・財務諸表の適正性及び財務諸表作成に係る内部監査の有効性の確認
　当社代表取締役執行役員社長は、当社の2021年４月１日から2022年３月31日までの事業年度に係る財務諸表等が
適正に作成されていること及び財務諸表作成に係る内部監査の有効性について2022年６月29日付で確認しておりま
す。
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