
2019年度決算のお知らせ 

 

2019年度（2020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 190,196 保険契約準備金 49,008 

預貯金 190,196 支払備金 6,602 

有形固定資産 1,489 責任準備金 42,406 

 建物附属設備 532 代理店借 13,177 

器具及び備品 957 再保険借 80,542 

無形固定資産 91,703 その他負債 153,708 

ソフトウェア 26,686  未払法人税等 658 

 リース資産 65,017  未払金 31,384 

再保険貸 76,420  未払消費税 3,923 

その他資産 253,589  リース債務 70,701 

  未収金 195,067  未払費用 2,311 

  前払費用 51,411  賞与引当金 5,896 

  差入保証金 4,966  役員業績報酬引当金 8,096 

  貯蔵品 2,143  預り金 2,141 

繰延税金資産 11,330  資産除去債務 964 

供託金 13,000  仮受金 27,630 

  負債の部 合計 296,436 

  （純資産の部）   

  資本金 280,000 

  資本剰余金 250,000 

   資本準備金 250,000 

  利益剰余金 △188,706 

   その他利益剰余金 △188,706 

    繰越利益剰余金 △188,706 

  株主資本合計 341,293 

  純資産の部 合計 341,293 

資産の部合計 637,730 負債及び純資産の部合計 637,730 

 

 

 

 

 

 

 



2019年度決算のお知らせ 

 

2019年度 
2019年 4月 1日から 

損益計算書 
2020年 3月 31日まで 

  （単位：千円） 

科   目 金   額 

経常収益 794,878 

 保険料等収入 594,041 

  保険料 338,382 

  再保険収入 255,659 

   回収再保険金 47,777 

   再保険手数料 197,360 

   再保険返戻金 10,520 

 資産運用収益 2 

  利息及び配当金等収入 2 

 その他経常収益 200,834 

業務受託料収入 141,090 

  代理店手数料収入 59,554 

  雑収入 189 

経常費用 770,541 

 保険金等支払金 346,758 

  保険金等 73,769 

  解約返戻金等 12,043 

  再保険料 260,944 

責任準備金等繰入額 8,277 

支払備金繰入額 694 

責任準備金繰入額 7,582 

 資産運用費用 838 

  支払利息 838 

 事業費 414,557 

  営業費及び一般管理費 374,773 

  税金 20,329 

  減価償却費 19,455 

 その他経常費用 109 

  雑損失 109 

経常利益 24,337 

税引前当期純利益 24,337 

法人税及び住民税 4,841 

法人税等調整額 15,732 

法人税等合計 20,574 

当期純利益 3,763 



<貸借対照表 注記事項> 

（1） 重要な会計方針 

① 有形固定資産の減価償却の方法 ： 建物附属設備は定額法、その他の有形固定資産は定率法によっております。   

なお、器具及び備品の耐用年数は、5～6 年としております。 

② 無形固定資産の減価償却の方法 ： 定額法によっております。 なお、ソフトウェア（自社利用分）の耐用年数は、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。 

③ リース資産の減価償却の方法 ： 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については、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。 

④ 賞与引当金 ： 従業員に対する賞与に備え支給見込み額のうち当事業年度に対応する負担額を計上しております。 

⑤ 役員業績報酬引当金 ： 役員に対する業績報酬に備え当事業年度末における支給見込み額を計上しております。 

⑥ 消費税等の会計処理 ：消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。但し資産にかかる控除対象

外消費税等はその他資産に計上し、法人税法の規定に定める期間で償却しております。 

⑦ 責任準備金の積立方法 ： 責任準備金は、保険業法第 272 条の 18 において準用する同法第 116 条第 1 項および第 3

項の規定に基づく準備金であり、同法第 272 条の 2 第 2 項第 4 号に掲げる書類に記載された方法に従い、かつ、金融庁

長官が定める方式（平成 18 年金融庁告示第 16 号）により計算し、積み立てております。 

 

(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に限定しております。 

② 金融商品の時価等に関する事項 

2020 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。 

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりません。 

                                                                     （単位：千円） 

区     分 貸借対照表計上額 時価 差額 

（１）預貯金 190,196  190,196  - 

（２）未収金 195,067  195,067  - 

（３）差入保証金 4,966  4,973  6 

（４）未払金 31,384  31,384  - 

（５）リース債務 70,701  70,712  10 

 

（注１）金融商品の時価の算定方法に関する事項 

（１）預貯金、（２）未収金、（４）未払金については、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）差入保証金の時価については、契約期間に基づいて算出した将来キャッシュ・フローを対応するリスクフリ

ーレートで割り引いた価額によっております。 

（５）リース債務の時価については、元利金の合計額を、新規に同様の取引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います。 

 

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

区分 貸借対照表計上額（千円） 

供託金（※） 13,000 

（※）供託金は、返還時期と将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難で

あると認められることから、時価開示の対象としておりません。 

 

（3） 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 ： 11,096 千円  



（4） 関係会社に対する金銭債権 ： 94,205 千円 

関係会社に対する金銭債務 ： 7,491 千円 

 

（5） 繰延税金資産の発生の主な原因別内訳 ： 

繰延税金資産の発生原因 繰越欠損金          204,443 千円 

その他              5,884 千円 

繰延税金資産小計     210,327千円 

評価性引当額       △198,997千円 

繰延税金資産合計     11,330 千円 

繰延税金資産の純額 11,330 千円 

 

（6） リース契約により使用する重要な無形固定資産は、基幹システム、契約申込ＷＥＢシステムであります。 

 

（7） 再保険に係る支払備金及び責任準備金 ： 

① 保険業法施行規則第 211 条の 52 において準用する同規則第 73 条第 3 項において準用する同規則第 71 条第１項に規

定する再保険を付した部分に相当する支払備金（以下「出再支払備金」という）の金額 ： 11,741 千円 

② 保険業法施行規則第 211 条の 52 において準用する同規則第 71 条第１項に規定する再保険を付した部分に相当する責

任準備金（以下、「出再責任準備金」という。）の金額 ： 168,937 千円 

 

（8） 1 株当たりの純資産額 ： 21,877 円 78 銭 

 

 

 



<損益計算書 注記事項> 

（1） 重要な会計方針 ： 貸借対照表注記事項の「（１）会計方針に関する事項」をご参照ください。 

 

（2） 収益および費用に関する金額 

① 正味収入保険料 ： 75,914 千円 

② 正味支払保険金 ： 25,992 千円 

③ 支払備金戻入額の計算上、足しあげられた出再支払備金繰入額 ： 1,698 千円 

④ 責任準備金繰入額の計算上、差し引かれた出再責任準備金繰入額 ： 56,893 千円 

⑤ 利息および配当金収入の資産源泉別内訳 ： 普通預金受取利息 2 千円 

 

（3） １株当たりの当期純利益の額 ： 241 円 27 銭 

 

 

関連当事者との取引に関する事項 

(2019 年 4 月 1 日～2020 年 3 月 31 日) 

親会社 

イオンフィナンシャルサービス㈱                                                      (単位：千円） 

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 科目 期末残高 

被所有 

直接 90.00％ 

本社事務所の転貸借契約 

保証金の差し入れ（注１） 4,238 差入保証金 

未払金 

4,238 

4,238 

保証金の返還 8,593 未収金 8,593 

カード団体通販における

業務委託 

DM や WEB によるカード団体

通販に関する業務受託(注２) 

70,000 未収金 77,000 

上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

＊取引条件及び取引条件の決定方針等 

（注１）保証金の差し入れに関する契約書に基づき決定しております。 

（注２）共同事業取組み延長合意に関する作業依頼書に基づく、業務受託料を記載しております。なお、当社の業務受託

内容は、イオングループ内唯一の保険会社として、保険業界の動向及び個々の保険会社の保険商品に精通してい

るノウハウ等を生かして本事業が円滑に推進されるよう各会社間の調整を行うことであり、業務受託料は、その対

価として、イオンフィナンシャルグループに対する貢献度や役務提供の状況、並びにアームズ・レングス・ルールの

趣旨を踏まえ、各社協議の上、決定しております。 

 

兄弟会社 

イオンクレジットサービス㈱                                                         (単位：千円） 

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 科目 期末残高 

- 

受付事務業務委託 
受付事務業務委託(注１) 43,350 未払金 3,940 

人件費の受入(注２) 46,190 未収金 4,994 

ペット保険開発費用等 

負担 

ペット保険等未払立替金債務

の返済（注３） 

5,660 未払金 

 

5,603 

ペット保険未払立替金債務の

返済に対する支払利息（注３） 

39 - - 

ペット保険システム負担金   

(注３) 

- 前払費用 3,462 

カード団体通販における

業務委託 

ＤＭによるカード団体通販の業

務受託(注４) 

62,000 未収金 38,500 

 



ACS リース㈱                                                                  (単位：千円） 

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 科目 期末残高 

- リース契約 

基幹システム等リース債務 

(注５) 

12,479 リース債務 70,701 

基幹システム等リース債務に

対する支払利息(注５) 

714       - - 

 

上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

＊取引条件及び取引条件の決定方針等 

（注１）業務委託費の支払は、協議の上、業務委託契約に基づき決定しております。 

（注２）委託した業務に関連し、当社が一時的に負担した人件費の未精算額を記載しております。 

（注３）ペット保険システム負担金の支払はシステム開発に関する契約書に基づき決定しております。 

又、未払立替金債務の分割返済についての覚書を交わし、60 回払いの元利均等返済で毎月返済しております。 

（注４）ＤＭによるカード団体通販に関する業務委託契約書に基づく、業務受託料を記載しております。なお、当社の業務

受託内容は、イオングループ内唯一の保険会社として、保険業界の動向及び個々の保険会社の保険商品に精通し

ているノウハウ等を生かして本事業に最適な保険会社の探索・選定を行うことや、継続的に本事業が円滑に推進さ

れるよう各会社間の調整を行うことであり、業務受託料は、その対価として、イオンフィナンシャルグループに対する

貢献度や役務提供の状況、並びにアームズ・レングス・ルールの趣旨を踏まえ、各社協議の上、業務委託契約書に

基づき決定しております。 

（注５）基幹システム及び契約申込 WEB システムのリース債務の支払はリース契約に基づき決定しております。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


