
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 4,553,043 保険契約準備金 2,635,259

現金 20 支払備金 703,315

預貯金 4,553,022 責任準備金 1,931,944

有形固定資産 5,685 その他負債 243,466

建物 0 未払法人税等 11,477

その他の有形固定資産 5,685 未払金 222,333

無形固定資産 173,288 預り金 3,380

ソフトウエア 173,288 仮受金 6,274

賞与引当金 17,404

代理店貸 173,928

その他資産 667,092

未収金 599,820

未収保険料 14,286

前払費用 5,379

貯蔵品 15,074

未収収益 6

仮払金 12,563

預託金 19,961

　　負債の部　合計 2,896,129

繰延税金資産 183,870 　　（純資産の部）

供託金 232,000

資本金 2,806,500

資本剰余金 2,700,000

資本準備金 2,700,000

利益剰余金 △ 2,413,722

その他利益剰余金 △ 2,413,722

繰越利益剰余金 △ 2,413,722

株主資本合計 3,092,777

　　純資産の部　合計 3,092,777

5,988,907 5,988,907

2018年度（2019年 3月 31日現在）貸借対照表

　　資産の部　合計 負債及び純資産の部　合計
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損益計算書

（単位：千円）

科　　目 　　金　額

経常収益 5,206,805

保険料等収入 5,206,599

保険料 5,206,599

資産運用収益 84

利息及び配当金等収入 84

その他経常収益 121

経常費用 5,062,401

保険金等支払金 2,711,729

保険金等 2,668,156

解約返戻金等 43,572

責任準備金等繰入額 276,797

支払備金繰入額 96,582

責任準備金繰入額 180,215

資産運用費用 2,142

支払利息 2,142

事業費 2,071,732

営業費及び一般管理費 1,879,913

税金 148,145

減価償却費 43,673

経常利益 144,404

特別利益 -                       

特別損失 -                       

税引前当期純利益 144,404

法人税及び住民税 60,855

法人税等調整額 △ 17,096

法人税等合計 43,758

当期純利益 100,645

2018年度
 2018年  4月  1日から

損益計算書
 2019年  3月31日まで
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　　　　　２０１８　年　　　４　月　　　１　日　から

　　　　　２０１９　年　　　３　月　　３１　日　まで

（単位：千円）

その他利益 利益 その他 繰延 土地 評価・ 新株 純資産

資本金 資本 その他 資本 利益準 剰余金 剰余金 自己 株主資本 有価証 ヘッジ 再評価 換算差 予約権 合計

準備金 資本 剰余金 備金 繰越利益 合計 株式 合計 券評価 損益 差額金 額等合

剰余金 合計 剰余金 差額金 計

当期首残高 1,506,500 1,400,000 -         1,400,000 - △ 2,514,368 △ 2,514,368 - 392,131 - - - - - 392,131

当期変動額

新株の発行 1,300,000 1,300,000 1,300,000 2,600,000 2,600,000

剰余金の配当 -              -

当期純利益 100,645 100,645 100,645 100,645

自己株式の処分

株主資本以外の

項目の当期変動

額（純額）

当期変動額合計 1,300,000 1,300,000 1,300,000 - 100,645 100,645 - 2,700,645 - - - - - 2,700,645

当期末残高 2,806,500 2,700,000 - 2,700,000 - △ 2,413,722 △ 2,413,722 - 3,092,777 - - - - - 3,092,777

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

株主資本 評価・換算差額等

資本剰余金 利益剰余金

2018年度 株主資本等変動計算書
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2018年度　個別注記表

Ⅰ 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1． 有価証券の評価基準及び評価方法

　該当項目はありません。

2． 固定資産の減価償却の方法

（1） 有形固定資産の減価償却の方法

　定率法により行っております。

（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ェアは、社内における利用可能期間（5年）に基づいて

おります。

3． 引当金の計上基準

（1） 貸倒引当金

　貸倒引当金は、債権の貸倒れによる損失に備えるため、資産の自己査定基準及び

償却・引当基準に基づき、計上することとしております。

　なお、全ての債権は資産の自己査定基準に基づき、当該資産を所管する部門が

資産査定を実施し、当該部門から独立した内部監査部が査定結果を監査しています。

　この結果、当期において貸倒引当金の計上はありません。

（2） 賞与引当金

　従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額を基準に計上しております。

（3） 退職給付引当金

　該当項目はありません。

（4） 価格変動準備金

　該当項目はありません。

4． リース取引の処理方法

　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

のうちリース取引開始日が2008年３月31日以前のリース取引については、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。

5． 消費税等の会計処理方法

　税抜方式によっております。

6． デリバティブ取引

　該当取引は行っておりません。

7． 連結納税制度の適用

　当社は、T&Dホールディングスを連結納税親会社として、連結納税制度を

適用しております。

8． 記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。

Ⅱ 貸借対照表に関する注記

1． 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は、28,276千円であります。

2. 関係会社に対する金銭債務

金銭債務 42,565 千円

Ⅲ 損益計算書に関する注記

1． 関係会社との取引

営業費及び一般管理費 90,554千円

支払利息 2,142千円

2． 正味収入保険料の内訳

正味収入保険料 5,163,027千円

3． 正味支払保険金の内訳

正味支払保険金 2,668,156千円

4． 利息及び配当金収入の内訳

預貯金利息 84千円
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Ⅳ 株主資本等変動計算書に関する注記

1． 発行済株式の種類及び総数

（単位：株）

当期首 当期 当期 当期末

株式数 増加株式数 減少株式数 株式数

発行済株式

普通株式 297,455 1,300,000 　　　　　　－ 1,597,455

Ⅴ 税効果会計に関する注記

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

　繰延税金資産の総額は、274,429千円であります。

また、繰延税金資産から評価性引当金として控除した額は、90,559千円であります。

繰延税金資産の主な発生原因別の内訳は、責任準備金171,169千円 支払備金25,909千円

であります。

Ⅵ 金融商品に関する注記

1． 当社は、資金運用については短期的な預金に限定し、運用を行っております。

2． 金融商品の時価等に関する事項

2019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、次のとおりであります。

（単位：千円）

貸 借 対 照 表

計 上 額

（注）　金融商品の時価の算定方法に関する事項

　（1）　現金及び預貯金，（2）未収金

　　　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価格にほぼ等しいことから、当該帳簿価格によっております。

Ⅶ 関連当事者との取引に関する注記

1． 親会社 （単位：千円）

属性
会社等の

名称
議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者
との関係

取引金額 科目 期末残高

77,308 未払金 -

4,100 前払費用 -

資本金 2,806,500

資本準備金 2,700,000

200,000 借入金 -

2,142 未払費用 -

（注）1.出向者の給与については、T&Dホールディングスとの覚書に基づき金額交渉のうえ決定しております。

　　　2.経営管理料については、T&Dホールディングスより提示された料率を基礎として決定しております。

　　　3.劣後特約付借入の取引条件は、市場実勢等を勘案して決定しております。

Ⅷ 1株当たり情報に関する注記

1． 1株当たり純資産額 　1,936円07銭

2． 1株当たり当期純利益 319円24銭

Ⅸ 重要な後発事象

当社は、2019年4月1日に少額短期保険業者から損害保険会社へ移行し、商号をペット＆ファミリー損害保険株式会社へ

変更しております。

2,600,000

劣後特約付借入の返済

利息の支払

取引の内容

親会社
T&Dホール
ディングス

被所有
直接　100％

役員の兼任
・経営管理・
資金貸借取

引

出向者の給与

経営管理料

増資

     （2）未収金 599,820 599,820 -                    

時　　価 差　　額

（1）現金及び預貯金 4,553,043 4,553,043 -                    
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