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はじめに 
 
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。  
 
このたび、2020 年度の業績など当社の現状についてまとめたディスクロージャー誌を作成いたしましたので、当社

をご理解いただく資料としてご活用ください。 
 
当社は、少額短期保険業者として法令を遵守し、お客さまの立場に立ったきめ細かいサービスによってお客さま

に安心を提供し、社会に貢献するという経営理念を掲げ、その実現に向けて取り組んでまいりました。 
 
2020 年 10 月には社名を株式会社 DMM 少額短期保険に変更し、DMM グループの一員として事業を展開

しております。当社は、"手ごろな保険料でシンプルに備える"という視点で、今後も多くのお客様の声に耳を傾け、
安心をお届けできる保障・サービスの向上のため一層の努力をしてまいる所存です。 

 
皆様の日頃のご愛顧に感謝を申し上げるとともに、今後とも変わらぬご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し

あげます。 
 

2021 年 7 月 
株式会社 DMM 少額短期保険 

代表取締役 千葉 竜介 
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Ⅰ．当社の概況及び組織に関する事項 
１．経営理念・行動指針 
経営理念 

当社は、少額短期保険業者として法令を遵守し、 
お客さまの立場に立ったきめ細かいサービスによってお客さまに安心を提供し、社会に貢献します。 

 
行動規範 

当社の全役職員は、少額短期保険業者としての自覚と責任を持ち、 
 
■ お客さまが安全で豊かな生活をおくる手助けとなる商品を提供し、 
■ 広く社会の発展に向け公共的な使命を果たし、 
■ 法令および社会的規範を遵守した健全な業務運営を行い、 
 
お客さまから信頼され、全役職員が誇りを持てる会社を目指します。 

 
行動指針 

１．保険商品の提案・提供から保険金支払いまでの適切なお客さま対応の推進 

勧誘方針に従って適正な勧誘を行い、お客さまからの満足と信頼が得られるよう、お客さまのニ
ーズに応える質の高い商品およびお客さまの視点に立ったサービスを提供するとともに、迅速かつ
適正に保険金をお支払いします。 

 
２．お客さまや社会との相互理解の促進 

お客さまや社会に対し、事業活動に関する情報を正確かつ積極的に公開するとともに、広くお
客さまの声をお聞きし、誠実に対応します。また、お客さまの声を経営に生かします。 

 
３．個人情報等の適正な取扱いと保護の徹底 

個人情報およびお客さま情報の重要性を認識し、法令等の規定およびその精神にそって、適正
な取扱いを行うとともに、保護を徹底します。 

 
４．コンプライアンスの推進 
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お客さまと社会からの確固たる信頼を確立するため、あらゆる法令をはじめ、社会的規範を遵
守した公正な事業活動を行います。 

 
５．社会貢献活動の推進 

自らの活動の基盤となる社会の健全かつ持続的な発展に向け、「良き企業市民」として社会
貢献活動に積極的に取り組みます。 

 
６．リスク管理の徹底 

お客さまに対する責務を確実に履行し信頼が得られるよう、経営者のリーダーシップのもとでリス
ク管理を徹底し、適切な運営および継続的な改善を行います。 

 
７．再発防止の徹底と説明責任の遂行 

お客さまや社会に影響を及ぼす事態が発生したときには、経営者の強いリーダーシップのもと、徹
底した原因究明と再発防止に努めるとともに、お客さまや社会に対する説明責任を果たしま
す。 

 
８．職員の人権尊重と活力ある職場環境の実現 

職員の人権を尊重するとともに、個々の能力が十分に発揮できる、働き甲斐のある職場環境
を実現します。 
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２．会社の組織 
2021 年 7 月 1 日現在 

 

 
 
 

３．株主・株式の状況 
株式数 

発行可能株式総数    100,000,000 株 
発行済株式       733,851 株 
 

株主数 
2021 年 7 月 1 日 株主数     1 名 
 

主要な株主の状況 
2021 年 7 月 1 日現在 

株主の氏名又は名称 
当社への出資状況 

持株数等（株） 持株比率（％） 
株式会社 DMM ファイナンシャルサービス 733,851 100.0 

 
 



 

7 
 
  

 
役員の状況 

2021 年 7 月 1 日現在 

氏   名 役   職 重要な兼職 その他 

千葉 竜介 代表取締役社長 
株式会社 DMM ファイナンシャルサービス 

取締役 
－ 

伊藤 俊彦 常務取締役 － － 

山内 ななえ 常務取締役 
株式会社 DMM ファイナンシャルサービス 

取締役 
－ 

持田 貞洋 監査役 
株式会社 DMM ファイナンシャルサービス 

取締役 
－ 

 
従業員の状況 

2021 年 7 月 1 日現在 

職   種 従業員数 平均年齢 

内勤職員 32 名 38.1 歳 

営業職員 － － 

合  計 32 名 38.1 歳 

（注）従業員には、受入出向者を含みます。 
 

  



 

8 
 
  

Ⅱ．経営について 
１．コーポレート・ガバナンスの状況 
 

当社では、お客さまおよびステークホルダーからの満足と信頼が得られる社会的企業として存在し続けていくため、
コーポレート・ガバナンスの充実を重要な経営課題として位置付けています。経営の健全性、透明性を維持するた
め、公正で迅速な意思決定、経営の監視・監督機能の充実および内部統制・内部監査機能を行うための態勢
を構築しております。 
 
 

２．コンプライアンス体制の整備状況 
 
  当社では、お客さまからの信頼の確保およびお客さま保護の観点から、法令遵守を経営の最重要課題のひ

とつとして位置付け、以下の体制で法令遵守を行っています。 
 

（法令等遵守規程) 
  当社は、法令遵守の基本方針として法令等遵守規程を定めています。 
 

(コンプライアンス・マニュアル、コンプライアンス・プログラム) 
  「コンプライアンス・マニュアル」を作成し、全役職員に周知徹底を図るとともに、法令遵守にかかる体制の変

更、法令等の制定や改正の際には、その内容を適宜修正し、年度毎に実施する「コンプライアンス・プログラム」
の効果的実践を図っています。 

 
（責任者会議） 

各部門長を法令等遵守責任者として、日常業務における各従業員の教育・指導・監視を徹底し、適時、
法務コンプライアンス部門へ報告しています。責任者会議においては、法務コンプライアンス部門より随時コン
プライアンスに関する事項を相談、報告を受け、全社的なコンプライアンスの推進及び徹底を統括しています。 

 
 

３．リスク管理体制の整備状況 
当社のリスク管理体制の概要 

 
当社は、リスクを保険引受リスク、事務リスク、システムリスク、流動性リスク、災害等リスク、法務リスクの
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６つに区分し、以下の体制でリスク管理を行っています。 
 

（リスク管理規程） 
当社は、リスク管理の基本方針としてリスク管理規程を定めています。 

 
（リスク管理担当部門） 

企画部、管理部、法務・コンプライアンス部の各業務担当部門は、同時にリスク管理担当部門として、所管
する業務におけるリスクの所在と種類・特性を把握したうえで、適切なリスク管理を推進・実行し、業務の健
全性および適切性を図っています。 

  
（責任者会議） 

当社は、責任者会議において、リスク管理担当部門におけるリスク管理に対する問題・原因の早期発見に
努め、未然の事故防止を図っています。 

 
当社のリスク管理体制図 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

提
言
・
報
告 内

部
監
査 

取締役会 

事務リスク 
【企画部】 

 

保険引受リスク 
【企画部】 

 

システムリスク 
【企画部】 

 

事故・災害等のリスク 
【企画部】 

 

流動性リスク 
【管理部】 

 

法務リスク 
【法務ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ部】

 
 

内部監査部 

リスク管理担当部門 

代表取締役社長 

保険計理人 

責任者会議 
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４．再保険の状況 
 
当社では、保険業法の一部を改正する法律附則第１６条および保険業法施行令の一部を改正する法令

附則第３条により、少額短期保険業者に関する経過措置を適用しております。 
また、当該規定の適用により、保険金額が保険業法第２条第１７項に規定する法令で定める金額を超える

保険の引き受けを行うときは、内閣府令で定めるところにより、超過した金額を再保険に付すこととします。 
 
再保険に付す場合の方針等は次のとおりです。 
 
（再保険を付す際の方針） 

「保険リスクの保有および出再保険管理規程」に基づき、再保険会社の財務格付や実績などを勘案し、取
締役会にて決定しております。 

 
（再保険先会社名） 

Chubb 損害保険株式会社 
ロイズ・アンダーライター・シンジケート 

 
（再保険カバーの入手方法） 

再保険ブローカーを通じて入手しています。 
 
その他、再保険の状況に関するデータは次の通りです。 

 
〔Ａ〕出再先保険会社等の数 

 
2019年度 2020 年度 

国 内 海 外 国 内 海 外 

再保険を引き受けた保険会社等の数 １社 2 社 1 社 1 社 

 
〔Ｂ〕出再先保険会社等のうち、（支払）再保険料の額が大きい上位５社に対する（支払）再保険料

の割合 

 2019年度 2020 年度 

（支払）再保険料の額が大きい上位５社に
対する（支払）再保険料の割合 

100％ 100％ 
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〔Ｃ〕出再先保険会社等の、格付機関による格付に基づく区分ごとの（支払）再保険料の割合 

格 付 区 分 2019年度 2020 年度 

AAA －  －  

AA＋ －  －  

AA －  －  

AA－ 64.3％  93.5％ 

A+ 35.7％ 6.5％ 

A －  －  

A－ －  －  
（注）格付区分は、スタンダード・アンド・プアーズ社の財務格付を使用しています。 

 
 

５．個人情報の取扱い 
個人情報保護方針 

当社は、個人情報保護の重要性について認識し、個人情報の保護に関する法律（以下「個人情報保護
法」といいます。）、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律（以下「番号
法といいます。）その他の法令、ガイドライン等（以下「法令等」といいます。）を遵守すると共に、以下のとおり
個人情報ならびに個人番号および特定個人情報（以下、「特定個人情報等」といいます。）について、適切な
取扱いおよび保護に努めます。 

 
１．個人情報の適正な取得 

当社は、業務上必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により、お客様による書面の提出、電話、インターネッ
ト上での入力や当社が提携または業務を委託または受託する企業・団体等とのやりとり等を通じて、氏名、性
別、生年月日、住所、電話番号等の個人情報を取得いたします。 

また、個人情報の取得に際しては、書面や電話等でお伝えいただいた情報やインターネット上で入力した情報
について、お伝えいただいた情報の確認や応対の品質向上等のため、録音または記録を行うことがあります。 

なお、特定個人情報等については、番号法により定められた目的以外では取得いたしません。 
 

２．個人情報の利用目的 
当社は、個人情報を以下の目的で利用いたします。 
(1) 保険契約の引受け、継続・維持管理 
(2)保険事故の調査、適正な保険金の支払い 
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(3)再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知及び再保険の請求 
(4) 当社、グループ各社および提携先企業の商品、サービス、キャンペーン等の案内 
(5) アンケート調査・分析およびマーケティング調査・分析 
(6) 商品、サービス等の改善、新たな商品、サービス等の開発等 
(7)他社から個人情報の取り扱いを含む業務を受託する場合等における、当該受託業務等の遂行 
(8)求人への応募のために履歴書、職務経歴書等を提出された場合等における、採用選考業務 
(9)各種お問い合わせへの対応 
(10)その他、上記に付随または関連する目的 
 
上記にかかわらず、特定個人情報等は、番号法で明記された目的の範囲内についてのみ利用するものとし、ご

本人の同意があっても、それ以外の目的には利用しません。 
 

３．個人情報の管理 
当社は、個人情報および特定個人情報等の漏えい、滅失または毀損等による事故を防止するために、取扱

規程等の整備および安全管理措置の実施体制の整備に努めるとともに、利用目的の達成に必要とされる個人
情報の正確性および最新性を確保するように努めます。また、当社は、個人情報の取扱いの全部または一部を
委託する場合は、委託先において個人情報の安全管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行います。 

 
４．個人情報の提供 

当社は、次の場合において、業務上必要な範囲で個人情報を当社以外の者に提供することがあります。 
(1) あらかじめ本人の同意がある場合 
(2) 法令等により必要とされる場合 
(3) 利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合 
委託の例示 
・保険募集に関する業務 
・保険料の収納に関する業務 
・資料等発送業務 
・コールセンター業務 
(4) 保険金の適正及び迅速なお支払いのために必要な範囲において、保険事故の関係者（当事者、医療

関係者等）に提供する場合 
(5) 再保険契約の締結や再保険金の請求のため、この保険契約や保険金に関する情報を再保険会社等に

提供する場合 
(6) グループ企業との間で共同利用する場合（下記 5．をご覧ください。） 
(7) 少額短期保険業者等と情報の相互照会をする場合（下記 6．をご覧ください） 
 



 

13 
 
  

 上記にかかわらず、当社では番号法で認められている場合を除いて特定個人情報等を第三者に提供すること
はありません。 

 
５．グループ会社との個人情報の共同利用 

当社が保有する個人情報については、利用目的の達成に必要な範囲内で、次のとおり当社と当社のグループ
会社との間で共同利用させていただくことがあります。 

(1) 共同利用される個人情報の項目 
氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、アカウント情報、取引履歴、支払履歴、支払いに

関する情報その他利用目的の達成に必要な業務の遂行中に当社が取得するすべての個人情報 
(2) 共同利用者の範囲 
株式会社 DMM ファイナンシャルサービス 
株式会社 DMM 少額短期保険 
なお、グループ会社は変動します。 
(3) 共同利用者の利用目的  
●グループとしての経営管理、各種リスク管理およびこれらに付帯する業務ならびに法令等の遵守 
●保険契約を含む各種取引の開始・維持管理 
●グループ会社および提携会社が提供する各種商品・サービスのご案内・提供 
●グループ会社の業務に関するお客様への情報提供・運営管理、商品・サービスの充実 
●その他上記に関連・付随する業務 
 (4) 個人情報の管理責任者 
株式会社 DMM ファイナンシャルサービス 
 

6.支払時情報交換制度に関して 
当社は、一般社団法人日本少額短期保険協会、少額短期保険業者、および特定の損害保険会社ととも

に保険金等のお支払いまたは、保険契約の解除、取消、もしくは無効の判断の参考とすることを目的として、保
険契約に関する所定の情報を相互照会しております。 

※「支払時情報交換制度」に参加している各少額短期保険業者等の社名につきましては、 
（社）日本少額短期保険協会ホームページ（http://www.shougakutanki.jp/）をご参照ください。 
 

7．機微情報（センシティブ情報）の取扱い 
当社は、個人情報保護法第 2 条の 3 に定める要配慮個人情報ならびに労働組合への加盟、門地、本籍

地、保健医療および性生活に関する情報を、法令等に定める場合を除き、取得、利用または第三者提供しませ
ん。 

 
8．個人情報および特定個人情報等の通知、開示・訂正等、利用停止等 
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当社は、個人情報の開示・訂正・追加・削除・利用の停止等のご請求があった場合は、お客様ご本人である
ことの確認を行った上で、法令等および社内規程等に従い適切に対応させていただきます。開示請求について
は、当社所定の手数料をいただきます。 

具体的な手続きにつきましては、下記「11. お問い合わせ」までご連絡ください。 
 

9．匿名加工情報の取扱い 
当社は、匿名加工情報（法令に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を

加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたもの）を作成す
る場合には、次の対応を行います。 

(1) 法令で定める基準に従って、適正な加工を施すこと 
(2) 法令で定める基準に従って、削除した情報や加工の方法に関する情報の漏えいを防止するために安全管

理措置を講じること 
(3) 作成した匿名加工情報に含まれる情報の項目を公表すること 
(4) 作成の元となった個人情報の本人を識別するための行為をしないこと 
また、当社は、匿名加工情報を第三者に提供する場合には、提供しようとする匿名加工情報に含まれる個人

に関する情報の項目と提供の方法を公表するとともに、提供先となる第三者に対して、提供する情報が匿名加
工情報であることを明示します。 

 
10．継続的改善に関して 

当社は、個人情報および特定個人情報等の取扱いに関する運用状況を適宜見直し、継続的な改善に努め
ます。 

 
11．お問い合わせ 

お手続き、ご意見、ご質問その他個人情報および特定個人情報等の取扱いについては、下記までお問い合わ
せください。 

株式会社 DMM 少額短期保険 
電話 ：  0120－19－4023 
受付時間（月曜～金曜）10：00～17：00 ※土日・祝日・年末年始を除く 

 
個人情報保護法に基づく保有個人データの開示、訂正等について 

 
1. ご請求方法 

個人情報保護法に基づく保有個人データの利用目的の通知、開示、訂正等(訂正・追加・削除)または利用
停止等(利用停止・消去・第三者提供の停止)をご希望される場合には、下記お問合せ窓口までご請求下さい。
当社所定の請求書類をご送付いたしますので、請求書類に必要事項をご記入のうえ当社指定の窓口までご送
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付ください。この場合に、ご請求者の本人確認及びご本人の情報を特定するために、以下の書類についてもあわ
せてご送付をお願いいたします。請求書類等の送付に係る費用についてはご請求者のご負担となりますのでご了
承ください。 
(1)ご請求者がご本人の場合  

・印鑑登録証明書(現住所が記載され、発行日から３か月以内のもの)の正本  
・運転免許証、健康保険証またはパスポートなどの公的機関が発行した書類の写し 
・開示等請求をされる保険契約の保険証券の写し(保険契約者の場合のみ) 

(2)ご請求者が代理人の場合  
・上記(1)の本人確認書類  
・代理人自身の印鑑登録証明書(現住所が記載され、発行日から３か月以内のもの)の正本 
・代理人自身の運転免許証、健康保険証またはパスポートなどの公的機関が発行した書類の写し 
・法定代理人の場合は法定代理権があることを確認できる書類(戸籍謄本、後見開始審判書等) 
・委任による代理人の場合は委任状 

 
2. 手数料 

保有個人データの利用目的の通知及び開示等請求については、手数料として 1,000 円(消費税込)をご負担
いただきますので、当社指定の口座に手数料をお振込みください。振込み手数料についてはご請求者のご負担と
なりますのでご了承ください。 
 
3. ご回答方法 

お受けした開示等請求については、請求内容の確認・調査等を行い、手数料を要する請求については入金を
確認させていただいたうえで、特別な理由がない限り合理的な期間及び範囲で対応し、ご本人に対し原則として
書面にてご回答申しあげます。代理人によるご請求の場合であっても法定代理人によるご請求の場合を除き、ご
本人に対しご回答申しあげます。 

開示等請求に応じることにより、ご本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれが
ある場合、当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合及び他の法令に違反することとな
る場合等ご請求に応じることができない場合がございますが、その場合にはその理由をご連絡申しあげます。 
 
４．開示等ご請求・お問合せ窓口 
【お問合わせ窓口】 
株式会社 DMM 少額短期保険 
電話 ：  0120－19－4023 
受付時間（月曜～金曜）10：00～17：00 ※土日・祝日・年末年始を除く 
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６．反社会的勢力への対応 
反社会的勢力に対する基本方針 

 
当社は、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人である反社会的勢力に
対し、断固たる態度で対応し、関係を遮断するために、次の基本方針を定めます。 
 
(1) 取引を含めた一切の関係遮断 

当社は、反社会的勢力排除に向けた社会的責任、および反社会的勢力により当社、当社社員および顧客
等が受ける被害防止の重要性を十分認識し、反社会的勢力との関係遮断を重視した業務運営を行います。 
 
(2) 組織としての対応 

当社は、反社会的勢力からの不当要求等に対しては、担当者や担当部署だけに任せず、会社全体として対
応するとともに、反社会的勢力に対応する役職員の安全を確保します。 
 
(3) 裏取引や資金提供の禁止 
 当社は、反社会的勢力に対して、資金提供や事実を隠蔽するための不適切な裏取引や資金提供を一切行
いません。 
 
(4) 外部専門機関との連帯 

当社は、反社会的勢力からの不当要求等に備えて、平素より警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等
の外部専門機関との連携強化を図ります。 
 
(5) 有事における民事および刑事の法的対応 

当社は、反社会的勢力からの不当要求等に対して、民事と刑事の両面から外部専門機関に相談し法的対
応を行います。 
 
 

７．指定紛争解決機関（指定ＡＤＲ機関）について 
 

当社は、指定紛争解決機関（指定ＡＤＲ機関）の指定認可を受けた一般社団法人日本少額短期保
険協会と、少額短期保険業務に関する苦情処理手続および紛争解決手続等の実施のための手続実施
基本契約を締結しております。 
お客様は必要に応じ、一般社団法人日本少額短期保険協会が運営する指定紛争解決機関の「少額短
期ほけん相談室」をご利用いただくことができます。 
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一般社団法人日本少額短期保険協会 「少額短期ほけん相談室」 
〒104-0032 東京都中央区八丁堀３-１２-８ 八丁堀ＳＦビル２階 
TEL ０１２０－８２－１１４４  FAX ０３－３２９７－０７５５ 
受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00（土・日・祝祭日・年末年始を除く） 
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Ⅲ．当社の主要な業務の内容 
１．取扱商品 
 
「DMMほけん」（死亡保険） 

 
（１）保険の概要 

どなたにもわかりやすいシンプルな保障と、家計にやさしい保険料が特長の死亡保険です。お葬式や
お墓の費用など自分の死後に必要となる金額程度は遺したい方、今の生活に無理なく備えたい方
におすすめの保険で、終活の一つとしても活用いただけます。 

 
（２）特長 

① 被保険者の死亡時に、受取人に対して保険金が支払われます。 
② 保険金額 100 万円・200 万円・300 万円の 3 コースから選択可能です。 
③ 85 歳（※）までお申込みが可能。毎年の更新により 99 歳※まで保障を継続できます。（※

責任開始時点の満年齢。／健康状態によっては加入できない場合もあります。） 
 
 

２．保険募集 
 

当社は、保険その他の金融商品の販売に際しまして、「保険業法」、「金融商品の販売等に関する法律」、お
よびその他の関係法令等を遵守し、以下の方針に則り適正な勧誘を行ってまいります。 

 
勧誘方針 

 
１．お客様の保険商品に関する知識、ご経験、ご加入目的、財産の状況等に留意し、商品内容や

リスク内容などについて十分ご理解いただけるよう、適切な説明を心掛けるとともに、お客様のご意
向と実情に適した商品の案内に努めます。 

 
２．商品の案内・勧誘にあたりましては、お客様のご迷惑とならない時間帯・場所・方法により、適切

に行います。 
 
３．お客様からの信頼を第一とし、重要な事項を告げなかったり、不確実な事項について断定的な説
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明をするなど、お客様のご判断を誤らせるようなご案内は行いません。 
 
４．お客様に対する勧誘の適正を確保するため、社内管理体制を整備するとともに、代理店・募集

人に対する研修体制を充実させ関係法令や商品に関する知識の習得に努めます。 
 
５．万が一保険事故が発生した場合は、迅速かつ適切な対応と保険金の適正なお支払いに努めま

す。 
 
６．お客様からお預かりした個人情報につきましては、当社「個人情報の取扱い」に則り、的確な管理

を行ってまいります。 
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Ⅳ．当社の主要な業務に関する事項 
１．直近の事業年度における業務の概況 
 

当社は、これまで「商品開発を医師が担当していること」を前面に出し、ガンに関する保障に特化した販売戦略
をとってまいりました。 

このような状況下で、当社は 2020 年９月に主要株主の変更があり、ＤＭＭグループの一員となって新たな経
営体制のもと事業運営を行ってまいりました。 

商品面においては、新商品として死亡保険を開発し、2020 年 11 月に発売いたしました。また、これまで販売し
てきた免疫細胞療法保険、がん死亡保障付がん保険、女性がん保険の３商品について、2021 年３月 31 日を
もって新規の引受を終了しました。 

営業面においては、新たに発売した死亡保険を主力商品と位置づけ、親会社であり保険代理店事業等を営
む株式会社ＤＭＭファイナンシャルサービスによるラジオ、新聞、テレビ等を通じた広告宣伝活動により、積極的な
販売促進の取り組みを行いました。 

業務面においては、「お客様の声」を把握し業務改善に活かす体制の構築や、システム開発による業務効率の
改善を進めてまいりました。 

上記の取り組みの結果、、当年度の保険料収入は 54,055 千円（前年比 5.2％減 ）、経常収益は 88,286
千円（同 10.4%増 ）にとどまりました。また、保険金等支払金は 59,918 千円（同 11.9％増）、引き続き経
費節減に努めたことから事業費は 116,730 千円（同 126.2％増）となりました。その結果、当年度の経常利益
は▲95,839 千円（同 50.8％増）となりました。  

 
 
２．直近の３事業年度における主要な業務の状況を示す指標 
 

区  分 2018 年度 2019年度 
2020 年度 
（当期） 

経常収益 86,651 千円 79,978 千円 88,286 千円 

経常利益 △56,498 千円 △63,569 千円 △95,839 千円 

当期純利益 △57,588 千円 △64,059 千円 △98,235 千円 

資本金の額 
（発行済株式の総数） 

305,795 千円 
（174,628 株） 

143,000 千円 
（269,305 株） 

238,000 千円 
（733,851 株） 

保険業法上の純資産額（※） 81,434 千円 47,615 千円 140,270 千円 

総資産額 99,570 千円 105,333 千円 207,904 千円 
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責任準備金残高 4,946 千円 6,131 千円 7,792 千円 

保険料積立金残高 － 33,031 千円 17,994 千円 

有価証券残高 － － － 

ソルベンシー・マージン比率 7,367.0% 3,854.4% 7,914.8％ 

配当性向 － － － 

従業員 4 名 3 名 25 名 

正味収入保険料の額 14,596 千円 23,664 千円 24,936 千円 

（※）保険業法上の純資産額とは、保険業法施行規則第 211 条の 8 第 1 項の規定に基づき、貸借対照
表の純資産の部の金額に異常危険準備金の金額を加えたものです。 

 
 

３．直近の２事業年度における業務の状況 
主要な業務の状況を示す指標等 

〔Ａ〕正味収入保険料（※１） 

種  目 
2019年度 2020 年度 

金 額 構成比 金 額 構成比 

生命保険 1,552 千円 6.6% 194 千円 0.8% 

医療保険 22,111 千円 93.4% 24,742 千円 99.2％ 

【合計】 23,664 千円 100.0% 24,936 千円 100.0% 

（※１）正味収入保険料とは、当社元受における収入保険料から、解約返戻金やその他返戻金およ
び当社を契約者とする再保険契約により当社が支払った再保険料を控除したもので、以下の
定義にしたがって算出されています。 
正味収入保険料＝収入保険料－支払再保険料－解約返戻金－その他返戻金 

 
〔Ｂ〕元受正味保険料（※２） 

種  目 
2019年度 2020 年度 

金 額 構成比 金 額 構成比 

生命保険 11,236 千円 19.9%   194 千円 0.4% 
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医療保険 45,221 千円 80.1% 45,863 千円 99.6% 

【合計】 56,457 千円 100.0% 46,057 千円 100.0% 

（※２）元受正味保険料とは、当社元受における収入保険料から、元受解約返戻金や元受その他
返戻金を控除したもので、以下の定義にしたがって算出されています。 
元受正味保険料＝元受収入保険料－元受解約返戻金－元受その他返戻金 

 
〔Ｃ〕支払再保険料（※３） 

種  目 
2019年度 2020 年度 

金 額 構成比 金 額 構成比 

生命保険 9,683 千円 29.5% ー ー 

医療保険 23,109 千円 70.5% 21,121 千円 100.0% 

【合計】 32,792 千円 100.0% 21,121 千円 100.0% 

（※３）支払再保険料とは、出再保険料から、再保険返戻金を控除したもので、以下の定義にしたが
って算出されています。 
支払再保険料＝出再保険料－再保険返戻金 

 
〔Ｄ〕保険引受利益（※４） 

種  目 
2019年度 2020 年度 

金 額 構成比 金 額 構成比 

生命保険・医療保険 △60,480 千円 100.0% △89,605 千円 100.0% 

（※４）保険引受利益とは、保険引受粗利益から、営業費及び一般管理費を控除し、その他収支を
加味したもので、以下の定義にしたがって算出されています。 
保険引受利益＝保険引受粗利益－営業費及び一般管理費 

                     ＋（その他経常収益－その他経常費用） 
 

〔Ｅ〕正味支払保険金（※５） 

種  目 
2019年度 2020 年度 

金 額 構成比 金 額 構成比 

生命保険 3,360 千円 32.4% 12,016 千円 57.2％ 

医療保険 7,021 千円 67.6% 8,989 千円 42.8% 
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【合計】 10,381 千円 100.0%  21,006 千円 100.0% 

（※５）正味支払保険金とは、元受契約の支払保険金から、当社を契約者とする再保険契約により
当社が回収した再保険金を控除したもので、以下の定義にしたがって算出されています。 

      正味支払保険金＝支払保険金－回収再保険金 
 
〔Ｆ〕元受正味支払保険金（※６） 

種  目 
2019年度 2020 年度 

金 額 構成比 金 額 構成比 

生命保険 4,391 千円 21.7% 12,016 千円 39.0％ 

医療保険 15,805 千円 78.3% 18,783 千円 61.0％ 

【合計】 20,196 千円 100.0% 30,800 千円 100.0% 

（※６）元受正味支払保険金とは、当社元受における支払保険金から、元受契約に係る求償等によ
り回収した金額を控除したものを示しています。 

 
〔Ｇ〕回収再保険金 

種  目 
2019年度 2020 年度 

金 額 構成比 金 額 構成比 

生命保険 1,031 千円 10.5% ー ー 

医療保険 8,783 千円 89.5% 9,793 千円 100.0% 

【合計】 9,814 千円 100.0% 9,793 千円 100.0% 

 
 
保険契約に関する指標等 

〔Ａ〕契約者配当金 
該当事項はございません。 
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〔Ｂ〕正味損害率（※１）、正味事業費率（※２）及びその正味合算率（※３） 
 

種  目 
2019年度 2020 年度 

正味 
損害率 

正味 
事業費率 

正味 
合算率 

正味 
損害率 

正味 
事業費率 

正味 
合算率 

生命保険 216.4％   6,184,1%   

医療保険 31.8％   36.3％   

【合計】 43.9％ 162.4％ 206.3％ 84.2% 430.4% 514.7% 

（※１）正味損害率とは、以下の定義にしたがって算出されています。 
正味損害率＝正味支払保険金÷正味収入保険料×１００  

（※２）正味事業費率とは、以下の定義にしたがって算出されています。 
正味事業費率＝（保険引受に係る事業費－再保険手数料）÷正味収入保険料×１００ 

（※３）正味合算率とは、以下の定義にしたがって算出されています。 
正味合算率＝正味損害率＋正味事業費率 

 
〔Ｃ〕出再控除前の発生損害率（※４）、元受事業費率（※５）及びその元受合算率（※６） 

 

種  目 
2019年度 2020 年度 

発生 
損害率 

元受 
事業費率 

元受 
合算率 

発生 
損害率 

元受 
事業費率 

元受 
合算率 

生命保険 36.9％   6,184.1%   

医療保険 48.6％   41.0%   

【合計】 46.2% 91.4％ 127.2％ 66.9% 253.4% 320.3% 

（※４）発生損害率とは、以下の定義にしたがって算出されています。 
発生損害率＝出再控除前の発生支払保険金（※７）÷出再控除前の既経過保険料
（※８）×１００ 

（※５）元受事業費率とは、以下の定義にしたがって算出されています。 
元受事業費率＝保険引受に係る事業費÷出再控除前の既経過保険料×１００ 

（※６）元受合算率とは、以下の定義にしたがって算出されています。 
元受合算率＝発生損害率＋元受事業費率 

（※７）出再控除前の発生支払保険金とは、以下の定義にしたがって算出されています。 
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出再控除前の発生支払保険金＝発生支払保険金等＋出再控除前の支払備金積増額 
（※８）出再控除前の既経過保険料とは、以下の定義にしたがって算出されています。 

出再控除前の既経過保険料＝保険料－出再控除前の未経過保険料積増額－発生解約
返戻金等 

 
〔Ｄ〕再保険を引受けた主要な再保険会社（再保険会社の数）と再保険契約内容 

 

項目 2019年度 2020 年度 

出再先保険会社の数 3 社 2 社 

出再保険料のうち上位 5 社の出再保
険料の割合 

100.0％ 100.0％ 

 
〔Ｅ〕再保険を引受けた主要な再保険会社の格付区分ごとの支払再保険料の割合 

 

格付区分 
支払再保険料における割合 

2019年度 2020 年度 

Ａ－ 以上 100.0％ 100.0％ 

ＢＢＢ以上 Ａ－ 未満   

その他（ＢＢＢ未満・格付なし）   

【合計】 100.0％ 100.0％ 

 
〔Ｆ〕未収再保険金 

 

種  目 
2019年度 2020 年度 

金 額 構成比 金 額 構成比 

生命保険 － － － － 

医療保険 697 千円 100.0% 2,170 千円 100.0% 

【合計】 697 千円 100.0% 2,170 千円 100.0% 
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経理に関する指標等 
〔Ａ〕支払備金（※１） 

種  目 
2019年度 2020 年度 

金 額 構成比 金 額 構成比 

生命保険 1,515 千円 18.2% 2,843 千円 21.9％ 

医療保険 6,810 千円 81.8% 10,133 千円 78.1% 

【合計】 8,326 千円 100.0% 12,976 千円 100.0% 

（※１）支払備金は、元受契約における普通支払備金および既発生未報告損害から、それらに係る
再保険契約に基づく出再分を控除したものを示しています。 

 
〔Ｂ〕責任準備金（※２） 

種  目 
2019年度 2020 年度 

金 額 構成比 金 額 構成比 

生命保険 34,074 千円 87.0% 19,642 千円 76.2％ 

医療保険 5,087 千円 13.0% 6,144 千円 23.8％ 

【合計】 39,162 千円 100.0% 25,786 千円 100.0% 

（※２）責任準備金は、元受契約における普通責任準備金（入院責任準備金、危険保険料積増
分含む）および異常危険準備金から、それらに係る再保険契約に基づく出再分を控除したも
のを示しています。 

 
〔Ｃ〕利益準備金および任意積立金の区分ごとの残高 

     該当事項はございません。 
 

〔Ｄ〕損害率の上昇に対する経常利益の変動の額 
発生損害率が１％上昇すると仮定（正味既経過保険料×１％） 

 
      2019年度 2020 年度 

経常利益の減少額 226 千円 243 千円 

 
 



 

27 
 
  

資産運用に関する指標等 
 
〔Ａ〕資産運用の概況 

区  分 
2019年度 2020 年度 

金 額 構成比 金 額 構成比 

現預金 82,771 千円 78.6% 137,437 千円 66.1％ 

金銭信託 ー ー ー ー 

国債 ー ー ー ー 

その他 ー ー ー ー 

【運用資産計】 82,771 千円 78.6% 137,437 千円 66.1％ 

総資産 105,333 千円 100.0% 207,904 千円 100.0% 

 
〔Ｂ〕利息及び配当金収入ならびに運用利回り（※１） 

区  分 
2019年度 2020 年度 

収入金額 利回り 収入金額 利回り 

現預金 0 千円 0.00% 0 千円 0.00% 

金銭信託 ー ー ー ー 

国債 ー ー ー ー 

その他 ー ー ー ー 

【運用資産計】 0 千円 0.00% 0 千円 0.00% 

（※１）運用利回りは、収入金額を日平均運用額で除して算出しています。 
 
〔Ｃ〕保有有価証券の種類別の残高、構成比、利回りおよび残存期間別残高 

該当事項はございません。 
 

４．責任準備金の残高の内訳 
当事業年度（2020 年度）末における責任準備金残高の内訳は、以下の通りです。 
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種 目 普通責任準備金 異常危険準備金 
契約者配当 
準備金等 

合 計 

生命保険 19,227 千円 414 千円 － 19,642 千円 

医療保険 3,459 千円 2,685 千円 － 6,144 千円 

【合計】 22,686 千円 3,099 千円 － 25,786 千円 

※責任準備金は、元受契約における普通責任準備金（入院責任準備金、危険保険料積増分含む）
および異常危険準備金から、それらに係る再保険契約に基づく出再分を控除したものを示しております。 
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Ⅴ．当社の直近の２事業年度における財産の
状況に関する事項 

１．計算書類 
貸借対照表 
                                       （単位：千円） 

科目 2019年度 2020年度 科目 2019年度 2020年度 
（資産の部）     （負債の部）     
現金及び預貯金 82,771 137,437 保険契約準備金 47,488 38,763 

預 貯 金 82,771 137,437 支 払 備 金 8,326 12,976 
有形固定資産 184 33 責 任 準 備 金  6,131 7,792 

その他の有形固定資産 184 33 保 険 料 積 立 金 33,031 17,994 
無形固定資産 5,979 42,369 再保険借 8,309 3,100 

ソ フ ト ウ ェ ア  5,950 42,369 その他負債 4,128 28,870 
その他の無形固定資産 28 －  未 払 法 人 税 等 326 311 

再保険貸 1,617 3,060 未 払 金 3,209 25,637 
その他資産 3,779 14,004 未 払 費 用 200 2,803 

未 収 金   1,198 預 り 金 314 115 
前 払 費 用 530 2,706 仮 受 保 険 料  75 －  
そ の 他 の 資 産  3,249 10,099 仮 受 金 2 2 

供託金 11,000 11,000 負債の部合計 59,927 70,734 
     （純資産の部）     
     資本金 143,000 238,000 
     資本剰余金 143,000 238,000 
    資 本 準 備 金 143,000 238,000 
     利益剰余金 △240,594 △338,829 
     その他利益剰余金 △240,594 △338,829 
     繰 越 利 益 剰 余 金 △240,594 △338,829 
     株主資本合計 45,405 137,170 
     純資産の部合計 45,405 137,170 
資産の部合計 105,333 207,904 負債及び純資産の部合計 105,333 207,904 
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損益計算書 
(単位：千円) 

科目 2019年度 2020年度 
経常収益 79,978 88,286 
保険料等収入 79,977 73,248 

保険料 57,005 54,055 
再保険収入 22,972 19,193 

回収再保険金 9,814 9,793 
再保険手数料 13,157 9,400 

責任準備金等戻入額 －  15,037 
保険料積立金戻入額 －  15,037 

資産運用収益 0 0 
利息及び配当金等収入 0 0 

その他経常収益     
その他の経常収益     

経常費用 143,547 184,126 
保険金等支払金 53,537 59,918 

保険金等 20,196 30,800 
解約返戻金等 547 7,997 
再保険料 32,792 21,121 

責任準備金等繰入額 38,414 6,311 
支払備金繰入額 4,198 4,650 
責任準備金繰入額 1,184 1,661 
保険料積立金繰入額 33,031 －  

事業費 51,595 116,730 
営業費及び一般管理費 48,506 110,495 
税金 543 880 
減価償却費 2,546 5,354 

その他経常費用 －  1,165 
その他の経常費用 －  1,165 

経常損失 △63,569 △95,839 
特別利益 －  －  

その他特別利益 －  －  
特別損失 200 2,129 

その他特別損失 200 2,129 
税引前当期純損失 63,769 97,969 
法人税及び住民税 290 265 
法人税等合計 290 265 
当期純損失 64,059 98,235 
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キャッシュ・フロー計算書 
(単位：千円) 

科目 2019年度 2020 年度 
営業活動によるキャッシュ・フロー     

保険料の収入 57,017 52,861 
再保険による収入 25,171 17,750 
保険金等支払による支出 △ 20,744 △ 30,800 
解約返戻金等支払による支出 △ 31,789 △ 7,997 
再保険料支払による支出 △ 47,684 △ 26,330 
事業費の支出 0 △ 132,425 
その他 △ 18,028 △ 1,160 

小計   △ 128,102 
利息及び配当金等の受取額 0 0 
利息の支払額 0 △ 5 
法人税等の支払額 △ 264 △ 326 

営業活動によるキャッシュ・フロー △ 18,292 △ 128,432 
投資活動によるキャッシュ・フロー     

固定資産の取得による支出  28 
預託金の預入れによる支出   △ 4,800 
その他（増資）     
減損 △ 200 △ 2,129 

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 200 △ 6,901 
財務活動によるキャッシュ・フロー     

借入による収入     
借入金の返済による支出     
株式の発行による収入   190,000 
自己株式の取得による支出     
その他 30,000   

財務活動によるキャッシュ・フロー 30,000 190,000 
現金及び現金同等物の増減額 11,507 54,666 
現金及び現金同等物の期首残高 71,263 82,771 
現金及び現金同等物の期末残高 82,771 137,437 
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株主資本等変動計算書 
(単位：千円) 

（2020年度） 

株主資本 

純資産合計 資本金 新株式 
申込証拠金 

資本剰余金 利益剰余金 
株主資本合計 資本準備金 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 143,000  143,000 143,000 △240,594 △240,594 45,405 45,405 
当期変動額         

新株の発行 95,000  95,000 95,000   190,000 190,000 
剰余金の配当         
当期純利益     △98,235 △98,235 △98,235 △98,235 
株式申込証拠金         
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)         

当期変動額合計 95,000  95,000 95,000 △98,235 △98,235 91,765 91,765 
当期末残高 238,000  238,000 238,000 △338,829 △338,829 137,170 137,170 

 

（2019年度） 

株主資本 

純資産合計 資本金 新株式 
申込証拠金 

資本剰余金 利益剰余金 
株主資本合計 資本準備金 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 305,795 60,000 205,795 205,795 △492,124 △492,124 79,465 79,465 
当期変動額         

新株の発行 45,000  45,000 45,000   90,000 90,000 
剰余金の配当         
当期純利益     △64,059 △64,059 △64,059 △64,059 
株式申込証拠金  △60,000     △60,000 △60,000 
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △207,795  △107,795 △107,795 315,590 315,590   

当期変動額合計 △162,795 △60,000 △62,795 △62,795 251.530 251.530 △34,059 △34,059 
当期末残高 143,000  143,000 143,000 △240,594 △240,594 45,405 45,405 
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2019年度個別注記 2020年度個別注記 

 
≪会計方針に関する事項≫ 
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) 
  定率法を採用しております。 
 
(2)無形固定資産      

定額法を採用しております。 
なお、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）に基づく定額法を（自社利用
分）採用しております。 

 
(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。 

 
 

２．その他計算書類作成のための基本となる事項 
(1)消費税等の会計処理    

消費税および地方消費税の会計処理は、税込
方式を採用しております。 

 
(2)責任準備金の積立方法    

責任準備金は、保険業法施行規則第 211 条の
46 の規定に基づいて計算しております。 

 
 (3)金額は記載単位未満を切り捨てて表示しておりま

す。 

 
≪会計方針に関する事項≫ 
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) 
  定率法を採用しております。 
 
(2)無形固定資産      

定額法を採用しております。 
なお、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）に基づく定額法を（自社利用
分）採用しております。 

 
 
 
 
 
 
 
 
２．その他計算書類作成のための基本となる事項 

(1)消費税等の会計処理    
消費税および地方消費税の会計処理は、税込
方式を採用しております。 

 
(2)責任準備金の積立方法    

責任準備金は、保険業法施行規則第 211 条の
46 の規定に基づいて計算しております。 

 
 (3)金額は記載単位未満を切り捨てて表示しておりま

す。 
 
 

≪貸借対照表に関する事項≫ 
 

≪貸借対照表に関する事項≫ 
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１．有形固定資産の減価償却累計額は、1,434 千
円であります。 

２．リースにより使用する固定資産に関する注記-----
該当事項はありません。 

 
３．当期における支払備金及び責任準備金の内訳

は、以下のとおりであります。 
 
（１）支払備金の内訳     （千円） 

 2019 年度 

元受分 
 

出再分 
 

出  再 
控除後 

普通支払
備金 

15,411 7,923 7,488 

IBNR 備
金 

1,784 946 838 

合 計 
 

17,195 8,869 8,326 

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 項及び第 71 条第 1 項に規定す
る、積立ないことができる再保険を付した部分に相当す
る支払備金の金額は、8,869 千円であります。 

 
（２）責任準備金の内訳     （千円） 

 2019 年度 

元受分 
 

出再分 
 

出 再 
控除後 

普通責任
準備金 

5,882 1,961 3,921 

異常危険
準備金 

4,386 2,176 2,209 

保険料積
立金 

33,031  33,031 

合 計 
 

43,300 4,137 39,162 

１．有形固定資産の減価償却累計額は、493 千円
であります。 

２．関係会社に対する金銭債権及び金銭債権 
  関係会社に対する金銭債権の総額は 13 千円、

金銭債務の総額は 2,844 千円であります。 
３．当期における支払備金及び責任準備金の内訳

は、以下のとおりであります。 
 
（１）支払備金の内訳     （千円） 

 2020 年度 

元受分 
 

出再分 
 

出  再 
控除後 

普通支払
備金 

17,417 7,399 10,018 

IBNR 備
金 

4,268 1,310 2,958 

合 計 
 

21,685 8,709 12,976 

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 項及び第 71 条第 1 項に規定す
る、積立ないことができる再保険を付した部分に相当す
る支払備金の金額は、8,709 千円であります。 

 
（２）責任準備金の内訳     （千円） 

 2020 年度 

元受分 
 

出再分 
 

出 再 
控除後 

普通責任
準備金 

6,311 1,618 4,692 

異常危険
準備金 

4,804 1,704 3,099 

保険料積
立金 

17,994  17,994 

合 計 
 

29,10 3,322 25,786 
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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、積立ないことがで
きる再保険を付した部分に相当する責任準備金の金
額は、4,137 千円であります。 
 
４．１株当たり純資産額は、168 円 60 銭銭でありま

す。 

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、積立ないことがで
きる再保険を付した部分に相当する責任準備金の金
額は、3,322 千円であります。 
 
４．１株当たり純資産額は、186 円 91 銭でありま

す。 

≪損益計算書に関する事項≫ 
 
１．正味収入保険料（保険料から再保険料を控除

した金額）は、23,664 千円であります。 
 
２．正味支払保険金（保険金等から回収再保険金

を控除した金額）は、10,929 千円であります。 
 
３．当期における支払備金及び責任準備金の繰入額

の内訳は、以下のとおりであります。 
 

（１）支払備金繰入額（△は支払備金戻入額）の
内訳             （千円） 

 2019 年度 

元受分 
 

出再分 
 

出 再 
控除後 

普通支払
備金 

6,082 2,403 3,678 

IBNR 備
金 
 

△27 △547 520 

合 計 
 

6,054 1,856 4,198 

支払備金繰入額の計算上、差し引かれた再保険を付
した部分に相当する支払備金繰入額の金額は、1,856
千円です。 
 
（２）責任準備金繰入額（△は責任準備金戻入

額）の内訳          （千円） 

≪損益計算書に関する事項≫ 
 
１．正味収入保険料（保険料から再保険料を控除

した金額）は、24,936 千円であります。 
 
２．正味支払保険金（保険金等から回収再保険金

を控除した金額）は、21,006 千円であります。 
 
３．当期における支払備金及び責任準備金の繰入額

の内訳は、以下のとおりであります。 
 

（１）支払備金繰入額（△は支払備金戻入額）の
内訳             （千円） 

 2020 年度 

元受分 
 

出再分 
 

出 再 
控除後 

普通支払
備金 

2,006 △524 2,530 

IBNR 備
金 
 

2,484 364 2,120 

合 計 
 

4,490 △160 4,650 

支払備金繰入額の計算上、差し引かれた再保険を付
した部分に相当する支払備金繰入額の金額は、△160
千円です。 
 
（２）責任準備金繰入額（△は責任準備金戻入

額）の内訳          （千円） 
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 2019 年度 

元受分 
 

出再分 
 

出 再 
控除後 

普通責任
準備金 

△31 △975 944 

異常危険
準備金 

80 △159 239 

保険料積
立金 

33,031  33,031 

合 計 
 

33,080 △1,135 34,216 

責任準備金繰入額の計算上、差し引かれた再保 
険を付した部分に相当する責任準備金繰入額の金額
は、△1,135 千円です。 
 

 2020 年度 

元受分 
 

出再分 
 

出 再 
控除後 

普通責任
準備金 

428 △343 771 

異常危険
準備金 

417 △472 890 

保険料積
立金 

△15,037 0 △15,037 

合 計 
 

△14,191 △815 △13,375 

責任準備金繰入額の計算上、差し引かれた再保 
険を付した部分に相当する責任準備金繰入額の金額
は、△815 千円です。 
 

４．１株当たり当期純損失は、237 円 86 銭でありま
す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４．関連当事者との取引に関する事項 
（１）親会社及び法人主要株主等 

種類 会社等
名称 

議決
権等
の被
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 

親会
社 

㈱DMM
ファイナン
シャルサー
ビス 

100
％ 

法
人
募
集
代
理
店
委
託
契
約
等 

出
向
費
用
の
支
払 

2,30
1 

未
払
費
用 

2,301 

 
 
（２）兄弟会社等 



 

37 
 
  

 
 
 
 
 
≪株主資本等変動計算書に関する事項≫ 

 
当事業年度末における発行済株式の 
種類及び総数       

普通株式 269,305 株 
 

  該当なし 
 
５．１株当たり当期純損失は、133 円 86 銭でありま

す。 
 
≪株主資本等変動計算書に関する事項≫ 

 
当事業年度末における発行済株式の 
種類及び総数       

普通株式  733,851 株 
 

 
 

２．保険金等の支払能力の充実の状況 
                                 （単位：千円、％） 

 

2019年度 2020年度

(1)　ソルベンシー・マージン総額 47,615 140,270

45,405 137,170

②　価格変動準備金

③　異常危険準備金 2,209 3,099

④　一般貸倒引当金

⑤　その他有価証券評価差額（税効果控除前）（99％又は100％）

⑥　土地の含み損益（85％又は100％）

⑦　契約者配当準備金の一部（除、翌期配当所要額）

⑧　将来利益

⑨　税効果相当額

⑩　負債性資本調達手段等

告示(第14号)第２条第３項第５号イに掲げるもの（⑩(a)）

告示(第14号)第２条第３項第５号ロに掲げるもの（⑩(b))

(2)　リスクの合計額√[Ｒ1
2
+Ｒ2

2
]+Ｒ3+Ｒ4 2,470 3,544

保険リスク相当額 2,159 3,043

Ｒ1　一般保険リスク相当額 2,159 3,043

Ｒ4　巨大災害リスク相当額　

Ｒ2　資産運用リスク相当額　 992 1,531

　価格変動等リスク相当額

　信用リスク相当額 827 1,374

　子会社等リスク相当額

　再保険リスク相当額 148 126

　再保険回収リスク相当額 16 30

Ｒ3　経営管理リスク相当額　 94 137

(3)　ソルベンシー・マージン比率　(1)/｛(1/2)×(2)｝ 3,854.4 7,914.8

①　純資産の部の合計額（繰延資産等控除後の額）
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３．有価証券または金銭の信託に関する取得価額または契約価
額、時価および評価損益 
有価証券 

該当事項はございません。 
 
金銭の信託 

該当事項はございません。 
 
 

４．公衆の縦覧に供する書類に関する会計監査人の監査の有無 
  
当社は会計監査人の監査は受けておりません。 
 
 

５．貸借対照表、損益計算書および株主資本等変動計算書に
関する公認会計士または監査法人の監査証明の有無 
 
当社は会計監査人の監査は受けておりません。 
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【前年のディスクロージャーの修正について】 
 ※「ディスクロージャー誌 2019」について、以下の赤字下線部分の修正をいたしました。 
   ＜＞内に修正対象ページ番号を示し、続けて修正箇所を表示しています。 
 
＜P.17＞ 
 
（２）直近の３事業年度における主要な業務の状況を示す指標 
 

区  分 平成 29 年度 平成 30 年度 
平成 31 年度 

（当期） 

経常収益 93,368 千円 86,651 千円 79,978 千円 

経常利益 △58,404 千円 △56,498 千円 △63,569 千円 

当期純利益 △59,025 千円 △57,588 千円 △64,059 千円 

資本金の額 
（発行済株式の総数） 

282,795 千円 
（126,237 株） 

305,795 千円 
（174,628 株） 

143,000 千円 
（269,305 株） 

保険業法上の純資産額 
（※1） 

32,742 千円 81,434 千円 47,615 千円 

総資産額 49,219 千円 99,570 千円 105,333 千円 

責任準備金残高 3,846 千円 4,946 千円 6,131 千円 

保険料積立金残高 － － 33,031 千円 

有価証券残高 － － － 

ソルベンシー・マージン比率 3,750% 7,367% 3,854% 

配当性向 － － － 

従業員 4 名 4 名 3 名 

正味収入保険料の額
（※2） 

19,283 千円 14,596 千円 23,664 千円 

 （※1）保険業法上の純資産額とは、保険業法施行規則第 211 条の 8 第 1 項の規定に基づき、貸
借対照表の純資産の部の金額に異常危険準備金の金額を加えたものです。 
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 （※2）正味収入保険料の内訳は、以下の通りです。 

                    （単位：千円） 

     平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

＋ 収入保険料 63,949 59,380 57,005 

－ 支払再保険料 44,665 44,784 32,792 
－ 解約返戻金 － － 547 

－ その他の返戻金 － － － 

  差 引 計 19,283 14,596 23,664 

 
＜P.20～21＞ 

 
（３）直近の２事業年度における業務の状況 

 
② 保険契約に関する指標等 

 
〔Ｂ〕正味損害率（※１）、正味事業費率（※２）及びその正味合算率（※３） 

 

種  目 
平成 30 年度 平成 31 年度 

正味 
損害率 

正味 
事業費率 

正味 
合算率 

正味 
損害率 

正味 
事業費率 

正味 
合算率 

生命保険 △23.5％   216.4％   

医療保険 26.4％   31.8％   

【合計】 32.2％ 437.3％ 469.5％ 43.9％ 162.4％ 206.3％ 

（※１）正味損害率とは、以下の定義にしたがって算出されています。 
正味損害率＝正味支払保険金÷正味収入保険料×１００  

（※２）正味事業費率とは、以下の定義にしたがって算出されています。 
正味事業費率＝（保険引受に係る事業費－再保険手数料）÷正味収入保険料×１００ 

（※３）正味合算率とは、以下の定義にしたがって算出されています。 
正味合算率＝正味損害率＋正味事業費率 
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 〔Ｃ〕出再控除前の発生損害率（※４）、元受事業費率（※５）及びその元受合算率（※６） 
 

種  目 
平成 30 年度 平成 31 年度 

発生 
損害率 

元受 
事業費率 

元受 
合算率 

発生 
損害率 

元受 
事業費率 

元受 
合算率 

生命保険 69.4％   36.9％   

医療保険 39.2％   48.6％   

【合計】 47.8% 120.8％ 161.0％ 46.2% 91.4％ 127.2％ 

（※４）発生損害率とは、以下の定義にしたがって算出されています。 
 
 
＜P.23＞ 
 
 ③ 経理に関する指標等 
 

〔Ｄ〕損害率の上昇に対する経常利益の変動の額 
     発生損害率が１％上昇すると仮定（正味既経過保険料×１％） 
 

      平成 30 年度 平成 31 年度 
経常利益の減少額 190 千円 226 千円 

 
 
 
 



株式会社DMM少額短期保険
〒106-6224 東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー24F

https://www.dmm-ssi.co.jp/
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