
令和元年度(第13期）　決算公告

東京都千代田区九段北3-2-11

住友不動産九段北ビル7F

株式会社宅建ファミリー共済

代表取締役　笠間雅夫

貸借対照表（令和2年3月31日現在）

[単位:千円]

資　産　の　部 負　債　の　部

科　　目 金　　額 科　　目 金　　額

現金及び預貯金 1,843,503 保険契約準備金 704,454

現金 － 支払備金 38,618

預貯金 1,843,503 責任準備金 665,836

有価証券 － 代理店借 7,822

国債 － 再保険借 1,231,742

地方債 － 短期社債 － 

その他の証券 － 社債 － 

有形固定資産 2,232 新株予約権付社債 － 

土地 － その他負債 169,497

建物 919 借入金 － 

リース資産 － 未払法人税等 34,828

建設仮勘定 － 未払金 109,783

その他の有形固定資産 1,313 未払費用 10,443

無形固定資産 66,383 前受収益 － 

ソフトウェア 65,734 預り金 2,700

のれん － リース債務 － 

リース資産 － 資産除去債務 － 

その他の無形固定資産 649 仮受金 168

代理店貸 117,522 関係会社未払金 10,000

再保険貸 1,142,970 関係会社借入金 － 

その他資産 271,513 その他の負債 1,573

未収金 178,193 退職給付引当金 33,385

未収保険料 － 役員退職慰労引当金 74,646

前払費用 － 賞与引当金 23,016

未収収益 10 価格変動準備金 － 

預託金 81,208 繰延税金負債 － 

仮払金 2,640

関係会社未収入金 4,618

関係会社貸付金 － 負債の部　合計 2,244,564

その他の資産 4,843 純　資　産　の　部

前払年金費用 － 資本金 100,000

繰延税金資産 58,015 新株式申込証拠金 － 

供託金 32,000 資本剰余金 － 

貸倒引当金 Δ538 資本準備金 － 

その他資本剰余金 － 

利益剰余金 1,189,038

利益準備金 100,000

その他利益剰余金 1,089,038

  繰越利益剰余金 1,089,038

自己株式 － 

自己株式申込証拠金 － 

株主資本合計 1,289,038

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 － 

純資産の部　合計 1,289,038

資産の部　合計 3,533,602 負債･純資産の部　合計 3,533,602



（貸借対照表注記） 

 

1 有形固定資産の減価償却は、定率法により行っております。 

2 貸倒引当金の計上方法 

貸倒引当金は、法定繰入率により計上するほか、個別の債権の回収可能性を勘案し計上して

おります。 

3 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。 

4 役員退職慰労引当金は、役員の退職給付に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要

支給額を計上しております。 

5 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。 

6 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、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。 

7 消費税等の会計処理は、税込方式によっております。 

8 有形固定資産の減価償却累計額は、41,866千円であります。 

9 繰延税金資産の総額は、58,015 千円であります。発生の主な原因別内訳は、退職給付引当金

および役員退職慰労引当金 31,790 千円、責任準備金 13,199 千円、賞与引当金 6,773 千円で

あります。 

10 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）                  386,529千円 

同上にかかる出再支払備金                     347,910千円 

差引                                38,618千円 
 

11 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（出再責任準備金控除前）              5,268,968千円 

同上にかかる出再責任準備金                   4,749,448千円 

差額（イ）                                 519,520千円 

その他の責任準備金（ロ）                      146,315千円 

計（イ＋ロ）                            665,836千円 
 

12 1株当たり純資産額は、644,519円 01銭であります。 

13 金額は、記載単位未満を切り捨てて表示しております。 



損益計算書
（自　平成31年4月1日　　至　令和2年3月31日）

[単位:千円]

科　　　目 金　　　額

経常収益 9,691,501 

保険料等収入 9,663,179 

保険料 5,009,042 

再保険収入 4,654,137 

回収再保険金 1,375,025 

再保険手数料 2,981,036 

再保険返戻金 298,075 

その他再保険収入 －  

資産運用収益 50 

利息及び配当金等収入 50 

その他運用収益 －  

その他経常収益 28,271 

経常費用 9,457,442 

保険金等支払金 6,388,445 

保険金等 1,545,650 

解約返戻金等 321,258 

契約者配当金 －  

再保険料 4,521,536 

責任準備金等繰入額 33,109 

支払備金繰入額 169 

責任準備金繰入額 32,940 

資産運用費用 －  

事業費 3,035,840 

営業費及び一般管理費 2,962,380 

税金 36,580 

減価償却費 29,405 

退職給付引当金繰入額 7,474 

その他経常費用 45 

経常利益 234,059 

特別利益 －  

負ののれん発生益 －  

特別損失 －  

固定資産処分損 －  

価格変動準備金繰入額 －  

その他特別損失 －  

契約者配当準備金繰入額 －  

税引前当期純利益 234,059 

法人税及び住民税 70,361 

法人税等調整額 Δ5,915 

法人税等合計 64,446 

当期純利益 169,613 



（損益計算書注記） 

 

1 以下の収益及び費用に関する金額 

（1）正味収入保険料（保険料、再保険返戻金及びその他再保険収入の合計額から再保険料及び解約

返戻金等の合計額を控除した金額）は、464,322千円です。 

（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、170,624千円です。 

（3）支払備金繰入額の計算上、差し引かれた出再支払備金戻入額は、1,625千円です。 

（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は、173,484千円です。 

（5）利息及び配当金収入の資産源泉別内訳は、すべて預金であります。 

2 1株当たり当期純利益は、84,806円 56銭であります。 

3 退職給付引当金繰入額には、役員退職慰労引当金繰入額を含んでおります。 

4 関連当事者との取引において、注記すべき重要なものはありません。 

5 金額は、記載単位未満を切り捨てて表示しております。 

 


