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平成 22 年３月期 決算短信 

平成 22 年５月 10 日 

上 場 会 社 名        アニコム ホールディングス株式会社            上場取引所 東証マザーズ 
コ ー ド 番 号         8715                         ＵＲＬ  http://www.anicom.co.jp/    
代  表  者 (役職名)代表取締役社長   (氏名)小森 伸昭 
問合せ先責任者 (役職名)取締役経営企画部長 (氏名)江口 耕三       ＴＥＬ( 03 ) 5348 －3911     
定時株主総会開催予定日  平成 22 年６月 28 日              配当支払開始予定日 ― 
有価証券報告書提出予定日 平成 22 年６月 28 日 
 

(注)金額は記載単位未満を切り捨てており、諸比率は四捨五入によって表示しております。 

１．平成 22 年３月期の連結業績(平成 21 年４月１日～平成 22 年３月 31 日) 
(１)連結経営成績                               (％表示は対前期増減率) 
 経常収益 経常利益 当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円  ％

22 年３月期 9,215 △14.7 291 ― 346 ―

21 年３月期 10,799 48.6 △66 ― △141 ―
 

 
１株当たり 

当期純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益

自己資本 

当期純利益率

総資産 

経常利益率 

経常収益 

経常利益率 

  円銭  円銭 ％ ％ ％

22 年３月期 107.08 92.94 6.7 2.9 3.2

21 年３月期 △13,319.15 ― △3.4 △0.8 △0.6

(参考) 持分法投資損益       22 年３月期   ― 百万円  21 年３月期 ― 百万円 
 
(２)連結財政状態 

 総 資 産      純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産

 百万円 百万円 ％ 円銭

22 年３月期  11,594 6,129 52.9 1,512.00

21 年３月期   8,684 4,181 47.6 261,030.66

(参考) 自己資本             22 年３月期   6,129 百万円  21 年３月期 4,135 百万円 
 
(３)連結キャッシュ・フローの状況 

 営業活動による 
キャッシュ・フロー

投資活動による 
キャッシュ・フロー

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
期末残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円

22 年３月期   1,608 △2,875 1,590 784

21 年３月期 737 △1,366 △5 481

 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

第１ 
四半期末 

第２ 
四半期末 

第３ 
四半期末

期末 年間 

配当金総額
(年間) 

配当性向 
(連結) 

純資産 
配当率 
(連結) 

  円銭  円銭  円銭  円銭  円銭 百万円 ％ ％

21 年 3 月期 
22 年 3 月期 

― 
― 

0.0 
0.0 

―
―

0.0
0.0

0.0
0.0

―
―

0.0 
0.0 

―
―

23 年 3 月期 
(予想) 

― 0.0 ― 0.0 0.0  0.0  

 
３．平成 23 年３月期の連結業績予想(平成 22 年４月１日～平成 23 年３月 31 日) 

(％表示は通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率) 
 経常収益 経常利益 当期純利益 1株当たり 

当期純利益 
 百万円  ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円銭 

第２四半期 
連結累計期間 5,024 15.4 49 △55.6 86 △24.1 21.42 

通    期 10,537 14.3 460 57.8 534 54.6 131.95 
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４．その他 
(１) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)  無 

 
(２) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更(連結財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項の変更に記載されるもの) 
① 会計基準等の改正に伴う変更  無 
② ①以外の変更   無 

 
(３) 発行済株式数(普通株式) 

①期末発行済株式数(自己株式を含む) 22 年３月期 4,054,200 株  21 年３月期 15,843 株 
②期末自己株式数  22 年３月期       ― 株  21 年３月期    ― 株 
(注)１株当たり当期純利益(連結)の算定の基礎となる株式数については、27 ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。 
 
(参考)個別業績の概要 
 

１.22 年３月期の個別業績(平成 21 年４月１日～平成 22 年３月 31 日) 
(１)個別経営成績                          (％表示は対前期増減率) 
 営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円

％

％

22年3月期 
21年 3月期 

534
352

51.5 
△28.8 

129
△8

 －
－

104
△0

－ 
－ 

113 
7 

－
△59.1

 
 １株当たり 

当期純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益        

 円銭 円銭

22 年 3 月期 
21 年 3 月期 

35.04 
751.83 

30.41
        ―     

(２)個別財政状態 

 総 資 産      純 資 産      自己資本比率 １株当たり純資産

 百万円 百万円 ％ 円銭

22 年 3 月期 
21 年 3 月期 

7,641 
5,912 

7,607
5,872

99.6 
99.3 

1,876.53
 370,697.18

(参考) 自己資本       22 年 3 月期 7,607 百万円  21 年 3 月期 5,872 百万円 
  

２．平成 23 年３月期の個別業績予想(平成 22 年４月１日～平成 23 年３月 31 日) 
(％表示は通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率) 

 営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益 1株当たり
当期純利益

 百万円  ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円銭
第２四半期 
累計期間 

277 19.5 69 55.8 70 55.8 79 75.4 19.73

通    期 541 1.4 143 10.2 144 37.9 163 44.2 40.28

 
※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的
であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があ
ります。なお、業績予想の前提となる仮定及び業績予想に関する注意事項等につきましては、３ページ「経
営成績(１)経営成績に関する分析」をご参照ください。 
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１．経営成績 

(１)経営成績に関する分析 

 ①当連結会計年度の経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益や設備投資等の一部に下げ止まりの動きが見られたものの、雇用

環境の悪化に伴う個人消費の低迷が続くなど、総じて厳しい状況で推移いたしました。 

このような状況の中、当社グループの中核子会社であるアニコム損害保険株式会社は、本格的に損害保険業(ペット

保険)を開始してから２年目の事業年度を迎え、保険募集の主力チャネルとなるペットショップ代理店網の拡充を図り、

新規契約の安定した獲得に向けた基盤作りに注力してまいりました。さらに、金融機関代理店やカーディーラー代理

店網のさらなる拡充を図るとともに、企業内保険代理店との提携を進めるなど、募集チャネルの拡大と募集力の強化

に努めました。また、保有契約の継続率向上に向けた各種の施策を実施した結果、継続率は上昇基調で推移いたしま

した。一方、保険金請求の利便性向上に向けた取り組みとして、提携医療機関網の拡充に努めたところ、対応動物病

院数は 4,600 病院を超えるに至りました。 

以上の施策等を行った結果、当社グループにおける連結成績は次のとおりとなりました。 

保険引受収益 9,003 百万円、資産運用収益 71 百万円などを合計した経常収益は、9,215 百万円(前連結会計年度比

14.7%減)となりました。一方、保険引受費用 5,540 百万円、営業費及び一般管理費 3,072 百万円等を合計した経常費

用は 8,924 百万円(前連結会計年度比 17.9%減)となり、経常利益は 291 百万円(前連結会計年度は 66 百万円の経常損

失)となりました。これに、特別損失、法人税及び住民税等などを加減した当期純利益は 346 百万円(前連結会計年度

は 141 百万円の当期純損失)となりました。 

なお、当社は本年３月３日に東京証券取引所マザーズに上場いたしました。これを機に、私どもアニコムグループ

は、経営基盤の一層の強化と経営の効率化、コンプライアンスの推進を図るとともに、認知度の向上と募集チャネル

のさらなる拡大に努め、ペット保険市場の創造に向けて邁進する所存であります。 

 

 ②次連結会計年度の業績予想 

  次連結会計年度の業績予想につきましては、経常収益10,537百万円、経常利益460百万円、当期純利益534百万円を

見込んでおります。これら業績予想の前提となる見通しは、ペット保険におけるこれまでの動向、今後のさらなる普

及、拡販へ向けた取り組みなどを勘案した予測に基づいております。 

  資産運用に係る見通しは、市場金利、株式相場、為替レート等いずれも平成22年３月末の水準で推移するものと仮定

しております。 

  なお、業績予想は上記の前提条件に基づいておりますが、実際の業績は見通しと大きく異なる可能性があります。そ

の要因の主なものは「(４)事業等のリスク」に記載しておりますので、ご参照ください。 

 

(２)財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度に比べ 2,909 百万円増加して 11,594 百万円となりました。その主

な要因は、現金及び預貯金の増加 1,051 百万円及び有価証券の増加 1,839 百万円であります。 

負債の部は前連結会計年度に比べ 961 百万円増加して、5,464 百万円となりました。なお、金融機関等からの借入

金はありません。 

純資産の部は、前連結会計年度に比べて 1,948 百万円増加して 6,129 百万円となりました。その主な要因は本年 3

月の上場時の資金調達 1,621 百万円及び当期純利益 346 百万円の計上によるものであります。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

営業活動によるキャッシュ・フローは、保険料収入などにより、前連結会計年度に比べ 871 百万円増加し、1,608

百万円の収入となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得、定期預金の設定などにより、前連結会計年度に比べ 1,508

百万円支出が増加し、2,875 百万円の支出となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、上場時の新株の発行などにより、前連結会計年度に比べ 1,595 百万円増加

し、1,590 百万円の収入となりました。 

これらの結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より 303 百万円増加し、784

百万円となりました。なお、資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、要求払預金からなっており、日々の支払必要

額の予期せぬ変動に備えております。 
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(３)利益配分に関する基本方針及び当期･次期の配当  

利益配分につきましては、株主に対する利益還元を経営戦略上の重要要素としつつ、グループの中核事業である

保険事業の健全な運営と今後の事業拡大に必要な内部留保の充実に努めていくことを基本方針としております。内

部留保資金につきましては、経営基盤の安定に資する一方、今後の更なる業績の向上と事業展開に有効に活用して

まいりたいと考えております。 

なお、当社及び当社グループは保険業の経営基盤を確立させる事業フェーズにあり、配当可能利益の蓄積が進んで

いないことから未だ配当を実施しておりません。今後につきましては、経営基盤の充実及び事業拡大に向けての内部

留保の充実を図りつつ、収益やキャッシュ・フローの状況を勘案しながら、株主への利益配当を検討してまいります。 

 

(４)事業等のリスク  

当社及び当社グループの事業その他に関するリスクについて、投資家の判断に重要な影響を与える可能性がある

と考えられる主な事項及び当社グループの事業活動を理解する上で重要と考えられる事項を以下に記載しておりま

す。これらのリスクを認識した上で、事態の発生の回避及び発生した場合の対応に努める所存であります。  

 なお、文中における将来に関する事項は、本決算短信の発表日現在において判断したものであります。 

 

①損害保険事業に係る法的リスク  

(a)保険業法等に係る法的リスク 

 当社グループの中核となる事業は、保険業法第３条の規定に基づき損害保険業の免許を取得したアニコム損

害保険株式会社が行う損害保険事業(ペット保険)であります。損害保険業の免許は無期限でありますが、同社

が次のいずれかに該当することとなったときは、保険業法第 133 条及び第 134 条の規定に基づき業務の停止ま

たは免許の取り消しを命じられる可能性があります。 

 

・ 法令、法令に基づく内閣総理大臣の処分または定款、事業方法書、普通保険約款、保険料及び責任準備金

の算出方法書に定めた事項のうち特に重要なものに違反したとき。 

・ 当該免許に付された条件に違反したとき。 

・ 公益を害する行為をしたとき。 

・ 保険会社の財産の状況が著しく悪化し、保険業を継続することが保険契約者等の保護の見地から適当でな

いと認めるとき。なお、ソルベンシー・マージン比率が基準値より低下し、金融庁から早期是正措置が発

動された場合には、経営の健全性を確保するための改善計画の提出、または期限を付した業務の全部また

は一部の停止を命じられる可能性があります。 

 

現時点において当社グループでは、これらの事由に該当する事実は無いと認識しておりますが、将来、何ら

かの理由により当社グループに免許の取消し命令または業務停止命令等があった場合には、当社グループの中

核となる事業活動に支障を来たすと共に、業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

 当社グループでは、内部管理体制、従業員教育、募集コンプライアンスを確保するための代理店教育等の更

なる強化を実施しておりますが、法令違反が発生した場合、金融庁による行政処分に直結する可能性が高く、

社会的信用の低下により、当社グループの財政状態や業績に悪影響を与える可能性があります。 

なお、当社はアニコム損害保険株式会社の経営管理を行うために、保険業法第 271 条の 18 第１項に基づき、

保険持株会社の認可を取得しておりますが、当社が法令、定款もしくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違

反したとき、または公益を害する行為をしたときは、保険業法第 271 条の 30 の規定に基づき、その認可が取り

消される、または子会社である保険会社に対してその業務の全部もしくは一部の停止を命ぜられる可能性があ

ります。現時点において当社では、これらの事由に該当する事実は無いと認識しておりますが、将来、何らか

の理由により保険持株会社に係る認可の取り消しまたは保険会社に対して業務停止命令等があった場合には、

当社グループの中核となる事業活動に支障を来たすと共に、業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

 

(b)規制変更のリスク  

 アニコム損害保険株式会社が行う損害保険事業(ペット保険)は、保険業法や金融商品取引法その他関連規制

により金融庁の監督を受けております。こうした規制の新設や変更があった場合、その内容によっては、収入

の減少や、準備金の積み増し等で費用が増加し、当社グループの財政状態や業績に影響を与える可能性があり

ます。 
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②当社グループの損害保険事業(ペット保険)に係るリスク  

(a)保険引受リスク 

  アニコム損害保険株式会社が行う損害保険事業(ペット保険)において、保険約款に不備があり同社が意図し

ていない事故または損害を担保すること、システム･人為的な誤りにより規程に適合した適切な責任準備金及び

支払備金の積立てが行われないこと等により、安定的な保険契約の引受ができなくなった場合、経営の健全性

が維持できず、当社グループの財政状態や業績に影響を与える可能性があります。 

 

(b)損害率の上昇リスク  

 アニコム損害保険株式会社が行う損害保険事業(ペット保険)において、伝染病等(ペットを発生源とした新型

インフルエンザのような伝染病を含みます)によるペットの疾病率の増加や、ペットの医療費水準の上昇等によ

り、損害率が上昇した場合、費用負担の拡大等によって収益力の低下につながり、当社グループの財政状態や

業績に影響を与える可能性があります。 

 

(c)保険金支払リスク 

  損害保険業界全体が「不払い問題」を再発させないように対策を強化し続けている中で、アニコム損害保険

株式会社においても、「不払い問題」の発生を防止するべく努力を続けております。同社が行う損害保険事業(ペ

ット保険)において、保険金請求の受付から保険金の支払いに至るまでに、規程の適用誤りや約款違反等により、

保険金の不払や支払漏れが発生した場合、当社グループのイメージダウンは大きく、金融庁による行政処分の

如何に関らず、当社グループの財政状態や業績に影響を与える可能性があります。 

 

(d)競争激化リスク  

 アニコム損害保険株式会社が行う損害保険事業(ペット保険)において、今後、既存の同業他社の規模拡大、

異業種や大手損保等の参入により、商品・サービスの競争が激化した場合、新規あるいは継続契約件数の減少、

契約単価の下落による保険料収入の縮小、代理店手数料支出の増加等によって当社グループの財政状態や業績

は影響を受ける可能性があります。  

  

(e)代理店チャネルの動向に関するリスク 

 当社グループにおける損害保険事業(ペット保険)の代理店チャネルは「ペットショップ代理店チャネル」と

「一般代理店チャネル」であります。当社グループにおきましては、今後も新規代理店開拓に注力してまいり

ますが、既存チャネルとの契約が維持できない場合や、想定通りに新規開拓が図られなかった場合には、当社

グループの財政状況や業績は影響を受ける可能性があります。 

  

(f)対応動物病院施策に関するリスク 

 当社グループにおける損害保険事業(ペット保険)の対応病院数は当連結会計年度末現在 4,621 病院であり、

今後も新規対応病院開拓に注力してまいりますが、対応病院数が減少したり、あるいは想定通りに新規開拓が

図られなかった場合、当社グループの財政状態や業績は影響を受ける可能性があります。 

 

③当社グループの事業に係るその他リスク  

(a)損害保険事業(ペット保険)への依存についてのリスク  

当社グループの中核事業は、アニコム損害保険株式会社における損害保険事業(ペット保険)であります。現

状、当事業によるものが収入の大半を占めているため、当社グループにおいて、損害保険事業(ペット保険)の

成長が実現できなかった場合、また、ペット関連市場における新たな事業創出が順調に進まなかった場合、当

社グループの財政状態や業績に影響を与える可能性があります。  

 

 (b)資産運用リスク 

当社グループは、資産運用について、金利・株式などの市場変動に関する情報を適時収集し、ポートフォリ

オの時価を適切に把握することにより、ポートフォリオの時価が下落するリスクに対してコントロールすべく

対策を講じております。しかしながら、今後与信業務や不動産投資等、資産運用の幅が広がる場合も含め、保

有資産の時価が大幅に低下した場合、当社グループの財政状態や業績に影響を与える可能性があります。 
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   (c)流動性リスク 

当社グループは、適切な資金ポジションの把握による資金繰り管理の体制を構築しております。しかしなが

ら、資金繰り管理に不測の事態が生じたり、市場の混乱等により市場における取引の不成立、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等に起因して損失を被った場合、流動性に関する問題を発生させ、

当社グループの財政状態や業績に影響を与える可能性があります。 

 

   (d)事務リスク 

当社グループは、当社グループの社員・外部委託先業者・損害保険事業における保険代理店等の事務ミスや

不適正な事務処理により、当社グループが損失を被るリスクをコントロールするべく内部管理体制を構築して

おります。しかしながら、不正行為を含め、事務リスクに関する問題を発生させるようなことがあった場合、

当社グループの財政状態や業績に影響を与える可能性があります。 

 

   (e)労務リスク 

当社グループは、労働基準法をはじめとした労働関連諸法令違反に起因して、訴訟が発生したり、当社グル

ープ社員が心身の健康を損なうようなリスクに対しては、労務管理体制の強化を図るとともに、社員教育の充

実を図ること等により、労務リスクの低減に努めております。しかしながら、当社グループ社員の不祥事や問

題行動、人材流出等も含め、労務リスクにつながる問題が発生するようなことがあった場合、当社グループの

財政状態や業績に影響を与える可能性があります。 

 

(f)風説・風評リスク  

当社グループやペット保険に対する風説・風評のマスコミ報道及びインターネット上の掲示板への書き込み

等、当社グループにとって事実と異なる不利益な情報が流布、拡散した場合には、契約者をはじめ代理店や動

物病院等のお客様が当社グループについて事実と異なる理解、認識をされる可能性があります。当社グループ

は、こうした風説・風評の早期発見に努めるとともに、その影響度・拡散度等の観点から適時かつ適切に対応

することで、影響の極小化を図るよう努めております。しかし、悪質な風説・風評が拡散した場合、当社グル

ープの財政状態や営業活動に影響を及ぼす可能性があります。   

   

(g)情報セキュリティに関するリスク 

当社グループは、保険事業における契約者情報をはじめ、代理店や動物病院情報等、多数のお客様情報を取

り扱っております。これらの情報に関しては、当社グループ各社において情報管理体制を整備し厳重に管理し

ておりますが、何らかの原因により情報漏えい事故が発生した場合、社会的信用やブランドイメージの低下、

発生した損害に対する賠償金の支払い等により、当社グループの財政状態や業績に影響を与える可能性があり

ます。  

 

(h)システム障害リスク  

当社グループは、情報システムの停止・誤作動、ネットワークセキュリティ対策の不備等による外部からの

不正アクセス、情報システムの開発・運用に係る不備等によるシステム障害の発生を回避する対策を講じてお

ります。またシステム障害が発生した場合のコンティンジェンシープラン等を作成し、業務を継続的に運営で

きる体制を整備しております。しかしながら予期せぬ新たなシステム障害がおこった場合、当社グループは社

会的信用を失墜し、事業活動や業績に影響を与える可能性があります。 

  

(i)災害・事故・犯罪に関するリスク  

当社グループは、災害・事故・犯罪に起因して、当社グループ及び当社グループの業務と密接な関連を有す

る者が、その生命・身体・資産・信用・業務遂行能力に被害を受ける場合に備え、危機管理方針や災害対策マ

ニュアル等を作成し、業務を継続的に運営できる体制を整備しております。しかしながら、日本は、地震、台

風、豪雨、噴火といった自然災害の影響を受けやすい環境にあり、重大な自然災害が発生した場合、円滑な業

務運営が阻害されることなどにより当社グループの財務状態や業績に影響を与える可能性があります。 

  

(j)繰越欠損金に関するリスク  

当社グループでは、現在のところ税務上の繰越欠損金が存在しております。税務上認められる期限までに繰

越欠損が解消されず、繰越欠損金による課税所得の控除が受けられなくなった場合には、当期純利益または当

期純損失及びキャッシュ・フローに影響を与える可能性があります。 
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２．企業集団の状況 

当社グループは、保険持株会社である当社及び 100％子会社であるアニコム損害保険株式会社、アニコム パフ

ェ株式会社、アニコム フロンティア株式会社の３社により構成されております。  

当社は、経営管理及びそれに附帯する業務を行う持株会社として、各事業会社の経営状況を把握し、グループ

のリスク管理、コンプライアンスの強化に努めるとともに、グループとしての事業戦略の策定、グループ間にお

けるシナジー発揮の促進等を業としております。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．経営方針 

(１)会社の経営の基本方針 

ペット保険を中核事業とする当社グループは、「家族の一員であるペットにも安心して医療をうけることができる

環境を整え、すべてのどうぶつの幸せと、あんしんを創造すること」を目指し、「ペット保険市場の創造」という高

い志を持ちつつ、連結ベースでの企業価値向上と、持続的な成長を具現化してまいります。さらに、当社グループ

では、中期の経営 VISION として「徹底した顧客視点から、商品・サービスの品質向上を図り、慣性を超える成長を

続けるペット保険グループ」を掲げています。 

 

○顧客視点 

常に顧客視点を持ち続け、One to One のサービス提供と対応を徹底します。さらに、ペットの疾病・事故の予

防を促進する情報等を提供することで、「涙を減らす」取り組みを推進します。 

 

○商品・サービスの品質向上 

商品・サービス品質とは、「わかりやすさ」「使いやすさ」「触りやすさ」「温かさ」そして「正しさ」であるこ

とを十分に認識し、持続的な品質の磨き込みに取組みます。 

 

○慣性を超える成長 

ペット保険市場の創造に向けて年率 10％以上の成長を目指し、日々の改善を地道に積み重ねる組織風土を築き

ます。 

 

(２)目標とする経営指標 

当社グループでは、ペット保険市場の持続的な創造が企業価値の向上につながると認識しております。そのための

経営指標として「成長性」を重要な経営上の指標としており、連結経常収益について前期比 10％以上増を目標とし

てまいります。 

 

アニコム ホールディングス株式会社 

(保険持株会社) 

アニコム パフェ株式会社 

動物病院支援事業 

出版事業 

アニコム損害保険株式会社 

損害保険事業(ペット保険) 

アニコム フロンティア株式会社

特定保険業事務受託 

保険代理店事業 
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(３)中長期的な会社の経営戦略 

当社グループが持続的な成長を具現化するには、多様化する顧客ニーズを捉えた「保険商品・サービス」を常に提

供するとともに、「代理店網の拡充」を加速させ、「利便性の高い、使える保険」としての認知度を向上させていく

必要があります。そのために、以下の３つを経営戦略の主軸に据え、成長に向けてグループ一丸となり取組む方針

です。 

 

○保険商品・サービス拡大 

ペット保険市場の拡大、獣医療の高度化、ペットの高齢化等にともない、ペット保険に対するニーズが多様化し

ています。顧客ニーズを捉えた商品・サービスの提供スピードを高めることで、更なる顧客獲得を図ります。 

 

○販売代理店網の拡充 

主力となるペットショップ代理店網の拡充を図るとともに、金融機関、カーディーラー、流通・小売業者等の新

規代理店網の開拓を加速させることで、顧客へのアプローチ頻度を高め、顧客獲得を促進します。 

 

○「利便性の高い、使える保険」としての認知度を向上 

当社グループのペット保険は、どうぶつ健康保険制度として利便性が高く、使える保険であることに大きな特徴

があります。積極的な広報と的確な宣伝広告等を通じて、ペットの飼い主様における認知度を高めることで、市

場ニーズの一層の喚起を図ります。 

 

(４)対処すべき課題 

これまで当社グループは、創業以来、わが国におけるペット保険市場の創造に努めてまいりましたが、ペット保険

の先進国である英国等と比較すると、認知度・加入割合は依然として低く、成長途上の市場であります。人間の健康

保険制度が社会的なインフラとして確立されておりますわが国において、診療費から保険金を差し引いて支払手続き

が完結する当社グループのペット保険が、いわば、どうぶつ健康保険制度として社会に広く認知・活用されるよう、

今後とも取り組んでまいる所存です。そのため、対処すべき課題として以下を認識しております。  

 

①ペット保険代理店網の拡充 

 ペットの販売と同時に保険契約ができるペットショップ代理店網のさらなる拡充を図るほか、新たなチャネル

の開拓と確立が必要であると認識しており、地銀、信用金庫を中心としたエリア特化の金融機関代理店網の構築

や、企業内保険代理店との提携による職域への展開、他の生損保会社との業務提携を視野に入れた大規模な販売

チャネルの拡充に取り組んでまいります。  

 

②代理店における契約獲得件数の向上  

 ペットショップ代理店においては、商品内容をより深く理解するための商品研究会や、保険募集人の保険販売ス

キルを強化することを目的とした販売講習会等を実施し、さらに、保険募集人のモチベーションを向上させるポイ

ントプログラム等の施策を講じることで、契約獲得件数の増加を図ってまいります。一般代理店におきましては、

ペット保険の必要性をわかりやすく説明するセールス・トークの強化や、補償内容やメリット、請求方法の説明が

行いやすい商品パンフレットの提供等を通じて、契約獲得件数の増加につなげる所存であります。  

 

③ペット保険の認知度向上  

ペット保険の認知度は、年々向上しつつあると認識しておりますが、その具体的な補償内容や、必要性・利便性

等は十分に認識されておらず、契約者へのアンケート結果や保険金支払い実績を分析した「ニュースリリース」の

配信、イベントの実施等の積極的なグループの広報活動を通じて、ペット保険の認知度を向上させる施策を幅広く

実行してまいります。  

 

④業務効率の継続的改善  

ペット保険は、他の損害保険と比べて保険金請求頻度が高いため、請求内容の調査と保険金支払いに係る業務効

率の向上が必須であると認識しており、業務システムの不断の改善と業務担当者への教育・研修を通じた効率化を

進めております。また契約者自身が WEB を通じて異動情報を入力する顧客 WEB(契約者個人専用の WEB サイト)の機

能の拡充等を通じて、業務の継続的改善を推進してまいります。  
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⑤既存契約の継続率の維持・向上  

    契約者満足度の向上を目的として、健康・しつけ相談サービスの無償提供や、契約者の口コミや情報交換が WEB

で行えるコミュニケーションサービス(どうぶつと、もっと家族になる情報交換サイト「しっぽの学校」)を運営

しております。また、顧客 WEB(契約者個人専用の WEB サイト)を通じた個人の契約状況等、情報の適時公開等によ

り、継続率の維持と、さらなる向上に取り組みます。  

 

⑥財務基盤の強化  

    事業拡大に伴い、アニコム損害保険株式会社の適切なソルベンシー・マージンを確保すべく、資本の充実が求

められます。保険契約の増加に合わせ、ソルベンシー・マージン比率算出における保険リスクも増加することか

ら、事業拡大期においては、ソルベンシー・マージン比率は伸び悩む傾向になることも考えられます。本年３月

の上場時の資金調達によりアニコム損害保険株式会社の増資を実施しておりますが、今後とも財務基盤の強化に

努力してまいる所存です。 

 

⑦ペット関連ビジネス市場における新規事業の立ち上げ  

当社グループはペット保険単種目の収益に大きく依存しております。集中化・差別化戦略の徹底が求められる一

方で、市場の変化、法改正等の外部環境の変化による影響を受けることも想定されるため、事業分野の拡充を具現

化し、新たな収益源の確保が課題であると認識しております。これらの状況に対応するため、動物病院支援事業の

拡大と共に、動物に対する健康診断サービスなど、ペット保険とのシナジーを発揮できる新規事業の立ち上げに取

組んでまいります。  

 

⑧経常利益及び当期純利益の確保 

    当社グループにおいては、中核事業である損害保険事業(ペット保険)における収益基盤を強化することにより、

着実に連結ベースでの経常利益及び当期純利益を確保していくことが、必須であると認識しております。そのため

に、同事業における営業活動を強化して収入保険料の拡大を図る一方、継続的に経費構造を見直すことで、利益の

確保に向けて取り組み、利益剰余金のマイナスを早期に解消したいと考えております。なお、当社単体の利益剰余

金については、アニコム損害保険株式会社をはじめとした事業子会社からの受取配当金等により早期にマイナスを

解消すべく、子会社の指導・支援に取り組んでまいります。 
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４．連結財務諸表 

(１)連結貸借対照表 

(単位：千円) 

前連結会計年度  当連結会計年度  
  

(平成 21 年３月 31 日) (平成 22 年３月 31 日) 

資産の部   

現金及び預貯金 601,290 1,652,332 

有価証券 5,722,961 7,562,803 

有形固定資産 ※１      97,914 ※１     107,112 

建物 39,387 42,953 

リース資産 815 6,504 

その他の有形固定資産 57,711 57,654 

無形固定資産 100,423 211,901 

ソフトウエア 93,751 111,957 

ソフトウエア仮勘定 ― 95,366 

リース資産 6,672 4,577 

その他資産 2,162,235 1,986,276 

未収金 280,734 374,311 

未収保険料 75,911 48,141 

保険業法第 113 条繰延資産 1,293,325 1,131,659 

創立費 2,406 ― 

開業費 384,250 281,783 

その他の資産 125,607 150,379 

繰延税金資産 ― 74,019 

資産の部合計 8,684,825 11,594,446 

負債の部   

保険契約準備金 3,729,539 4,625,785 

支払備金 523,077 500,287 

責任準備金 3,206,462 4,125,498 

その他負債 744,153 804,556 

前受収益 37,621 47,490 

未払金 361,745 326,116 

仮受金 262,029 344,258 

その他の負債 82,757 86,691 

賞与引当金 28,275 32,223 

特別法上の準備金 930 1,922 

価格変動準備金 930 1,922 

負債の部合計 4,502,899 5,464,488 

純資産の部   

株主資本   

  資本金 3,346,225 4,157,053 

  資本剰余金 3,236,125 4,046,953 

  利益剰余金 △2,444,463 △2,098,421 

株主資本合計 4,137,886 6,105,584 

評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 △2,377 24,373 

評価・換算差額等合計 △2,377 24,373 

少数株主持分 46,416 ― 

純資産の部合計 4,181,925 6,129,958 

負債及び純資産の部合計 8,684,825 11,594,446 
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(２)連結損益計算書 

(単位：千円) 

前連結会計年度 当連結会計年度 

(自 平成 20 年４月１日 (自 平成 21 年４月１日  

至 平成21年３月31日) 至 平成22年３月31日) 

経常収益 10,799,926 9,215,876 

保険引受収益 6,441,505 9,003,482 

正味収入保険料 6,441,505 8,980,692 

支払備金戻入額 ― 22,789 

資産運用収益 41,281 71,280 

利息及び配当金収入 40,380 71,238 

有価証券売却益 900 41 

その他経常収益 4,317,139 141,113 

その他の経常収益 ※１    4,317,139 141,113 

経常費用 10,866,384 8,924,226 

保険引受費用 5,616,415 5,540,611 

正味支払保険金 1,368,884 3,766,528 

損害調査費 ※３     203,409 ※３     316,871 

諸手数料及び集金費 ※３     314,581 ※３     538,176 

支払備金繰入額 523,077 ― 

責任準備金繰入額 3,206,462 919,035 

資産運用費用 66,300 ― 

 有価証券評価損 66,300 ― 

営業費及び一般管理費 ※３    3,639,867 ※３    3,072,388 

その他経常費用 2,432,436 311,225 

支払利息 241 165 

株式交付費 ― 28,196 

創立費償却 2,406 2,406 

開業費償却 102,466 102,466 

保険業法第 113 条繰延資産償却費 50,586 161,665 

その他の経常費用 ※２    2,276,734 16,324 

保険業法第 113 条繰延額 △888,633 ― 

経常利益又は経常損失(△) △66,458 291,650 

特別利益 14,626 ― 

保険解約益 13,167 ― 

貸倒引当金戻入額 1,458 ― 

特別損失 30,893 21,643 

固定資産処分損       3,864      12,551 

減損損失 ※４     26,455 ― 

特別法上の準備金繰入額 

価格変動準備金繰入額 

572 

572 

992 

992 

事務所移転費用 ― 8,100 

税金等調整前当期純利益又は 

税金等調整前当期純損失(△) 
△82,725 270,006 

法人税及び住民税等 12,400 11,819 

法人税等調整額 ― △87,855 

法人税等合計 12,400 △76,036 

少数株主利益 46,416 ― 

当期純利益又は当期純損失(△) △141,542 346,042 
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(３)連結株主資本等変動計算書 

(単位：千円) 

前連結会計年度 当連結会計年度 

(自 平成 20 年４月１日 (自 平成 21 年４月１日 

至 平成21年３月31日) 至 平成22年３月31日)

株主資本   

資本金   

  前期末残高 3,346,225 3,346,225 

 当期変動額   

新株の発行 ― 810,828 

当期変動額合計 ― 810,828 

当期末残高 3,346,225 4,157,053 

資本剰余金   

 前期末残高 3,236,125 3,236,125 

 当期変動額   

新株の発行 ― 810,828 

当期変動額合計 ― 810,828 

当期末残高 3,236,125 4,046,953 

利益剰余金   

 前期末残高 △2,302,921 △2,444,463 

 当期変動額   

当期純利益又は当期純損失(△) △141,542 346,042 

当期変動額合計 △141,542 346,042 

当期末残高 △2,444,463 △2,098,421 

株主資本合計   

 前期末残高 4,279,428 4,137,886 

 当期変動額   

新株の発行 ― 1,621,656 

当期純利益又は当期純損失(△) △141,542 346,042 

当期変動額合計 △141,542 1,967,698 

当期末残高 4,137,886 6,105,584 
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前連結会計年度 

(自 平成 20 年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成 21 年４月１日 

至 平成22年３月31日)

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

  前期末残高 4,611 △2,377 

 当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △6,989 26,750 

当期変動額合計 △6,989 26,750 

当期末残高 △2,377 24,373 

評価・換算差額等合計   

  前期末残高 4,611 △2,377 

 当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △6,989 26,750 

当期変動額合計 △6,989 26,750 

当期末残高 △2,377 24,373 

少数株主持分   

  前期末残高 ― 46,416 

  当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 46,416 △46,416 

当期変動額合計 46,416 △46,416 

当期末残高 46,416 ― 

純資産合計   

 前期末残高 4,284,040 4,181,925 

当期変動額   

新株の発行 ― 1,621,656

当期純利益又は当期純損失(△) △141,542 346,042 

株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 39,427 △19,665 

当期変動額合計 △102,114 1,948,032 

当期末残高 4,181,925 6,129,958 
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(４)連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円) 

  

前連結会計年度 

 (自 平成 20 年４月１日 

至 平成 21 年３月 31 日) 

当連結会計年度 

 (自 平成 21 年４月１日 

至 平成 22 年３月 31 日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー        

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前

当期純損失(△) 
  △82,725

 
270,006 

減価償却費   68,253  63,852 

支払備金の増減額(△は減少)   523,077  △22,789 

責任準備金の増減額(△は減少)   3,206,462  919,035 

貸倒引当金の増減額(△は減少)   △17,553  ― 

賞与引当金の増減額(△は減少)   7,217  4,165 

価格変動準備金の増減額(△は減少)   572  992 

利息及び配当金収入   △40,380  △71,238 

有価証券関係損益(△は益)   65,399  △41 

支払利息  241  165 

株式交付費  ―  28,196 

有形固定資産関係損益(△は益)   30,320  12,551 

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) 
  △341,096

 
214,017 

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) 
  △2,692,446

 
137,568 

小計   727,342  1,556,481 

利息及び配当金の受取額   22,996  61,712 

利息の支払額  △241  △165 

法人税等の支払額   △12,875  △9,573 

営業活動によるキャッシュ・フロー   737,222  1,608,454 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

預貯金の純増減額(△は増加) △120,000 △747,990

買入金銭債権の取得による支出 △997,847 ―

買入金銭債権の売却・償還による収入 1,500,000 ―

有価証券の取得による支出 △9,592,004 △3,605,748

有価証券の売却・償還による収入 7,911,936 1,600,000

資産運用活動計 △1,297,914 △2,753,739

営業活動及び資産運用活動計  △560,692 1,145,284

有形固定資産の取得による支出 △14,171 △42,436

その他 △54,544 △79,258

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,366,630 △2,875,434

財務活動によるキャッシュ・フロー 

株式の発行による収入 ― 1,593,648

リース債務の返済による支出 △5,480 △3,455

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,480 1,590,192

現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △634,888 323,213

現金及び現金同等物の期首残高 1,116,179 481,290

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 ― △20,178

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 481,290 ※１    784,325
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(５)継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(６)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

１．連結の範囲に関する事項 (１) 連結子会社の数  ４社 

すべての子会社を連結しておりま

す。 

連結子会社の名称  

アニコム損害保険株式会社 

アニコム パフェ株式会社 

アニコム フロンティア株式会社 

  anicom(動物健康促進クラブ) 

 

(１) 連結子会社の数  ３社 

連結子会社の名称  

アニコム損害保険株式会社 

アニコム パフェ株式会社 

アニコム フロンティア株式会社 

anicom(動物健康促進クラブ)について

は、平成21年４月２日に特定保険業を廃業

しており、重要性が著しく低下したため、

連結の範囲から除外しております。 

(２) 主要な非連結子会社の名称等 

非連結子会社は、anicom(動物健康促進

クラブ)であります。 

非連結子会社については、総資産、経常

収益、当期純損益(持分に見合う額)及び

利益剰余金等(持分に見合う額)の観点か

らみて、いずれも企業集団の財政状態及

び経営成績に関する合理的な判断を妨げ

ない程度に重要性が乏しいため、連結の

範囲から除外しております。 

２．持分法の適用に関する事

項 

該当ありません。 非連結子会社anicom(動物健康促進クラブ)

については、当期純損益及び利益剰余金等に

及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても

重要性が乏しいため、持分法を適用しており

ません。 
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項目 

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

３．会計処理基準に

関する事項 

 

 (１) その他連結財務諸表作成のための重

要な事項 

① anicom(動物健康促進クラブ)の会計

処理基準  

(イ) 共済掛金収入に関する計上基準 

・収益計上時期 

共済掛金収入は、契約に基づく給付

金の支払責任開始時に計上してお

ります。 

・収益計上区分 

共済掛金収入として連結損益計算

書の「その他の経常収益」に計上し

ております。 

(ロ) 共済支払給付金に関する計上基準 

・費用計上時期 

共済支払給付金は、支払時に計上し

ております。 

・費用計上区分 

共済支払給付金として連結損益計

算書の「その他の経常費用」に計上

しております。 

(ハ) 前受収益及び未払給付金に関する

計上基準 

前受収益 

・計上基準 

将来の給付金の支払に備えるため、

当期末における共済掛金収入のう

ち、翌期以降に係る支払責任期間に

対応する金額を「前受収益」として

計上しております。 

・損益計上区分 

前受収益が、前期末残高に比べ当期

末残高が多額の場合は前受収益繰

入額として、連結損益計算書の「そ

の他の経常費用」に計上しておりま

す。 

また、前期末残高に比べ当期末残高

が少額の場合は前受収益戻入額と

して連結損益計算書の「その他の経

常収益」に計上しております。 

 

 (１) その他連結財務諸表作成のための重

要な事項 
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項目 

前連結会計期間 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

  未払給付金 

・計上基準 

支払義務が発生した給付金のうち、

当社に支払事由の発生の報告がな

されたもので、支払が未了のものに

ついて「未払金」として計上してお

ります。 

また、当期末において未だ支払事由

の発生の報告を受けていないもの

で共済契約に規定する事由が既に

発生していたと認められるものに

ついては、その見積額を「未払金」

として計上しております。 

・損益計上区分 

未払給付金が、前期末残高に比べ当

期末残高が多額の場合は未払給付

金繰入額として、連結損益計算書

の「その他の経常費用」に計上し

ております。 

また、前期末残高に比べ当期末残

高が少額の場合は未払給付金戻入

額として連結損益計算書の「その

他の経常収益」に計上しておりま

す。 

(ニ) 法人税等 

anicom(動物健康促進クラブ)の法人

税等については提出会社に含めて申

告・納付しております。 

なお、anicom(動物健康促進クラブ)

の少数株主持分については会員の持分

であることから、法人税等調整額を認

識しておりません。 

 

 

なお、上記の連結の範囲に関する事項、持分法の適用に関する事項、及び anicom(動物健康促進クラブ)の会計処理基

準以外については、 近の有価証券届出書(平成 22 年１月 26 日提出)における記載から重要な変更がないため開示を省

略しております。 



アニコム ホールディングス株式会社(8715)平成 22 年３月期 決算短信 

 - 18 -

(７)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

(リース取引に関する会計基準の適用) 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、当連結会計年度より「リース取引に

関する会計基準」(企業会計基準第 13 号(平成５年６月

17 日(企業会計審議会第一部会)、 平成 19 年３月 30

日改正))及び「リース取引に関する会計基準の適用指

針」(企業会計基準適用指針第 16 号(平成６年１月 18

日(日本公認会計士協会 会計制度委員会)、 平成 19

年３月 30 日改正))を適用し、通常の売買取引に係る方

法に準じた会計処理によっております。なお、リース

取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイ

ナンス・リース取引については、前連結会計年度末に

おける未経過リース料期末残高相当額(利息相当額控

除後)を取得価額とし、期首に取得したものとしてリー

ス資産に計上する方法によっております。これに伴う

当連結会計年度の経常損失及び税金等調整前当期純損

失に与える影響は軽微であります。 

 

 

(８)連結財務諸表に関する注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

前連結会計年度 

(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成22年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は108,186千円であ

ります。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は114,383千円で

あります。 
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(連結損益計算書関係) 

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

※１ その他の経常収益の主な内訳は anicom(動物健康

促進クラブ)における次のものであります。 

共済掛金収入 1,445,260 千円 

前受収益戻入額 2,433,359 千円 

未払給付金戻入額 326,236 千円  

 

※２ その他の経常費用の主な内訳は anicom(動物健康

促進クラブ)における次のものであります。 

共済支払給付金 2,059,723 千円

代理所手数料 71,524 千円 

 

 

※３ 事業費の主な内訳は次のとおりであります。 

 

給与 1,324,973千円

通信費 253,918千円

外注委託費 787,270千円

支払手数料 186,298千円

   

なお、事業費は連結損益計算書における損害調査

費、営業費及び一般管理費並びに諸手数料及び集金

費の合計であります。 

※３ 事業費の主な内訳は次のとおりであります。 

 

給与 1,403,086千円

外注委託費 538,188千円

代理店手数料等 538,176千円

 

 

なお、事業費は連結損益計算書における損害調

査費、営業費及び一般管理費並びに諸手数料及び

集金費の合計であります。 

  

※４ 減損損失 

   当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産グループについて減損損失を計上しました。 

  (１)減損損失を認識した資産 

用途 種類 場所 

自社利用資産 工具、器具及び

備品並びにソ

フトウエア 

東京都新宿区 

(２)減損損失に至った経緯 

将来使用しないこととした特定保険業グループで

所有する資産について、減損損失を認識しておりま

す。 

(３)減損損失の金額 

種類 金額 

工具、器具及び備品 488 千円

ソフトウエア 25,967 千円

 計 26,455 千円

 

(４)資産のグルーピングの方法 

保険事業等の用に供している資産は、全体で 1つ

の資産グループとしております。ただし、特定保険

業については、独立した資産グループとしておりま

す。 

(５)回収可能価額の算定方法 

当社グループの回収可能価額は、正味売却価額よ

り算定しておりますが、当該資産についての正味売

却価額は、売却可能性が見込めないため零としてお

ります。 
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(連結株主資本等変動計算書関係) 

前連結会計年度(自 平成 20 年４月１日 至 平成 21 年３月 31 日) 

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 

 
前連結会計年度末

株式数(株) 

当連結会計年度増

加株式数(株) 

当連結会計年度減

少株式数(株) 

当連結会計年度末

株式数(株) 

発行済株式     

普通株式(注)１ 10,569 5,274 － 15,843 

優先株式(注)２ 5,274 － 5,274 － 

合計 15,843 5,274 5,274 15,843 

(注)１ 普通株式の発行済株式数の増加 5,274 株は、優先株式の普通株式への転換による増加であります。 

２ 優先株式の発行済株式数の減少 5,274 株は、優先株式の普通株式への転換による減少であります。 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権の

目的となる株

式の種類 
前連結会計

年度末 

当連結会計

年度増加 

当連結会計

年度減少 

当連結会

計年度末 

当連結会計

年度末残高 

(千円) 

提出会社 

(親会社) 

ストック・オプション

としての新株予約権 
－ － － － － － 

 合計 － － － － － － 

 

当連結会計年度(自 平成 21 年４月１日 至 平成 22 年３月 31 日) 

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 

 
前連結会計年度末

株式数(株) 

当連結会計年度増

加株式数(株) 

当連結会計年度減

少株式数(株) 

当連結会計年度末

株式数(株) 

発行済株式     

普通株式(注) 15,843 4,038,357 － 4,054,200 

合計 15,843 4,038,357 － 4,054,200 

(注) 普通株式の発行済株式総数の増加 4,038,357 株は、株式分割による新株の発行による増加 3,152,757 株、公募

による新株の発行による増加 750,000 株、第三者割当による新株の発行による増加 128,400 株、新株予約権の

権利行使による新株の発行による増加 7,200 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 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 

区分 新株予約権の内訳 
新株予約権の
目的となる株
式の種類 

前連結会計
年度末 

当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会
計年度末 

当連結会計
年度末残高 

(千円) 

提出会社 
(親会社) 

ストック・オプション
としての新株予約権 

－ － － － － － 

 合計 － － － － － － 
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

(平成21年３月31日現在) (平成22年３月31日現在)

 

現金及び預貯金 601,290千円

定期預金 △120,000千円

現金及び現金同等物 481,290千円

  

 

現金及び預貯金 1,652,332千円

定期預金 △868,007千円

現金及び現金同等物 784,325千円

  

２ 重要な非資金取引の内容 ２ 重要な非資金取引の内容 

当連結会計年度に新たに計上したファイナン

ス・リース取引に係る資産及び債務の額は、それぞ

れ12,968千円であります。 

 当連結会計年度に新たに計上したファイナンス・

リース取引に係る資産及び債務の額は、それぞれ

7,048千円であります。 

３ 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         同左 

 

(金融商品関係) 

当連結会計年度(自 平成 21 年４月１日 至 平成 22 年３月 31 日) 

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 

当社グループは、主として保険業を行っております。保険業においては、契約者からの保険料を、将来の保

険金支払に備えて運用しております。運用にあたっては、保険業法などの関連法規に則り、健全性・流動性に

留意しつつ安定的な資産運用収益を確保することを目標としており、高格付の国内債券など円金利資産を中心

とした資産運用を行っております。 

その他のグループ会社は、資産運用について公社債投信、短期的な預金等に限定しております。 

(２)金融商品の内容及びそのリスク 

当社グループが保有する金融資産は、主として現金及び預貯金、有価証券であり、発行体の信用リスク、

市場価格の変動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 

①信用リスクの管理 

有価証券の発行体の信用リスクに関しては、銘柄ごとの格付情報、財政状態や時価の把握を定期的に

行うことで管理しております。 

②市場リスクの管理(価格変動リスクの管理) 

有価証券のうち債券等については、定期的に時価や発行体の格付を把握し保有状況を継続的に見直し

ております。 

また有価証券のうち株式は、業務・資本提携を含む事業推進目的で保有しているものであり、取引先

の市場環境や財務状況などをモニタリングしております。 

これらの情報は経営企画部を通じ、取締役会において定期的に報告されております。 

(４)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が

含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に

よった場合、当該価額が異なることがあります。 
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２．金融商品の時価等に関する事項 

連結貸借対照表計上額、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、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表に含まれておりません((注)２ 参照)。 

 連結貸借対照表計上額 

(千円) 
時価(千円) 差額(千円) 

(1)現金及び預貯金 1,652,332 1,652,392 60

(2)有価証券 7,506,703 7,536,432 29,728

資産計 9,159,036 9,188,824 29,788

(注)１ 金融商品の時価の算定方法 

資産 

(１)現金及び預貯金 

満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 

満期のある預金については、個別の預金ごとに、新規に預金を行った場合に想定される預金金利で割り

引いた現在価値を算定しております。 

(２)有価証券 

これらの時価について、債券は取引の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。ま

た、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項(有価証券関係)をご参照ください。 

  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は、次のとおりであり、「(2)有価証券」には含

めておりません。 

・非上場株式(連結貸借対照表計上額 56,100 千円) 

上記金融商品は、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積もることができないこと

から時価開示の対象とはしておりません。 

 

３ 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 

 
１年以内 

(千円) 

１年超 

５年以内 

(千円) 

５年超 

10 年以内 

(千円) 

10 年超 

(千円) 

預貯金 1,652,092 ― ― ―

有価証券   

満期保有目的の債券    

  国債  ― 1,500,000 ― ―

  社債 ― 500,000 ― ―

その他有価証券のうち満期があるもの   

  国債  600,000 200,000 ― ―

  地方債  100,000 ― ― ―

  社債  1,200,000 800,000 1,200,000 ―

  外国証券  ― 300,000 ― ―

合計 3,552,092 3,300,000 1,200,000 ―

 

(追加情報) 

当連結会計年度より、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第 10 号 平成 20 年 3月 10 日)及び「金融商

品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 平成20年3月10日)を適用しております。 
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(有価証券関係) 

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で時価のあるもの 

前連結会計年度(平成21年３月31日) 当連結会計年度(平成22年３月31日)

種類 連結貸借対
照表計上額

(千円) 
時価(千円) 差額(千円)

連結貸借対
照表計上額

(千円) 
時価(千円) 差額(千円)

公社債 1,406,310 1,421,450 15,139 2,009,931 2,039,660 29,728時価が連結貸借対
照表計上額を超え
るもの 小計 1,406,310 1,421,450 15,139 2,009,931 2,039,660 29,728

公社債 1,308,540 1,299,180 △9,360 － － －時価が連結貸借対
照表計上額を超え
ないもの 小計 1,308,540 1,299,180 △9,360 － － －

合計 2,714,850 2,720,630 5,779 2,009,931 2,039,660 29,728

 

３．その他有価証券で時価のあるもの 

前連結会計年度(平成21年３月31日) 当連結会計年度(平成22年３月31日)

種類 
取得原価
(千円) 

連結貸借対
照表計上額

(千円) 
差額(千円) 取得原価

(千円) 

連結貸借対
照表計上額 

(千円) 
差額(千円)

公社債 495,916 499,950 4,033 3,008,620 3,046,448 37,827

外国証券 － － － 298,311 303,980 5,668
連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えるもの 

その他 － － － 1,057,492 1,057,492 －

 小計 495,916 499,950 4,033 4,364,423 4,407,920 43,496

公社債 1,608,302 1,601,892 △6,410 1,094,139 1,088,852 △5,287連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えないもの 小計 1,608,302 1,601,892 △6,410 1,094,139 1,088,852 △5,287

合計 2,104,219 2,101,842 △2,377 5,458,563 5,496,772 38,208

 

４．売却した満期保有目的の債券 

該当事項はありません。 

 

５．売却したその他有価証券 

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

種類 

売却額 
(千円) 

売却益の
合計額 
(千円) 

売却損の
合計額 
(千円) 

売却額 
(千円) 

売却益の 
合計額 
(千円) 

売却損の
合計額 
(千円) 

その他有価証券 4,912,164 900 － 900,000 41 －

 

６．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

(１)満期保有目的の債券 

該当事項はありません。 
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(２)その他有価証券 

種類 
前連結会計年度 

(平成21年３月31日) 
(千円) 

株式 56,100 

その他 850,168 

 

７．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

前連結会計年度(平成21年３月31日) 

種類 
１年以内 
(千円) 

１年超５
年以内 
(千円) 

５年超10
年以内 
(千円) 

10年超 
(千円) 

国債 400,367 1,506,851 － －

地方債 － 100,510 － －

社債 300,005 1,911,496 597,462 －

外国証券 － － － －

合計 700,372 3,518,858 597,462 －
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(税効果会計関係) 

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

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 

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：千円)

繰延税金資産 

繰越欠損金 1,120,927

支払備金 155,055

責任準備金 74,639

anicom(動物健康促進クラブ) 

税務調整額 
54,481

減価償却費超過額 32,431

有価証券評価損 24,007

未払事業税 13,059

賞与引当金 10,528

繰延資産超過額 4,255

その他 9,769

繰延税金資産小計 1,499,154

評価性引当額 △894,749

繰延税金資産合計 604,404

繰延税金負債との相殺 △604,404

繰延税金資産の純額 －

繰延税金負債 

保険業法第113条繰延資産 △468,313

開業費 △136,091

繰延税金負債合計 △604,404

繰延税金資産との相殺 604,404

繰延税金負債の純額 －
  

 
 (単位：千円)

繰延税金資産 

繰越欠損金 958,216

支払備金 58,548

責任準備金 178,837

anicom(動物健康促進クラブ) 

税務調整額 
34,994

減価償却費超過額 6,149

有価証券評価損 24,007

未払事業税 11,592

賞与引当金 11,456

繰延資産超過額 3,251

その他 3,738

繰延税金資産小計 1,290,792

評価性引当額 △693,362

繰延税金資産合計 597,430

繰延税金負債との相殺 △523,410

繰延税金資産の純額 74,019

繰延税金負債 

保険業法第113条繰延資産 △409,773

開業費 

その他有価証券評価差額金 

△99,800

△13,835

繰延税金負債合計 △523,410

繰延税金資産との相殺 523,410

繰延税金負債の純額 －
  

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 

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 

 税金等調整前当期純損失を計上しているため記載して

おりません。 

 (単位：％)

法定実効税率 40.7

(調整) 

交際費等永久に損金に算入されない項目 3.5

住民税均等割 4.0

繰越欠損金の減少による評価性引当金戻入 △75.1

連結子会社との税率差異 △1.3

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △28.2
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成 20 年４月１日 至 平成 21 年３月 31 日)及び当連結会計年度(自 平成 21

年４月１日 至 平成 22 年３月 31 日) 

損害保険事業の経常収益、経常利益及び資産の金額は、全セグメントの経常収益の合計、経常利益及び全セグメ

ントの資産の金額の合計額に占める「損害保険事業」の割合がいずれも 90％超であるため、事業の種類別セグメン

ト情報の記載を省略しております。 

なお、投資事業及び特定保険業は損害保険事業の一環として行っており、独立したセグメントではありません。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成 20 年４月１日 至 平成 21 年３月 31 日)及び当連結会計年度(自 平成 21

年４月１日 至 平成 22 年３月 31 日) 

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

【海外売上高】 

前連結会計年度(自 平成 20 年４月１日 至 平成 21 年３月 31 日)及び当連結会計年度(自 平成 21

年４月１日 至 平成 22 年３月 31 日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

 

(関連当事者情報) 

前連結会計年度(自 平成 20 年４月１日 至 平成 21 年３月 31 日) 

関連当事者情報について記載すべき重要なものはありません。 

(追加情報) 

当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」(企業会計基準第11号 平成18年10月17日)及び

「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日)を適用し

ております。 

この結果、従来の開示対象範囲に対し、重要な追加はありません。 

 

当連結会計年度(自 平成 21 年４月１日 至 平成 22 年３月 31 日) 

関連当事者情報について記載すべき重要なものはありません。 

 



アニコム ホールディングス株式会社(8715)平成 22 年３月期 決算短信 

 - 27 -

(１株当たり情報) 

前連結会計年度 
  (自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
  (自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

 

１株当たり純資産額 261,030円66銭

１株当たり当期純損失金額 13,319円15銭

  
 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、１株当たり当期純損失であるため、また、新株

予約権残高は存在するものの当社は非上場であり期中平

均株価が把握できないため記載しておりません。 

 

１株当たり純資産額 1,512円00銭

１株当たり当期純利益金額 107円08銭

潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益金額 

92円94銭

 当社は平成21年６月25日付で株式１株につき200株の

株式分割を実施しております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場

合の前連結会計年度における１株当たり情報について

は、以下のとおりであります。 

１株当たり純資産額 1,305円15銭

１株当たり当期純損失金額 66円60銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、１株当たり当期純損失であるため、また、新株

予約権残高は存在するものの当社は非上場であり期中平

均株価が把握できないため記載しておりません。 

(注)１ １株当たり当期純利益金額または１株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

  (自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
  (自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額又は１株当

たり当期純損失金額 
  

当期純利益又は当期純損失(△) 

(千円) 
△141,542 346,042 

普通株主に帰属しない金額(千円) － － 

普通株式に係る当期純利益又は当期

純損失(△)(千円) 
△141,542 346,042 

普通株式の期中平均株式数(株) 10,627 3,231,615 

潜在株式調整後１株当たり当期 

純利益金額 
  

当期純利益調整額 － － 

普通株式増加数(株) － 491,672 

(うち新株予約権(株)) (－) (491,672) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり当期純利益金額の算定

に含めなかった潜在株式の概要 

────── 
第４回ストック・オプション

(新株予約権の数 595個) 

２ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前連結会計年度末 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度末 
(平成22年３月31日) 

純資産の部の合計額(千円) 4,181,925 6,129,958 

純資産の部の合計額から控除する金額 

(千円) 
46,416 － 

(うち少数株主持分) (46,416) (－) 

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 4,135,508 6,129,958 

１株当たり純資産額の算定に用いられ

た期末の普通株式の数(株) 
15,843 4,054,200 
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(重要な後発事象) 

前連結会計年度 

  (自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

  (自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

株式の分割 

当社は、平成21年５月11日開催の取締役会の決議に基づき、

次のように株式分割による新株式を発行しております。 

平成21年６月25日付をもって普通株式１株につき200株に

分割します。 

 

(1)分割により増加する株式数  

普通株式   3,152,757株  

(2)分割方法  

平成21年５月31日 終の株主名簿に記載または記録さ

れた株主の所有株式数を１株につき200株の割合をもっ

て分割します。 

 

当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前連結

会計年度における１株当たり情報及び当期首に行われたと仮

定した場合の当連結会計年度における１株当たり情報は、そ

れぞれ以下のとおりであります。 

 

前連結会計年度 

  (自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日)

当連結会計年度 

  (自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

822円05銭 1,305円15銭

１株当たり当期純利益金

額 

１株当たり当期純損失金

額 

84円19銭 66円60銭

 なお、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益金額

については、新株予約権残

高は存在するものの当社

は非上場であり期中平均

株価が把握できないため、

また、優先株式残高は存在

するものの転換条件を満

たしていないため記載し

ておりません。 

 なお、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益金額

については、１株当たり当

期純損失であるため、ま

た、新株予約権残高は存在

するものの当社は非上場

であり期中平均株価が把

握できないため記載して

おりません。 

 

 

  

 

 

(開示の省略) 

デリバティブ取引、退職給付、企業結合等、賃貸等不動産に関する注記は該当ないため、また、リース取引、スト

ック・オプション等に関する注記は、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示を省略し

ております。 
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５．個別財務諸表 

(１)貸借対照表 

  (単位：千円)

 
前事業年度 

(平成21年３月31日) 

当事業年度 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 73,240 664,389 

売掛金 ※２     38,036 ※２     65,160 

有価証券 307,913 918,005 

前払費用 5,997 9,766 

繰延税金資産 － 20,358 

その他 ※２     15,076 ※２      3,222 

流動資産合計 440,263 1,680,901 

固定資産   

有形固定資産   

建物(純額) ※１     27,104 ※１     30,733 

工具、器具及び備品(純額) ※１     28,947 ※１     31,139 

リース資産(純額) ※１       815 － 

有形固定資産合計 56,867 61,873 

無形固定資産   

ソフトウエア 11,346 2,373 

リース資産 3,712 2,275 

無形固定資産合計 15,059 4,649 

投資その他の資産   

関係会社株式 5,334,030 5,834,030 

敷金 66,252 59,675 

長期前払費用 366 122 

投資その他の資産合計 5,400,648 5,893,827 

固定資産合計 5,472,575 5,960,350 

資産合計 5,912,838 7,641,251 
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  (単位：千円)

 
前事業年度 

(平成21年３月31日) 

当事業年度 

(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

リース債務 2,253 1,437 

未払金 ※２     29,520 ※２     23,549 

未払法人税等 2,006 2,554 

預り金 3,224 4,656 

賞与引当金 603 377 

流動負債合計 37,607 32,574 

固定負債   

リース債務 2,275 838 

固定負債合計 2,275 838 

負債合計 39,882 33,413 

   

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,346,225 4,157,053 

資本剰余金   

資本準備金 3,236,125 4,046,953 

資本剰余金合計 3,236,125 4,046,953 

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △709,394 △596,167 

利益剰余金合計 △709,394 △596,167 

株主資本合計 5,872,955 7,607,838 

純資産合計 5,872,955 7,607,838 

負債純資産合計 5,912,838 7,641,251 
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(２)損益計算書 

  (単位：千円)

 

前事業年度 

  (自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

当事業年度 

  (自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

営業収益   

経営管理料 ※１     352,567 ※１     534,171 

営業収益合計 352,567 534,171 

営業費用   

販売費及び一般管理費 ※２     360,916 ※２     404,422 

営業費用合計 360,916 404,422 

営業利益又は営業損失(△) △8,348 129,748 

営業外収益   

受取利息 203 875 

有価証券利息 6,553 103 

有価証券売却益 569 12 

その他 387 583 

営業外収益合計 7,714 1,574 

営業外費用   

支払利息 241 130 

株式交付費 － 26,385 

その他 12 － 

営業外費用合計 253 26,515 

経常利益又は経常損失(△) △887 104,807 

特別利益   

保険解約益 13,167 － 

賞与引当金戻入額 785 － 

特別利益合計 13,952 － 

特別損失   

固定資産除却損 ※３      3,864 ※３     10,728 

特別損失合計 3,864 10,728 

税引前当期純利益 9,199 94,079 

法人税、住民税及び事業税 1,210 1,210 

法人税等調整額 － △20,358 

法人税等合計 1,210 △19,148 

当期純利益 7,989 113,227 
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(３)株主資本等変動計算書 

  (単位：千円)

 

前事業年度 

  (自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

当事業年度 

  (自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 3,346,225 3,346,225 

当期変動額   

新株の発行 － 810,828 

当期変動額合計 － 810,828 

当期末残高 3,346,225 4,157,053 

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 3,236,125 3,236,125 

当期変動額   

新株の発行 － 810,828 

当期変動額合計 － 810,828 

当期末残高 3,236,125 4,046,953 

資本剰余金合計   

前期末残高 3,236,125 3,236,125 

当期変動額   

新株の発行 － 810,828 

当期変動額合計 － 810,828 

当期末残高 3,236,125 4,046,953 

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 △717,384 △709,394 

当期変動額   

当期純利益 7,989 113,227 

当期変動額合計 7,989 113,227 

当期末残高 △709,394 △596,167 
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(単位：千円) 

 

前事業年度 

  (自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

当事業年度 

  (自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

利益剰余金合計   

前期末残高 △717,384 △709,394 

当期変動額   

当期純利益 7,989 113,227 

当期変動額合計 7,989 113,227 

当期末残高 △709,394 △596,167 

株主資本合計   

前期末残高 5,864,965 5,872,955 

当期変動額   

新株の発行 － 1,621,656 

当期純利益 7,989 113,227 

当期変動額合計 7,989 1,734,883 

当期末残高 5,872,955 7,607,838 

純資産合計   

前期末残高 5,864,965 5,872,955 

当期変動額   

新株の発行 － 1,621,656 

当期純利益 7,989 113,227 

当期変動額合計 7,989 1,734,883 

当期末残高 5,872,955 7,607,838 
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(４)継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

 (５)個別財務諸表に関する注記事項 

(貸借対照表関係) 

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は71,995千円であ

ります。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は65,812千円であ

ります。 

※２ 関係会社に対する資産及び負債には次のものがあ

ります。 

※２ 関係会社に対する資産及び負債には次のものがあ

ります。 
 

流動資産 

売掛金 38,036千円

その他 6,502千円

流動負債 

未払金 943千円
  

 
流動資産 

売掛金 65,160千円

その他 2,046千円

流動負債 

未払金 831千円
  

 

(損益計算書関係) 

前事業年度 
  (自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
  (自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 
 

関係会社からの経営管理料 352,567千円
  

 
関係会社からの経営管理料 534,171千円

  
※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は、次のとおりであります。なお、全額が一般管理

費に属するものであります。 

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は、次のとおりであります。なお、全額が一般管理

費に属するものであります。 
 

給与 147,652千円

外注委託費 99,764千円

減価償却費 28,417千円
  

 
給与 161,632千円

外注委託費 121,070千円

減価償却費 26,361千円
  

※３ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。 ※３ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
 

ソフトウエア 3,864千円

計 3,864千円
  

 
建物 8,283千円

工具、器具及び備品 2,089千円

ソフトウエア 355千円

計 10,728千円
  

 

(株主資本等変動計算書関係) 

前事業年度 

  (自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

当事業年度 

  (自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

 該当事項はありません。  該当事項はありません。 
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(税効果関係) 

前事業年度 

(平成21年３月31日) 

当事業年度 

(平成22年３月31日) 

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 

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：千円)

繰延税金資産 

繰越欠損金 253,619

減価償却費超過額 13,059

未払事業税 324

賞与引当金 245

その他 7,555

繰延税金資産小計 274,804

評価性引当金 △274,804

繰延税金資産合計 －

繰延税金負債 

繰延税金負債合計 －

繰延税金資産との相殺 －

繰延税金資産の純額 －

  

 

 (単位：千円)

繰延税金資産 

繰越欠損金 232,369

減価償却費超過額 2,262

未払事業税 547

賞与引当金 153

その他 227

繰延税金資産小計 235,560

評価性引当金 △215,201

繰延税金資産合計 20,358

繰延税金負債 

繰延税金負債合計 －

繰延税金資産との相殺 －

繰延税金資産の純額 20,358

  

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 

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：％)

法定実効税率 40.7

(調整) 

交際費等永久に損金に算入されない項

目 
3.4

住民税均等割 13.1

繰越欠損金の減少による評価性引当金

戻入 
△44.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 13.1
 

 

 (単位：％)

法定実効税率 40.7

(調整) 

交際費等永久に損金に算入されない項

目 
0.7

住民税均等割 1.3

繰越欠損金の減少による評価性引当金

戻入 
△63.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △20.4

  

(注) 「anicom(動物健康促進クラブ)」を含めて法人税

の申告を行っているため、上記の金額及び率は

「anicom(動物健康促進クラブ)」の税務調整が

含まれております。 

(注)        同左 
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(１株当たり情報) 

前事業年度 
  (自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
  (自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

 

１株当たり純資産額 370,697円18銭

１株当たり当期純利益金額 751円83銭

  

 

１株当たり純資産額 1,876円53銭

１株当たり当期純利益金額 35円04銭

  
 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、新株予約権残高は存在するものの当社は非上場

であり期中平均株価が把握できないため記載しておりま

せん。 

潜在株式調整後１株あたり 

当期純利益金額 

30円41銭

 当社は平成21年６月25日付で株式１株につき200株の

株式分割を実施しております。 

なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場

合の前事業年度における１株当たり情報については、以

下のとおりであります。 

１株当たり純資産額 1,853円49銭

１株当たり当期純利益金額 3円76銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、新株予約権残高は存在するものの当社は非上

場であり期中平均株価が把握できないため記載してお

りません。 

 (注)１ １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとお

りであります。 

 
前事業年度 

  (自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
  (自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益(千円) 7,989 113,227 

普通株主に帰属しない金額(千円) － － 

普通株式に係る当期純利益(千円) 7,989 113,227 

普通株式の期中平均株式数(株) 10,627 3,231,615 

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益金額 
  

当期純利益調整額 － － 

普通株式増加数(株) － 491,672 

(うち新株予約権(株)) (－) (491,672) 

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株当たり当期純利益金額

の算定に含めなかった潜在株式の概

要 

────── 
第４回ストック・オプション

(新株予約権の数 595個) 

２ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前事業年度末 

(平成21年３月31日) 
当事業年度末 

(平成22年３月31日) 

純資産の部の合計額(千円) 5,872,955 7,607,838 

純資産の部の合計額から控除する金額 

(千円) 
－ － 

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 5,872,955 7,607,838 

１株当たり純資産額の算定に用いられた

期末の普通株式の数(株) 
15,843 4,054,200 



アニコム ホールディングス株式会社(8715)平成 22 年３月期 決算短信 

 - 37 -

(重要な後発事象) 

前事業年度 
  (自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
  (自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

株式の分割  

 当社は、平成21年５月11日開催の取締役会の決議に基づ

き、次のように株式分割による新株式を発行しておりま

す。 

平成21年６月25日付をもって普通株式１株につき200株

に分割します。 

(1)分割により増加する株式数  

普通株式   3,152,757株  

(2)分割方法  

平成21年５月31日 終の株主名簿に記載または記録

された株主の所有株式数を１株につき200株の割合を

もって分割します。 

 

当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前

事業年度における１株当たり情報及び当期首に行われたと

仮定した場合の当事業年度における１株当たり情報は、そ

れぞれ以下のとおりであります。 

 

前事業年度 
  (自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
  (自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

1,569円95銭 1,853円49銭

１株当たり当期純利益金
額 

１株当たり当期純利益金
額 

９円25銭 ３円76銭

 なお、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益金額

については、新株予約権残

高は存在するものの当社

は非上場であり期中平均

株価が把握できないため、

また、優先株式残高は存在

するものの転換条件を満

たしていないため記載し

ておりません。 

 なお、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益金額

については、新株予約権残

高は存在するものの当社

は非上場であり期中平均

株価が把握できないため

記載しておりません。 
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６.その他の情報 

(１)平成 22 年３月期 損益状況の対前期比較 

(単位：千円) 

前連結会計年度 当連結会計年度 

(自 平成 20 年４月１日 (自 平成 21 年４月１日 

 

区分 

 
 至 平成21年３月31日) 至 平成22年３月31日)

 

比較増減 

 

増減率 

保 険 引 受 収 益 6,441,505 9,003,482 2,561,977 39.8

( う ち 正 味 収 入 保 険 料 ) (6,441,505) (8,980,692) (2,539,187) (39.4)

( う ち 支 払 備 金 戻 入 額 ) (－) (22,789) (22,789) (－)

保 険 引 受 費 用 5,616,415 5,540,611 △75,803 △1.3

( う ち 正 味 支 払 保 険 金 ) (1,368,884) (3,766,528) (2,397,644) (175.2)

( う ち 損 害 調 査 費 ) (203,409) (316,871) (113,461) (55.8)

(うち諸手数料及び集金費) (314,581) (538,176) (223,594) (71.1)

( う ち 支 払 備 金 繰 入 額 ) (523,077) (－) (△523,077) (△100.0)

(うち責任準備金繰入額) (3,206,462) (919,035) (△2,287,426) (△71.3)

資 産 運 用 収 益 41,281 71,280 29,998 72.7

(うち利息及び配当金収入) (40,380) (71,238) (30,857) (76.4)

( う ち 有 価 証 券 売 却 益 ) (900) (41) (△858) (△95.4)

資 産 運 用 費 用 66,300 － △66,300 △100.0

( う ち 有 価 証 券 評 価 損 ) (66,300) (－) (△66,300) (△100.0)

営 業 費 及 び 一 般 管 理 費 3,639,867 3,072,388 △567,478 △15.6

そ の 他 経 常 損 益 1,884,703 △170,112 △2,054,816 △109.0

保険業法 113 条繰延資産繰延額 △888,633 － 888,633 △100.0

経 

常 

損 

益 

経常利益又は経常損失(△) △66,458 291,650 358,108 △538.8

特 別 利 益 14,626 － △14,626 △100.0

特 別 損 失 30,893 21,643 △9,249 △29.9

特

別

損

益 特 別 損 益 △16,267 △21,643 △5,376 33.1

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 

又は税金等調整前当期純損失(△) 
△82,725 270,006 352,731 △426.4

法 人 税 及 び 住 民 税 等 12,400 11,819 △580 △4.7

法 人 税 等 調 整 額 － △87,855 △87,855 －

法 人 税 等 合 計 12,400 △76,036 △88,436 △713.2

少 数 株 主 利 益 46,416 － △46,416 △100.0

当期純利益又は当期純損失(△) △141,542 346,042 487,584 △344.5
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(２)経常収益の状況 

近２連結会計年度の経常収益を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

前連結会計年度 

  (自 平成 20 年４月１日 

至 平成 21 年３月 31 日)

当連結会計年度 

  (自 平成 21 年４月１日 

至 平成 22 年３月 31 日) 

対前年 

増減率 

(△) 
事業部門 

金額(千円) 金額(千円) (％) 

損害保険事業(ペット保険) 10,682,259 9,075,499 △15.0 

損害保険(アニコム損害保険㈱) 6,473,270 9,075,499 40.2 

(うち正味収入保険料) (6,441,505) (8,980,692) (39.4)

特定保険業(anicom(動物健康促進クラブ)) 4,208,989 ― △100.0 

(うち共済掛金収入) (1,445,260) (―) (△100.0)

(うち前受収益戻入額) (2,433,359) (―) (△100.0)

その他の事業 117,666 140,376 19.3 

動物病院支援 54,541 57,695 5.8 

出版 22,378 ― △100.0 

保険代理店 22,268 20,326 △8.7 

その他 18,477 62,354 237.5 

合計 10,799,926 9,215,876 △14.7 

(注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(３)種目別保険料・保険金 

①元受正味保険料(含む収入積立保険料) 

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 区分 

金額 

(千円) 

構成比 

(％) 

対前年増減 

(△)率(％) 

金額 

(千円) 

構成比 

  (％) 
対前年増減 

(△)率(％) 

ペット保険 6,441,505 100.0     － 8,980,692 100.0 39.4

合計 6,441,505 100.0     － 8,980,692 100.0 39.4

(うち収入積立保険料) (－) (－) (－) (－) (－) (－)

 

②正味収入保険料 

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 区分 

金額 

(千円) 

構成比 

(％) 

対前年増減 

(△)率(％) 

金額 

(千円) 

構成比 

(％) 

対前年増減 

(△)率(％) 

ペット保険 6,441,505 100.0     － 8,980,692 100.0 39.4

合計 6,441,505 100.0     － 8,980,692 100.0 39.4

 

③正味支払保険金 

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 区分 

金額 

(千円) 

構成比 

(％) 

対前年増減 

(△)率(％) 

金額 

(千円) 

構成比 

(％) 
対前年増減 

(△)率(％) 

ペット保険 1,368,884 100.0     － 3,766,528 100.0 175.2

合計 1,368,884 100.0     － 3,766,528 100.0 175.2
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 (４)ソルベンシー・マージン比率 

アニコム損害保険株式会社の「ソルベンシー・マージン比率」については、以下のとおりです。 

  
前連結会計年度 

(平成 21 年３月 31 日) 

(百万円) 

当連結会計年度 

(平成 22 年３月 31 日) 

(百万円) 

(A)ソルベンシー・マージン総額 2,108 3,432 

 資本金又は基金等 1,904 2,902 

 価格変動準備金 0 1 

 危険準備金 － － 

 異常危険準備金 206 493 

 一般貸倒引当金 － － 

 その他有価証券の評価差額(税効果控除前) △2 34 

 土地の含み損益 － － 

 払戻積立金超過額 － － 

 負債性資本調達手段等 － － 

 控除項目 － － 

 その他 － － 

(B)リスクの合計額 

√{(R１＋R２)²＋(R３＋R４)²}＋R５＋R６ 
665 1,466 

 一般保険リスク(R１) 643 1,419 

 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) 49 82 

 経営管理リスク(R５) 20 45 

 巨大災害リスク(R６) － － 

(C)ソルベンシー・マージン比率 

[(A)/{(B)×1/2}]×100 
633.3％ 468.0％ 

(注) 上記の金額及び数値は、保険業法施行規則第86条及び第87条並びに平成8年大蔵省告示第50号の規定に基づいて 

算出しております。 

なお、「資本金又は基金等」は、純資産の部の合計額から社外流出予定額、評価・換算差額等及び繰延資産を 

控除した額であります。 

 

＜ソルベンシー・マージン比率＞ 

・損害保険会社は、保険事故発生の際の保険金支払や積立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。 

・こうした「通常の予測を超える危険」を示す「リスクの合計額」(上表の(B))に対する「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」(すなわちソルベンシー・マージン総額：上表の(A))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、「ソ

ルベンシー・マージン比率」(上表の(C))であります。 

・｢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 ：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 

(一般保険リスク) 危険を除く) 

(第三分野保険の保険リスク)  

②予定利率上の危険 ：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 

(予定利率リスク)  

③資産運用上の危険 ：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 

(資産運用リスク)  

④経営管理上の危険 ：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 

(経営管理リスク)  

⑤巨大災害に係る危険 ：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 

(巨大災害リスク)  

・「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｣(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。 

・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活用する客観的な判断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。 

 

(５)役員の異動 

該当事項はありません。 


