


Ｊ　Ａ　綱　領

― わたしたちJAのめざすもの ―

  わたしたちＪＡの組合員・役職員は、協同組合運動の基本的な定義・価

値・原則（自主、自立、参加、民主的運営、公正、連帯等）に基づき行動

します。そして地球的視野に立って環境変化を見通し、組織・事業・経営

の革新をはかります。さらに、地域・全国・世界の協同組合の仲間と連携

し、より民主的で公正な社会の実現に努めます。

  このため、わたしたちは次のことを通じ、農業と地域社会に根ざした組織

としての社会的役割を誠実に果たします。

  

  

  　わたしたちは、

  

  　1．地域の農業を振興し、わが国の食と緑と水を守ろう。

  

  　1．環境・文化・福祉への貢献を通じて、

　　　　　　　　　　　　　　　安心して暮らせる豊かな地域社会を築こう。

  

  　1．ＪＡへの積極的な参加と連帯によって、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　協同の成果を実現しよう。

  

  　1．自主・自立と民主的運営の基本に立ち、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＪＡを健全に経営し信頼を高めよう。

  

  1．協同の理念を学び実践を通じて、共に生きがいを追求しよう。



はじめに

日頃、皆さまには格別のご愛顧をいただき厚く御礼申し上げます。

ＪＡあぶらんど萩は、情報開示を通じて経営の透明性を高めるとともに、当ＪＡに対

するご理解を一層深めていただくために、当ＪＡの主な事業の内容や組織概要、経営の

内容などについて、利用者のためにわかりやすくまとめたディスクロージャー誌「ＪＡ

あぶらんど萩のご案内2013」を作成いたしました。

皆さまが当ＪＡの事業をさらにご利用いただくための一助として、是非ご一読いただ

きますようお願い申し上げます。

今後も一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

平成25年7月 あぶらんど萩農業協同組合

ＪＡあぶらんど萩のプロフィール

「あぶらんど萩農業協同組合」（ＪＡあぶらんど萩）は、平成18年4月1日、山口県萩

市を拠点に誕生しました。全国的に歴史的知名度の高い「萩」と山口県を代表する農業

地帯である「阿武」を管内とするＪＡです。管内は山口県の北東部に位置し、萩市と阿

武郡阿武町からなり温暖な島嶼部、沿岸部と冷涼な中山間部に大別されます。

地域の土壌や気候を活かした特産品の数々、城下町、明治維新史跡・名所、伝統文化

も人々の手によって受け継がれています。

地域の特徴を最大限に生かし、組合員の皆様の生活の基盤となる農業を将来にわたり

主たる産業として発展できるような地域農業の振興を第一に考え、消費者に信頼される

農畜産物の提供に努め、日本一の優れた産地、ＪＡを目指しています。

◇設 立 平成18年4月 ◇組合員数 15,828人

◇本店所在地 萩市江向 ◇役員数 31人

◇出 資 金 12億円 ◇職員数 318人

◇総 資 産 739億円 ◇支所数 17

◇単体自己資本比率 15.93％

（平成25年3月31日現在）

（注）本冊子は、農業協同組合法第54条の3に基づいて作成したディスクロージャー誌です。
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あぶらんど萩農業協同組合

代表理事組合長 水津 俊男

ごあいさつ

皆様には平素からＪＡあぶらんど萩をお引き立ていただき、厚くお礼申し上げます。

日本の経済は、安倍自民党総裁を首相とする新政権の誕生により、大胆な金融緩和と機動

的な財政政策、そして成長戦略への期待から株高、円安が進み、輸出産業を中心緩やかな景

気回復がみこまれつつありますが、欧州危機の問題やエネルギー問題等々、先行きは依然と

して不透明な状況にあります。

ＴＰＰ問題につきましては、徹底した情報開示と十分な国民的議論もなされないまま関係

国に交渉参加の申し入れを行い、これが承認されたことは、我々の切実な思いに反するもの

であり、極めて遺憾であります。我々ＪＡグループは全国の仲間とともに、食料自給率の向

上に逆行し国民生活をゆるがすＴＰＰに断固反対し、引き続き、県民各層との幅広い連携の

もと、食とくらし・いのちを守り抜くための運動を展開していく決意であります。

昨年開催された第38回ＪＡ山口県大会では、持続可能な農業の実現の為の「ＪＡ地域農業

戦略」、豊かで暮らしやすい地域社会の実現の為の「ＪＡ地域くらし戦略」、この実践を行な

うため、地域に即した「ＪＡ経営基盤戦略」と地域住民理解の醸成にむけた広報活動を「次

代へつなぐ協同」として展開していくことをが決議され、様々な機能を有する支所を核とし

て、組合員・地域の課題に向き合うことをが示されました。当ＪＡでも、組合員の世代交代

など急激な環境変化に対応するため、10年先を見据えた「ＪＡあぶらんど萩が目指す姿」と

して、「地域農業戦略」・「地域くらし戦略」・「経営基盤戦略」を策定し、地域の実態に応じ

エリア単位で最適な事業実施体制を再構築するとともに、農業や地域の課題に向き合う協同

を実践するための取組みを実施することといたしました。

そうした中、昨年設立しました「株式会社ＪＡサービス萩」も、おかげを持ちまして計画

に沿った中での決算を迎えることが出来ました。そして、「地域くらし戦略」のひとつとし

て、萩地区の旧椿東支所を改装しデイサービスセンター「あすなろ」として３月１日より事

業を開始いたしました。地域貢献の一翼を担えるよう役職員一同、努力してまいります。ま

た、東日本大震災に伴う原発事故により放射能汚染や風評被害で東北地方の農林水産業に多

大な被害を与え続けていることから、再生可能エネルギーの取組みとして、小規模ではあり

ますが、太陽光発電システムを３箇所に設置し順調に発電を行なっています。また平成２５

年度には更に３箇所設置する予定であります。

今後とも安定したＪＡ経営と地域農業の発展に努めてまいりますので、一層のご支援、ご

愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

平成25年7月
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１．経営理念
広域合併による規模拡大の有利性を求め、地域営農構想に基づく農業振興を図ると

ともに、ＪＡの人的体制と財務基盤を充実・強化し、真に組合員の生活の向上に役立

つＪＡづくりをします。

第38回ＪＡ山口県大会の決議を踏まえ策定した「ＪＡあぶらんど萩の目指す姿」を

基に、地域の実態に応じたエリア単位での最適な事業実施体制を構築し、農業や地域

の問題に向き合うためにも「地域農業戦略」、「地域くらし戦略」、「経営基盤戦略」

の実践に向けて取組みます。

２．経営方針
当ＪＡの事業総利益は、地域の人口減少とともに右肩下がりとなっています。農業

生産の主要基地でもある中山間地域は、ＪＡ利用率の高い地域であり、この地域の人

口減少はＪＡの経営基盤に深刻な影響を与えています。この中山間地の主産業である

農業生産高の減少に歯止めをかけ、現在の農地を最低限維持し、次代へつなげていく

ことが我々ＪＡの務めであり、義務でもあります。第38回ＪＡ山口県大会の主題であ

る「次代へつなぐ協同」実現のため、今一度、農家組合員、地域住民の方が希望を持

って農業生産に注力できるよう、更なる支援と協力を行ってまいります。

《地域農業戦略》 ～持続可能な農業の実現～

① 地域営農ビジョンの策定と実践

② 営農指導体制の充実

※エリア単位で営農指導事務所（仮称）を漸次設置し、営農指導員の育成・充実を

図り、農業法人や様々な担い手に対する支援強化を図る。

③ 農業所得向上を目指した販売戦略の展開

④ 品目別誘導の明確化と共同販売体制の強化

⑤ ファーマーズマーケットの開設による地産池消の積極的展開と拠点作り

⑥ 利用・倉庫事業の集約と再編

《地域くらし戦略》 ～豊かで暮らしやすい地域社会の実現～

① くらしの活動の展開

② 高齢者福祉対策の強化

※平成25年3月に開始した通所介護事業の充実と、訪問介護事業の質の向上に取組

む。

③ 食農教育を通じた地域社会への貢献

④ 買い物弱者対策への取組み

《経営基盤戦略》 ～経営基盤の強化～

① 支所の再編による総合力の発揮とマネジメント機能の強化

※平成19年度の支所存置最低基準の完全実施と合わせ、支所・本所の再編によりエ

リア単位での最適な事業実施体制を構築する。※新共済端末機kinds12システム

最善の引受・支払業務フローを構築する。

※中核的な支所へは信用・共済事業におけるそれぞれの管理者を設置する。

② 購買事業改革

③ 再生可能エネルギー事業の取組み

④ 系統向け監督指針「規制・制度改革」への対応強化

⑤ 内部統制とコンプライアンス体制の強化

⑥ 役員体制の見直しと専門性発揮に向けた検討
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◇営農・経済事業部門

指導事業は、全国的な米の需要量減少に起因する生産調整が年々強化される中、

あぶらんど萩地域農業推進協議会と連携し、経営所得安定対策を活用した農業経営

の安定化を目指します。また、自給率向上対策に対応した作物振興の支援に努めま

す。一方、担い手の育成については、関係機関と連携し、特定農業団体の法人化を

積極的に取組みます。

また、営農指導体制を確立するとともに、指導員の資質の向上にも努めます。一

方では、営農渉外部署の活動を活性化させ、担い手を中心に恒常的な訪問活動を実

施し、情報提供や要望への対応が迅速に行える体制づくりに努めます。生産面では、

生産部会等と密接な連携、生産履歴記帳運動、残留農薬自主検査を徹底するととも

に、実需者と結びついた新規作物導入にも積極的に取組み、エコ農産物を推進し、

消費者に末永く愛され信頼される“あぶらんど萩ブランド”を確立し、地域農業の

振興を図ります。

加工事業は、畜産農家の家畜排泄物の適正処理と土づくりを基本とした良質な堆

肥生産に努め、耕畜連携を図り循環型農業の推進に努めます。

利用事業は、各施設の有効利用と併せて採算性の確保と適正な運営管理を図るた

め、各施設別の運営委員会での検討を行い、効率的な稼動と利用率向上に努めると

ともに地元の法人等への業務委託もさらに進めます。老朽化した施設の改修につい

ては、利用・倉庫事業の再編を含め関係機関との協議検討を行いながら計画的に進

めてまいります。

購買事業は、関係各法令に基づいた事業展開を行うことを基本とし、組合員・利

用者の視点に立った事業を実施し、信頼・期待される生産、生活購買事業の展開に

取組みます。

販売事業は、農家所得の向上と担い手組織の安定経営に向け、販売促進活動の展

開と、営業活動を積極的に行い、各関係機関と連携を図り、県内・県外への販路拡

大及び海外への輸出の再開と、契約・相対販売を進めてまいります。米穀について

は、販売協力店・各関係機関と連携を強化し、独自販売10万俵の維持に向け、管内

はもとより県内外への有利販売に努めます。農畜産物については、重点市場を通じ

「あぶらんど萩ブランド」の確立に向けて、安心・安全な農畜産物の出荷・販売体

制の確立と総合セット販売に取組んでまいります。

◇信用事業部門

農家組合員の世代交代など事業環境が大きく変化するなか、次世代をはじめ多様

な組合員・利用者から選ばれる、従来よりも「利用者満足度向上」に力点を置いた

事業展開を目指して、農業メインバンク機能の強化、生活メインバンク機能の強化、

健全性確保と地域貢献に取組みます。

◇共済事業部門

総合保障性を発揮し、組合員・利用者に万全な保障提供と利便性・迅速性を追求

し、利用者満足度を向上させ、より地域に密着したＪＡらしい事業活動の展開をす

るため、地域密着・総合性の発揮、盤石菜事業基盤の構築、契約者・利用者満足度

の追求に取組みます。
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３．経営管理体制
◇経営執行体制

当ＪＡは農業者により組織された協同組合であり、正組合員の代表者で構成され

る「総代会」の決定事項を踏まえ、総代会において選出された理事により構成され

る「理事会」が業務執行を行っています。また、総代会で選任された監事が理事会

の決定や理事の業務執行全般の監査を行っています。

組合の業務執行を行う理事には、組合員の各層の意志反映を行うため、女性部か

ら理事の登用を行っています。また、信用事業については専任担当の理事を置くと

ともに、農業協同組合法第30条に規定する常勤監事及び員外監事を設置し、ガバナ

ンス（企業統治）の強化を図っています。
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４．事業の概況（平成24年度）

◇全体的な概況

第６年度通常総代会において承認された平成24年度事業計画に基づき、関係機関

と連携した特定農業団体の法人化に向けた取組み、員外利用規制における法令遵守

を踏まえた燃料事業とコンビニ事業の子会社化の実施、米の独自販売10万俵の達成

と「あぶらんど萩」ブランド確立に向けた取組み、不祥事再発防止策に向けた取組

み、ディサービス事業所の開設、経営の効率化と収支の均衡等を実施してまいりま

した。

当組合の平成24年度決算では各事業とも伸び悩んでいる中、事業管理費の縮小や

不良債権処理により、1億7千7百万円の事業利益を計上することが出来ました。ご協

力いただきました組合員・地域の利用者の皆様方に対し、心より感謝申し上げます。

尚、自己資本率の向上と磐石な財務基盤構築の為、内部留保に重点を置いた剰余

金処分としています。

◇信用事業

信用事業においては、より良い金融サービスの提供に努め、選ばれるＪＡバンク

の実現に向け、役職員が一体となって取組んでまいりましたが、年度末の貯金残高

は前年対比で99.2％の実績となりました。不良債権の処理においては、金融再生プ

ロジェクト室を中心に処理を進めた結果、不良債権比率も15.9％と改善しました。

信用事業の主要実績は以下の通りとなりました。

信用事業（年度末）

・貯 金 664億2,988万円（前年対比） 99.2％

・貸付金 133億2,973万円（前年対比） 96.3％
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◇共済事業

共済事業においては、３Ｑ訪問活動を展開し組合員・利用者の視点に立った最良

の保障・サービスに努め、「ひと・いえ・くるま」の生活総合保障の提案と、窓口

を通じた各種情報の提供に取組みましたが、長期共済においては新契約目標を達成

することが出来ませんでした。

共済事業の主要実績は以下の通りとなりました。

共済事業（年度末）

・長期共済（新契約ポイント） 3,960,808PT（山口県基準目標対比） 88.0％

・がん共済（新契約入院費額）4億3,879万円（山口県基準目標対比） 137.1％

・年金共済（新契約年金額） 1億1,584万円（山口県基準目標対比） 115.8％

・長期共済（期末契約額）3,771億4,031万円（前年対比） 95.7％

・年金共済（期末契約額） 18億1,835万円（前年対比） 98.0％

・自動車共済（件数） 10,572件（前年対比） 101.3％

・自賠責共済（件数） 4,210件（前年対比） 101.0％
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◇購買事業

大手量販店の進出など環境の変化が激しい中での事業展開となりましたが、供給

高は36億5千8百万円となり計画に対して105％となりました。

〈生産資材〉

営農指導部門、販売部門と連携をはかり「安全・安心・新鮮・美味しい」農畜

産物生産に必要な資材の安定供給と適正価格での供給に努めました。

〈生活物資〉

多様化する消費ニーズに対応し、安全・安心・健康・環境に配慮した商品提案

に努めました。

また、農機事業は全農との事業運営一体化によりサービス強化と効率的な運営

に努めました。
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◇販売事業

農業従事者の高齢化などによる農産物の出荷量減少と重量野菜の販売価格が低下

する中、消費者の食に対する様々なニーズが高まっています。

当組合では、独自販売の強化と地産地消を基本に「安全・安心・新鮮・美味しい」

を全面に出した販売促進活動・営業活動を行い、農業所得の向上による農家経営の

安定に努めてまいりました。受託販売高は米17億6千2百万円、野菜9億5千万円、果

樹2億3千2百万円、花卉1千6百万円、加工用野菜等7千1百万円、林産物4百万円、畜

産4億3千4百万円、麦・豆・雑穀1千4百万円、その他2千1百万円、合計35億8百万と

なり、計画に対して99.2％となりました。

米については、販売協力店・量販店・各施設・管内各機関と連携し、高品質な『あ

ぶらんど米』を確立し、有利販売に努めてまいりました。

独自販売においても10万俵維持に向け、販路拡大も図り、「こだわり米」につい

てもＪＡＳ有機米・エコ認証米（50･100）を中心として販売先を限定し、順調に販

売を行っております。また、管内の学校給食や量販店・ホテル・道の駅等に「安全

・安心・美味しい」あぶらんど米の供給に努めております。

園芸作物については、県の事業を活用した推進作物への取組みを行い、昨年に引

き続きカボチャやニンジン、バレイショのロット拡大による管内のリレー出荷を行

い、相対取引による価格の安定に努めました。

販売力強化のため、生育状況・出荷時期・出荷計画を販売先と情報交換を行い、

他産地に負けない『あぶらんど萩ブランド』の確立に向け、有利販売が出来る環境
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作りにも努めてまいりました。

また、従来からの農産物総合セット販売及び農商工連携の強化による、販売強化

と販路拡大に努めてまいりました。
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◇農業倉庫事業

ＪＡ自主保管マニュアルの遵守と、準低・低温倉庫への集約保管等により、保管

物品の品質維持および事故防止に努めました。

◇加工・利用事業

加工事業については、循環型農業と土づくりを推進し、良質な堆肥生産と販売努

力をいたしました。

利用事業については、施設別の運営委員会での検討を行い、業務委託による採算

性と利用率の向上を図り、健全で効率的な運営に努めました。
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◇指導事業

「あぶらんど萩農業振興協議会」、「あぶらんど萩地域農業推進協議会」を中心に

本所と支所さらには関係機関と連携をとり、農畜産物の生産から販売までの一体的

な取組みにより農業所得の向上を目指し、ＪＡあぶらんど萩の各部会組織との協議

を重ね、積極的な事業展開に努めました。

水稲は、管内全域で「５１０運動」と「ＪＡ米」への推進を行い、展示圃場を中

心とした巡回指導を強化し、カドミウム対策としての湛水管理の徹底を呼びかけ、

売れる米づくりに向けた生産に取り組みました。気象状況の変化や病害虫等による

大きな減収は無く、作況指数は全国102、山口県101、長北地区102となり、管内の作

柄は「やや良」となりました。平成24年産米の集荷率は、委託数量に対して92.3％、

1等米比率84.8％となり、集荷率は昨年に比べやや減少しましたが、１等米比率は前

年を上回りました。

大豆は、大豆推進委員会による管内の巡回指導、検討会を実施し、栽培技術向上

に向けての取組みを強化してまいりました。単収は10アール当たり165kg（約2.8俵）

となり、検査実績は、特定加工大豆以上が95.4％、１・２等の比率が67.7％と品質

・収量ともに昨年を大きく上回りました。

麦は、栽培面積481アール、収量は10アール当たり185kg、１等比率は50％となり、

栽培技術の向上が図られました。

野菜・果樹・花卉では、春先と秋の風害や夏の干ばつ等がありましたが、全般的

に収量・品質は昨年を上回りました。

畜産では、子牛の市場価格は、ほぼ昨年並で推移しましたが、枝肉価格について

は、安値が続き、また、飼料価格も高値で推移するなど厳しい経営状況が続いてい

ますが、畜産農家と関係機関との連携を取り、｢安全・安心｣なあぶらんど和牛の生

産に取組んでまいりました。また、昨年10月に長崎県で開催された、第10回全国和

牛能力共進会に農事組合法人長沢台生産組合の「紫北浦３号」が管内初の出品を果

たし、優等賞12席の好成績を収めました。

担い手の育成については、関係機関と連携し、特定農業団体の法人化に向けた取

組みを軸に、地域農業を支える相談窓口として活動してまいりました。結果として

今年度、10組織の新たな法人が設立されました。営農渉外係においては、担い手を

中心に訪問活動を実施するとともに経理や税務の支援を行ってまいりました。
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５．事業活動のトピックス（平成24年度）

平成24年

4月 28日 産業廃棄物最終処分場建設反対総決起集会参加

萩・福栄地域に民間企業が計画している産業廃棄物最終

処分場の建設に反対する総決起集会が開催され、組合員

ＪＡ職員など参加し、建設断固反対を訴えました。

6月 6日 第7回悠々倶楽部グランドゴルフ大会

管内から27チームが参加。晴天の中、熱戦が繰り広げら

れ、福川ＧＧ愛好チームが優勝、椿チームが準優勝、福

賀Ａチームが３位となりました。

7月 6日 第3弾萩をまるごと運ぶプロジェクト出発式

3台目となるラッピングトラック「維新3号」（萩往還号）

が完成し、出発式が開かれました。地元農産物を運ぶと

ともに萩市観光ＰＲに期待がかかります。

7月 7日 家の光大会

本所大ホールで開催。女性部員約280名が参加し、家の光

を活用した女性部活動の発表やアトラクション、講演を楽

しみました。

7月 10日～ 11日 悠々ツアー

再現！思い出の紅白歌合戦in大分２日間の旅。

悠々倶楽部会員39名が参加し交流を深めました。

8月 1日 株式会社ＪＡサービス萩設立

燃料事業（給油所・ＬＰガスの一部地域）を子会社「株

式会社ＪＡサービス萩」として発足し、設立式が行われ

ました。
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8月 11日 ちゃぐりんフェスタ開催

管内の小学校や保育園から36名が参加。ちゃぐりんの誌

面を活用し、昆虫工作やクイズラリー、まき寿司作り、

流しそうめんを楽しみました。

9月 21日～ 24日 鹿児島県で「萩フェア」開催

農商工連携「長州サミット」の関連で、鹿児島県鹿児島

市の株式会社ニシムタで「萩フェア」を開催しました。

管内の農産物や加工品の試食宣伝・販売を行い、萩市・

阿武町の観光ＰＲも行いました。

10月 20日 第7回悠々倶楽部ゲートボール大会

管内から12チームが参加。熱戦が繰り広げられ、川上チ

ームが優勝、紫福チームが準優勝、萩つばきチームが第

3位となりました。

10月 25日～ 29日 第10回全国和牛能力共進会

農事組合法人長沢台生産組合の「紫北浦3号」が肉牛の部

の山口県代表牛として出品し、優等賞12席の好成績を収

めました。

11月 10日 第4回小学生書道・図画コンクール

管内20校から書道の部484作品、図画の部77作品が集まり、

書道の部金賞に萩市立椿東小学校4年伊藤優希さん、図画

の部最優秀賞に萩市立明木小学校2年庄大翔さんの作品が

選ばれました。

11月 27日 親と子の交通安全教室

次代を担う地域の宝である子ども達を、交通事故から守

りたいと交通事故防止対策活動の一環として、むつみ保

育園で開催しました。園児23名と保護者7名が参加し、楽

しく交通安全について学びました。

11月 28日～ 29日 ＪＡ共済ふれあい講座

ＪＡ共済加入者を対象に、萩市の萩本陣で開催しました。

整（接）骨院の上手なかかり方や肩こりの原因などの講

座やレインボー体操など、笑いあり、学びあり、温泉や

料理など十分に満喫され、しっかりと保養されました。
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12月 3日 第3回女性部まつり

女性部活動のＰＲと地域住民との交流を図ることを目的

に開催しました。「みかん重量当て」「ビンゴゲーム」「お

米のすくい取り」など、多くの来場者で賑わいました。

平成25年

1月 15日 新春食育ツアー

地元保育園の園児34名を招き、萩市のアトラス萩店で地

元産のイチゴを使った「イチゴ大福」作りを通じて、楽

しみながら「食」について学ぶ新春食育ツアーを開催し

ました。

2月 1日 節分豆まき

ＪＡ職員が扮した鬼が紫福保育園、むつみ保育園に現れ、

園児の皆さんが豆まきで、鬼退治をしました。

3月 1日 デイサービスセンター「あすなろ」竣工

地域くらし戦略のひとつとして、旧椿東支所を改装した

デイサービスセンター「あすなろ」が事業を開始しまし

た。誠意ある運営をし、地域貢献一翼を担えるよう努力

いたします。

3月 3日 第7回ＪＡあぶらんど萩農業振興大会

阿武町文化ホールで、生産者や関係機関ら約500名が参加

し、協同の力と農業者の絆を強め、組合員総力を結集し、

農業維新を萩から発信すると決意表明を行いました。

3月 5日～ 6日 めだが大学in佐世保

女性部員114名が参加し、仲間作りの輪が一段と広がりま

した。三遊亭円楽学長の講演や佐賀城下ひなまつりなど学

びながら遊ぶ楽しい2日間でした。
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６．農業振興活動

◇地域農業を支える担い手の確保・育成の加速化

営農経済渉外係による担い手への恒常的な訪問により、担い手のニーズに対応し

た情報やサービスの提供に努める。

また、特定農業団体から農業生産法人への移行と育成、さらに大規模農家の経営

改善、安定化を図る。

◇農業所得向上を目指す地域特性を活かした売れるものづくり

地域特性を活かした特色ある農業による売れるものづくりを展開するとともに、

生産技術の向上を目指し、生産コストの低減を図ることによる農業所得向上を実現

する。

◇安全・安心・新鮮・美味しい、消費者に末永く愛される「あぶらんど萩ブランド」

の確立

出荷農産物は全てにおいて生産履歴記帳の徹底指導、エコ農産物生産や農産物の

食品としての安全性を追求したＧＡＰ（農薬適正規範）、残留農薬自主検査に積極

的に取組む。

また、残留農薬のポジティブリスト制度への対応や、米のカドミウム対策として、

水稲の湛水管理の指導を堅実に行う。

◇充実した営農指導体制の構築及び迅速な生産支援対策の実施

営農大井奈古事務所・営農阿西三見事務所・営農阿北事務所および各支所と本所

が連携した、迅速で充実した指導体制の構築と営農指導員の資質向上に努める。

◇農業生産基盤強化のための関係機関との密接な連携ならびに農政活動

管内の農業振興を着実かつ迅速に実践するため、あぶらんど萩農業振興協議会を

中心とし関係機関との連携を密接なものとする。

また、関係機関と連携した農業政策への対応と、農政活動を通じてＴＰＰ断固反

対の運動を展開する。

◇地域社会への貢献を軸に環境と調和した豊かな農村社会の形成

食農教育や生活文化を通じた地域社会への貢献を柱に、農業特有の自然循環機能

の役割を発揮することによる環境保全に努め、有機資源の活用、農薬使用量の低減

等を推進し、地域資源の有効利用を呼びかけ、地域住民と一体となった取り組みを

展開する。
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７．地域貢献情報

当ＪＡは、萩市、阿武町を事業地域として、農業者を中心とした地域住民の方々が

組合員となって、相互扶助（お互いに助け合い、お互いに発展していくこと）を共通

の理念として運営される協同組織であり、地域農業の活性化に資する地域金融機関で

す。

当組合の資金は、その大半が組合員の皆さまなどからお預かりした、大切な財産で

ある「貯金」を源泉としております。当組合では資金を必要とする組合員の皆さま方

や、地方公共団体などにもご利用いただいております。

当組合は、地域の一員として、農業の発展と健康で豊かな地域社会の実現に向けて、

事業活動を展開しています。

また、ＪＡの総合事業を通じて各種金融機能・サービス等を提供するだけでなく、

地域の協同組合として、農業や助けあいを通じた社会貢献に努めています。

◇文化的・社会的貢献に関する事項

・小学生書道・図画コンクールの開催

・移動販売車による買物弱者支援

・地産地消を重視した地元量販店や学校給食への地元農作物の提供

・高齢者福祉活動への取組み

・老人ホーム等へ旬の果物等を届ける慰問活動

・顧問税理士による無料税務相談会の開催

・社会保険労務士による無料年金相談会の開催

・親子交通安全教室の開催

・地域イベント、地域活動への参加（まつり、ごみ拾い等）

◇利用者ネットワーク化への取り組み

・悠々倶楽部グラウンドゴルフ、ゲートボール大会の開催

・悠々倶楽「悠々ツアー」の開催

・「アンパンマンこどもくらぶ」加入者対象への優待旅行の実施

・女性部による若い世代の「仲間づくり」を目的とした“女性講座”開講

・青壮年部協議会の設立よる協同意識向上

◇情報提供活動

・毎月発行の広報誌「ＪＡ通信 あぶらんど萩」の発行

・地域営農情報、ＪＡ事業、各種キャンペーン等を発信するホームページの開設

・日本農業新聞を活用した的確な情報伝達
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８．リスク管理体制

◇リスク管理体制

〔リスク管理基本方針〕

組合員・利用者の皆さまに安心してＪＡをご利用いただくためには、より健全性

の高い経営を確保し、信頼性を高めていくことが重要です。

このため、有効な内部管理態勢を構築し、直面する様々なリスクに適切に対応す

べく「リスク管理基本方針」を策定し、認識すべきリスクの種類や管理体制と仕組

みなど、リスク管理の基本的な体系を整備しています。

また、この基本方針に基づき、収益とリスクの適切な管理、適切な資産自己査定

の実施などを通じてリスク管理体制の充実・強化に努めています。

① 信用リスク管理

信用リスクとは、信用供与先の財務状況の悪化等により、資産（オフ・バラン

スを含む。）の価値が減少ないし消失し、金融機関が損失を被るリスクのことで

す。当ＪＡは、個別の重要案件又は大口案件については理事会において対応方針

を決定しています。また、通常の貸出取引については、本店に融資審査部を設置

し各支店と連携を図りながら、与信審査を行っています。審査にあたっては、取

引先のキャッシュ・フローなどにより償還能力の評価を行うとともに、担保評価

基準など厳格な審査基準を設けて、与信判定を行っています。貸出取引において

資産の健全性の維持・向上を図るため、資産の自己査定を厳正に行っています。

不良債権については管理・回収方針を作成・実践し、資産の健全化に取り組んで

います。また、資産自己査定の結果、貸倒引当金については「債権の償却・引当

基準」に基づき必要額を計上し、資産及び財務の健全化に努めています。

② 市場リスク管理

市場リスクとは、金利、為替、株式等の様々な市場のリスク・ファクターの変

動により、資産・負債(オフ･バランスを含む。)の価値が変動し、損失を被るリス

ク、資産・負債から生み出される収益が変動し損失を被るリスクのことです。主

に金利リスク、価格変動リスクなどをいいます。金利リスクとは、金利変動に伴

い損失を被るリスクで、資産と負債の金利又は期間のミスマッチが存在している

中で金利が変動することにより、利益が低下ないし損失を被るリスクをいいます。

また、価格変動リスクとは、有価証券等の価格の変動に伴って資産価格が減少す

るリスクのことです。

当ＪＡでは、金利リスク、価格変動リスクなどの市場性リスクを的確にコント

ロールすることにより、収益化及び財務の安定化を図っています。このため、財

務の健全性維持と収益力強化とのバランスを重視したＡＬＭを基本に、資産・負

債の金利感応度分析などを実施し、金融情勢の変化に機敏に対応できる柔軟な財

務構造の構築に努めています。

とりわけ、有価証券運用については、市場動向や経済見通しなどの投資環境分

析及び当ＪＡの保有有価証券ポートフォリオの状況やＡＬＭなどを考慮し、理事

会において運用方針を定めるとともに、経営層で構成するＡＬＭ委員会を定期的

に開催して、日常的な情報交換及び意思決定を行っています。運用部門は、理事

会で決定した運用方針及びＡＬＭ委員会で決定された方針などに基づき、有価証

券の売買やリスクヘッジを行っています。運用部門が行った取引についてはリス

ク管理部門が適切な執行を行っているかどうかチェックし定期的にリスク量の測

定を行い経営層に報告しています。
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③ 流動性リスク管理

流動性リスクとは、運用と調達のミスマッチや予期せぬ資金の流出により、必

要な資金確保が困難になる、又は通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀

なくされることにより損失を被るリスク（資金繰りリスク）及び市場の混乱等に

より市場において取引ができないため、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により損失を被るリスク（市場流動性リスク）のことです。

当ＪＡでは、資金繰りリスクについては、運用・調達について月次の資金計画

を作成し、安定的な流動性の確保に努めています。また、市場流動性リスクにつ

いては、投資判断を行う上での重要な要素と位置づけ、商品ごとに異なる流動性

（換金性）を把握したうえで、運用方針などの策定の際に検討を行っています。

④ オペレーショナル・リスク管理

オペレーショナル・リスクとは、業務の過程、役職員の活動もしくは、システム

が不適切であること又は外生的な事象による損失を被るリスクのことです。 当Ｊ

Ａでは、収益発生を意図し能動的な要因により発生する信用リスクや市場リスク及

び流動性リスク以外のリスクで、受動的に発生する事務、システム、法務などにつ

いて事務処理や業務運営の過程において、損失を被るリスクと定義しています。事

務リスク、システムリスクなどについて、事務手続にかかる各種規程を理事会で定

め、その有効性について内部監査や監事監査の対象とするとともに、事故・事務ミ

スが発生した場合は速やかに状況を把握して理事会に報告する体制を整備して、リ

スク発生後の対応及び改善が迅速・正確に反映ができるよう努めています。

⑤ 事務リスク管理

事務リスクとは、役職員が正確な事務を怠る、あるいは事故・不正等を起こすこ

とにより金融機関が損失を被るリスクのことです。当ＪＡでは、業務の多様化や事

務量の増加に対応して、正確な事務処理を行うため事務マニュアルを整備するとと

もに、自主検査・自店検査を実施し事務リスクの削減に努めています。また、事故

・事務ミスが発生した場合には、発生状況を把握し改善を図るとともに、内部監査

により重点的なチェックを行い、再発防止策を実施しています。

⑥ システムリスク管理

システムリスクとは、コンピュータシステムのダウン又は誤作動等、システムの

不備に伴い金融機関が損失を被るリスク、さらにコンピュータが不正に使用される

ことにより金融機関が損失を被るリスクのことです。当ＪＡでは、コンピュータシ

ステムの安定稼働のため、安全かつ円滑な運用に努めるとともに、システムの万一

の災害・障害等に備え、「コンティンジェンシープラン」を策定しています。
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〔リスク管理体制図〕

◇法令遵守体制

〔コンプライアンス基本方針〕

利用者保護への社会的要請が高まっており、また最近の企業不祥事に対する社会

の厳しい批判に鑑みれば、組合員・利用者からの信頼を得るためには、法令等を遵

守し、透明性の高い経営を行うことがますます重要になっています。

このため、コンプライアンス（法令等遵守）を経営の重要課題のひとつとして位

置づけ、この徹底こそが不祥事を未然に防止し、ひいては組織の信頼性向上に繋が

るとの観点にたち、コンプライアンスを重視した経営に取り組みます。

〔コンプライアンス運営態勢〕

コンプライアンス態勢全般にかかる検討・審議を行うため、代表理事組合長を委

員長とするコンプライアンス委員会を設置するとともに、コンプライアンスの推進

を行うため、本店各部門・各支店にコンプライアンス推進担当者を設置しています。

基本姿勢及び遵守すべき事項を記載した手引書「コンプライアンス・マニュアル」

を策定し、研修会を行い全役職員に徹底しています。

毎年度、コンプライアンス・プログラムを策定し、実効ある推進に努めるととも

に、統括部署を設置し、その進捗管理を行っています。



- 20 -

◇金融ＡＤＲ制度への対応

① 苦情処理措置の内容

当ＪＡでは、苦情処理措置として、業務運営体制・内部規則等を整備のうえ、

その内容をホームページ・チラシ等で公表するとともに、ＪＡバンク相談所やＪ

Ａ共済連とも連携し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。

当ＪＡの苦情等受付窓口

本所金融部 （ 電話：0838-22-3738 ）

佐々並支所 （ 電話：0838-56-0311 ）

萩 支所 （ 電話：0838-22-3737 ）

大島支所 （ 電話：0838-28-0583 ）

三見支所 （ 電話：0838-27-0311 ）

大井支所 （ 電話：0838-28-0221 ）

見島支所 （ 電話：0838-23-2021 ）

明木支所 （ 電話：0838-55-0311 ）

川上支所 （ 電話：0838-54-2211 ）

高俣支所 （ 電話：08388-8-0311 ）

吉部支所 （ 電話：08388-6-0331 ）

福川支所 （ 電話：0838-52-0211 ）

紫福支所 （ 電話：0838-53-0311 ）

奈古支所 （ 電話：08388-2-3131 ）

福賀支所 （ 電話：08388-5-0311 ）

須佐支所 （ 電話：08387-6-3111 ）

小川支所 （ 電話：08387-4-0121 ）

江崎支所 （ 電話：08387-2-0355 ）

② 紛争解決措置の内容

当ＪＡでは、紛争解決措置として、次の外部機関を利用しています。

・信用事業

山口県弁護士会仲裁センター （電話：083-922-0087）

広島弁護士会仲裁センター （電話：082-225-1600）

福岡県弁護士会紛争解決センター（北九州）（電話：093-561-0360）

（福 岡）（電話：092-741-3208）

（久留米）（電話：0942-30-0144）

東京弁護士会紛争解決センター （電話：03-3581-0031）

第一東京弁護士会仲裁センター （電話：03-3595-8588）

第二東京弁護士会仲裁センター （電話：03-3581-2249）

総合紛争解決センター（大阪府）

①の窓口または山口県ＪＡバンク相談所（電話：083-902-7507）にお申し出く

ださい。なお，広島弁護士会仲裁センター，福岡県弁護士会紛争解決センター、

東京弁護士会紛争解決センター、第一東京弁護士会仲裁センター、第二東京弁

護士会仲裁センターについては，各弁護士会に直接紛争解決をお申し立ていた

だくことも可能です。

・共済事業

㈳日本共済協会 共済相談所 （電話：03-5368-5757）
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㈶自賠責保険･共済紛争処理機構 （電話：本部03-5296-5031）

㈶日弁連交通事故相談センター （電話：本部03-3581-4724）

㈶交通事故紛争処理センター （電話：東京本部03-3346-1756）

最寄りの連絡先については、上記または①の窓口にお問い合わせ下さい。

◇内部監査体制

当ＪＡでは、内部監査部門を被監査部門から独立して設置し、経営全般にわたる

管理及び各部門の業務の遂行状況を、内部管理態勢の適切性と有効性の観点から検

証・評価し、改善事項の勧告などを通じて業務運営の適切性の維持・改善に努めて

います。

また、内部監査は、ＪＡの本店・支店のすべてを対象とし、中期及び年度の内部

監査計画に基づき実施しています。監査結果は代表理事組合長及び監事に報告した

のち被監査部門に通知され、定期的に被監査部門の改善取り組み状況をフォローア

ップしています。また、監査結果の概要を定期的に理事会に報告することとしてい

ますが、特に重要な事項については、直ちに理事会、代表理事組合長、監事に報告

し、速やかに適切な措置を講じています。
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９．自己資本の状況

◇自己資本比率の状況

当ＪＡでは、多様化するリスクに対応するとともに、組合員や利用者のニーズに

応えるため、財務基盤の強化を経営の重要課題として取り組んでいます。内部留保

に努めるとともに、不良債権処理及び業務の効率化等に取り組んだ結果、平成25年3

月末における自己資本比率は、15.93％となりました。

◇経営の健全性の確保と自己資本の充実

当ＪＡの自己資本は、組合員の普通出資によっています。

○普通出資による資本調達額 1,246百万円（前年度1,264百万円）

当ＪＡは、「自己資本比率算出要領」を制定し、適正なプロセスにより正確な自

己資本比率を算出して、当ＪＡが抱える信用リスクやオペレーショナル・リスクの

管理及びこれらのリスクに対応した十分な自己資本の維持を図るとともに、内部留

保の積み増しにより自己資本の充実に努めています。

また、平成19年度から、信用リスク、オペレーショナル・リスク、金利リスクな

どの各種リスクを個別の方法で質的または量的に評価し、リスクを総体的に捉え、

自己資本と比較・対照し、自己資本充実度を評価することにより、経営の健全性維

持・強化を図っております。

（単位：百万円、％）
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１０．主な事業の内容

（１）主な事業の内容

〔信用事業〕

信用事業は、貯金、貸出、為替などいわゆる銀行業務といわれる内容の業務を行

っています。この信用事業は、ＪＡ・信連・農林中金という３段階の組織が有機的

に結びつき、「ＪＡバンク」として大きな力を発揮しています。

◇貯金業務

組合員の方はもちろん、地域住民の皆さまや事業主の皆さまからの貯金をお

預かりしています。普通貯金、当座貯金、定期貯金、定期積金、総合口座など

の各種貯金を目的・期間・金額にあわせてご利用いただいています。

また、公共料金、都道府県税、市町村税、各種料金のお支払い、年金のお受

け取り、給与振込等もご利用いただけます。
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◇貸出業務

農業専門金融機関として、農業の振興を図るための農業関連資金はもとより、

組合員の皆さまの生活を豊かにするための生活改善資金等を融資しています。

また、地域金融機関の役割として、地域住民の皆さまの暮らしに必要な資金

や、地方公共団体、農業関連産業・地元企業等、農業以外の事業へも必要な資

金を貸し出し、農業の振興はもとより、地域社会の発展のために貢献していま

す。

さらに、株式会社日本政策金融公庫をはじめとする政府系金融機関等の代理

貸付、個人向けローンも取り扱っています。
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◇為替業務

全国のＪＡ・信連・農林中金の店舗を始め、全国の銀行や信用金庫などの各

店舗と為替網で結び、当ＪＡの窓口を通して全国のどこの金融機関へでも振込

・送金や手形・小切手等の取立が安全・確実・迅速にできます。
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◇国債窓口販売業務

皆様の幅広い運用ニーズにお応えするため、国債公共債の窓販業務を行って

おります。お気軽にご相談下さい。

◇その他業務及びサービス

○給与振込

毎月の給与やボーナスが、ご指定の貯金口座に自動的に振込まれます。

○年金自動受取

国民年金、厚生年金、共済組合年金等の各種年金のお受取りは、近くて便

利なＪＡをご利用下さい。

また、年金に関するご相談も行っておりますのでお気軽にご相談して下さ

い。

さらに、当ＪＡでは年金受給者を対象に「悠々倶楽部」をつくり、年金受

給者の活動を積極的に支援しています。

○公共料金自動支払

電気、電話、水道などの公共料金を、ご指定の貯金口座から自動的にお支

払い致します。集金日を気にせずお勤めや外出ができます。

○ＪＡカード

ショッピングやレジャーなど、お客様のサイン一つで「簡単に・便利に・

安心して」ご利用 いただけるクレジットカードです。

○ＪＡキャッシュカード

全国のＪＡはもちろん、銀行、セブン・イレブンやイトーヨーカドー等に

設置されたセブン銀行のＡＴＭなどで、現金のお引出しや残高照会などの取

引をご利用いただけます。また、キャッシュカード機能とクレジットカード

機能が１枚になった便利なＪＡカード（一体型）もご利用いただけます。

◇手数料一覧

○国内為替手数料
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○貯金業務に関する手数料
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○自動化機器利用手数料・ＡＴＭ利用手数料

※ＣＤ・ＡＴＭの稼働日・時間帯につきましては、店舗によって異なります。時間外のご利

用には、別途手数料がかかる場合がございます。各キャッシュサービスコーナーでご確認

下さい。

※セブン銀行ＡＴＭの営業時間（原則24時間稼働）のうち、ＪＡバンク利用者が利用できな

い時間帯（特に深夜から早朝の時間帯）があります。

○貸出金に関する手数料

○その他の業務に関する手数料
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〔共済事業〕

ＪＡ共済は、ＪＡが行う地域密着型の総合事業の一環として、組合員・利用者の

皆様の生命・傷害・家屋・財産を相互扶助によりトータルに保障しています。事業

実施当初から生命保障と損害保障の両方を実施しており、個人の日常生活のうえで

必要とされるさまざまな保障・ニーズにお応えできます。

ＪＡ共済では、生命・建物・自動車などの各種共済による生活総合保障を展開し

ています。
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〔農業関連事業〕

◆販売事業

生産者から消費者へ新鮮で安心・安全な農畜産物をお届けする事業を行ってい

ます。ＪＡあぶらんど萩独自販売米目標10万俵を目指し、管内はもとより鹿児島

への販路拡充や新潟県魚沼などの県外、海外への販路拡大も進めます。青果物・

畜産物については「あぶらんど萩ブランド」の確立に努めています。
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◆購買事業

営農指導部門、販売部門と連携を図り「安全・安心・新鮮・美味しい」農畜産

物生産に必要な資材の安定供給と適正価格での供給に努めています。

◆加工事業

畜産農家の家畜排泄物の適正処理と土づくりを基本とした良質な堆肥生産に努

め、耕畜連携を図り循環型農業の推進に努めています。

◆利用事業

・共同乾燥施設

共同乾燥施設の有利性を生かし、高品質な米・大豆・麦のロット拡大に努め

るとともに、利用者の利便性の向上に努めています。

・育苗施設

技術向上による良質で安価な苗の供給に努めています。

・選果施設

きめ細やかな選別による品質向上と計画出荷を図っています。

・冷蔵保管施設

冷蔵庫の有効利用による農作物の品質管理、出荷調整を図り、有利販売に努

めています。

〔指導事業〕

◆営農指導

素早く的確な対応、情報提供や要望への迅速な対応が行える体制の確立を図っ

ています。生産面では、生産部会等と密接な連携、生産履歴記帳運動、残留農薬

自主検査を徹底するとともに、実儒者と結びついた新規作物導入にも積極的に取

組むとともに、エコ農産物を推進し、消費者に末永く愛され信頼される“あぶら

んど萩ブランド”を確立し地域農業の振興を図っています。

◆生活指導

女性部組織との連携により、食農教育の一環として「食」と「農」への理解を

深め、地域住民との交流を図っています。

〔生活関連事業〕

◆介護保険事業

住み慣れた地域で家族と安心して暮らしたいという気持ちに応えるため、福祉

関係機関と連携し、高齢者福祉事業及び介護事業の充実と質の向上に取り組んで

います。

◆店舗事業

国の補助事業を活用した買い物支援事業の取り組みのほか、組合員・利用者の

視点に立った事業を行いＪＡ利用の満足度の向上をめざして、信頼・期待される

生活購買事業を展開しています。また、エコ商品の普及推進に努めています。
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〔子会社〕

◆有限会社山口阿武農協加工場

ゼリー・ゴマ・醤油・味噌・もち等の製造、販売を行っています。

◆萩青果株式会社

野菜、果実、鶏卵類の受託販売及び買付並びに卸売業務を行っています。

◆株式会社ＪＡサービス萩

石油・石油製品・ＬＰガスの販売及びコンビニ経営を行っています。

（２）系統セーフティネット（貯金者保護の取り組み）

当ＪＡの貯金は、ＪＡバンク独自の制度である「破綻未然防止システム」と公的

制度である「貯金保険制度（農水産業協同組合貯金保険制度）」との２重のセーフ

ティネットで守られています。

◇「ＪＡバンクシステム」の仕組み

ＪＡバンクは、全国のＪＡ・信連・農林中央金庫（ＪＡバンク会員）で構成する

グループの名称です。組合員・利用者の皆さまに、便利で安心な金融機関として

ご利用いただけるよう、ＪＡバンク会員の総力を結集し、実質的にひとつの金融

機関として活動する「ＪＡバンクシステム」を運営しています。

「ＪＡバンクシステム」は「破綻未然防止システム」と「一体的事業推進」を

２つの柱としています。

◇「破綻未然防止システム」の機能

「破綻未然防止システム」は、ＪＡバンク全体としての信頼性を確保するため

の仕組みです。ＪＡバンク法（農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による

信用事業の再編及び強化に関する法律）に基づき、「ＪＡバンク基本方針」を定

め、ＪＡの経営上の問題点の早期発見・早期改善のため、国の基準よりもさらに

厳しいＪＡバンク独自の自主ルール基準（達成すべき自己資本比率の水準、体制

整備など）を設定しています。

また、ＪＡバンク全体で個々のＪＡの経営状況をチェックすることにより適切

な経営改善指導を行います。

◇「一体的な事業推進」の実施

良質で高度な金融サービスを提供するため、ＪＡバンクとして商品開発力・提

案力の強化、共同運営システムの利用、全国統一のＪＡバンクブランドの確立等

の一体的な事業推進の取り組みをしています。

◇貯金保険制度

貯金保険制度とは、農水産業協同組合が貯金などの払い戻しができなくなった

場合などに、貯金者を保護し、また資金決済の確保を図ることによって、信用秩

序の維持に資することを目的とする制度で、銀行、信金、信組、労金などが加入

する「預金保険制度」と同様な制度です。
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【経営資料】

Ⅰ 決算の状況

１．貸借対照表

（単位：千円）
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（単位：千円）
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２．損益計算書

（単位：千円）
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（単位：千円）
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（単位：千円）
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３．キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）
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（単位：千円）
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４．注記表
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８ 税効果 (1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳等

会計に関す ① 繰延税金資産及び繰延税金負債の内訳

る注記 繰延税金資産

貸倒引当金超過額 378,559千円

退職給付引当金超過額 67,704千円

未収貸付金利息 33,876千円

減損損失否認額 18,013千円

賞与引当金超過額 17,117千円

繰越欠損金 150,648千円

その他 30,508千円

繰延税金資産小計 696,429千円

評価性引当額 △652,109千円

繰延税金資産合計（Ａ） 44,320千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 64,387千円

繰延税金負債合計（Ｂ) 64,387千円

繰延税金負債の純額（Ｂ）－（Ａ） 20,067千円

② 法定実効税率と法人税等負担率との差異の主な原因

法定実効税率 29.39％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 3.06

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △1.64

住民税均等割額 1.08

評価性引当額の増減 △33.69

その他 △0.72

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △1.08％

９ キャッ (1) 現金及び現金同等物の注記

シュ・フロ キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、貸借対照表上の「現金」

ー計算書に 及び「預金」のうち当座預金、普通預金及び通知預金となっています。

関する注記
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５．剰余金処分計算書

（注）１．普通出資に対する配当金は、次のとおりです。

普通出資に対する配当の割合

平成23年度 1.5％

平成24年度 1.5％

２．目的積立金の種類、積立目的、積立目標額、積立基準等は次のとおりです。

３．次期繰越剰余金には、営農指導、生活・文化改善事業の費用に充てるための繰越

額１千３百万円が含まれています。

平成23年度 3,000,000円

平成24年度 13,000,000円
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６．部門別損益計算書（平成24年度）
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Ⅱ 損益の状況

１．最近の５事業年度の主要な経営指標

（単位：千円、口、人、％）

（注）１．経常収益は各事業収益の合計額を表しています。

２．当期剰余金は、銀行等の当期利益に相当するものです。

３．信託業務の取り扱いは行っていません。

２．利益総括表

（単位：千円、％）
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３．資金運用収支の内訳

（単位：千円、％）

（注）１．総資金利ざや＝資金運用利回り-資金調達原価率（資金調達利回+経費率）

２．資金運用勘定の利息欄の預金には、信連（又は中金）からの事業利用分量

配当金、貯蓄増強奨励金、特別対策奨励金等奨励金が含まれています。

４．受取・支払利息の増減額

（単位：千円）

（注）１．増減額は前年度対比です。

２．受取利息の預金には、信連（又は中金）からの事業利用分量配当金、貯蓄

増強奨励金、特別対策奨励金等奨励金が含まれています。
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Ⅲ 事業の概況

１．信用事業

（１）貯金に関する指標

① 科目別貯金平均残高

（単位：百万円，％）

（注）１．流動性貯金＝当座貯金＋普通貯金＋貯蓄貯金＋通知貯金

２．定期性貯金＝定期貯金＋定期積金

３．（ ）内は構成比です。

② 定期貯金残高

（単位：百万円，％）

（注）１．固定金利定期：預入時に満期日までの利率が確定する定期貯金

２．変動金利定期：預入期間中の市場金利の変化に応じて金利が変動する定期

貯金

３．（ ）内は構成比です。

（２）貸出金等に関する指標

① 科目別貸出金平均残高

（単位：百万円）
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② 貸出金の金利条件別内訳残高

（単位：百万円）

（注）（ ）内は構成比です。

③ 貸出金の担保別内訳残高

（単位：百万円）

④ 債務保証見返額の担保別内訳残高

（単位：百万円）



- 57 -

⑤ 貸出金の使途別内訳残高

（単位：百万円）

（注）（ ）内は構成比です。

⑥ 貸出金の業種別残高

（単位：百万円）

（注）（ ）内は構成比（貸出金全体に対する割合）です。
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⑦ 主要な農業関係の貸出金残高

１） 営農類型別

（単位：百万円）

(注)１．農業関係の貸出金とは，農業者，農業法人および農業関連団体等に対する

農業生産・農業経営に必要な資金や，農産物の生産・加工・流通に関係す

る事業に必要な資金等が該当します。

なお，上記⑥の貸出金の業種別残高の「農業」は，農業者や農業法人等に

対する貸出金の残高です。

２．「その他農業」には，複合経営で主たる業種が明確に位置づけられない者，

農業サービス業，農業所得が従となる農業者等が含まれています。

３．「農業関連団体等」には，ＪＡや全農(経済連)とその子会社等が含まれて

います。

２） 資金種類別

〔貸出金〕

（単位：百万円）

(注)１．プロパー資金とは，当組合原資の資金を融資しているもののうち，制度資金

以外のものをいいます。

２．農業制度資金には，①地方公共団体が直接的または間接的に融資するもの，

②地方公共団体が利子補給等を行うことでJAが低利で融資するもの，③日本政

策金融公庫が直接融資するものがあり，ここでは①の転貸資金と②を対象とし

ています。

３．その他制度資金には，農業経営改善促進資金(スーパーＳ資金)や農業経営負

担軽減支援資金などが該当します。
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〔受託貸付金〕

（単位：百万円）

(注) 日本政策金融公庫資金は，農業（旧農林漁業金融公庫）にかかる資金をいいま

す。

⑧ リスク管理債権の状況

（単位：千円）

(注)１．破綻先債権

元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により

元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しな

かった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」

という。）のうち、法人税法施行令第96条第１項第３号のイからホまでに掲げ

る事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金）をいいます。

２．延滞債権

未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援

を図ることを目的として利息の支払を猶予したもの以外の貸出金をいいます。

３．３ヵ月以上延滞債権

元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３ヵ月以上延滞している貸出金

で、破綻先債権および延滞債権に該当しないものをいいます。

４．貸出条件緩和債権

債務者の再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶

予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸

出金で、破綻先債権、延滞債権および３ヵ月以上延滞債権に該当しないものを

いいます。
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⑨ 金融再生法開示債権区分に基づく保全状況

（単位：千円）

(注) 上記の債権区分は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」（平成10年法律

第132号）第6条に基づき、債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として、次のとおり

区分したものです。なお、当JAは同法の対象とはなっていませんが、参考として同法の

定める基準に従い債権額を掲載しております。

①破産更生債権及びこれらに準ずる債権

法的破綻等による経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債

権

②危険債権

経営破綻の状況にはないが、財政状況の悪化等により元本および利息の回収ができ

ない可能性の高い債権

③要管理債権

３か月以上延滞貸出債権および貸出条件緩和貸出債権

④正常債権

上記以外の債権

⑩ 元本補てん契約のある信託に係る貸出金のリスク管理債権の状況

該当する取引はありません。

⑪ 貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額

（単位：千円）
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⑫ 貸出金償却の額

（単位：千円）

（３）内国為替取扱実績

（単位：件、千円）

（４）有価証券に関する指標

① 種類別有価証券平均残高

（単位：千円）

（注）貸付有価証券は有価証券の種類ごとに区分して記載しています。

② 商品有価証券種類別平均残高

該当する取引はありません。

③ 有価証券残存期間別残高

（単位：千円）
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（５）有価証券等の時価情報等

① 有価証券の時価情報等

（単位：千円）

（注）１．時価は期末日における市場価格等によっております。

２．取得価額は取得原価又は償却原価によっています。

３．売買目的有価証券については、時価を貸借対照表価額とし、評価損益につ

いては当期の損益に含めています。

４．満期保有目的の債券については、取得価額を貸借対照表価額としてと計上

しております。

５．その他有価証券については時価を貸借対照表価額としております。

② 金銭の信託の時価情報等

（単位：千円）

（注）１．時価は期末日における市場価格等によっております。

２．取得価額は、取得原価又は償却原価によっています。

３．運用目的の金銭の信託については、時価を貸借対照表価額とし、評価損益

については当期の損益に含めています。

４．満期保有目的の金銭の信託については、取得価額を貸借対照表価額として

計上しております。

５．その他の金銭の信託については時価を貸借対照表価額としております。

③ デリバティブ取引、金融等デリバティブ取引、有価証券関連店頭デリバティ

ブ取引

該当する取引はありません。
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２．共済取扱実績

（１）長期共済新契約高・長期共済保有高

（単位：千円）

（注）金額は、保障金額（がん共済はがん死亡共済金額、医療共済及び定期医療共済

は死亡給付金額（付加された定期特約金額等を含む）、年金共済は付加された定

期特約金額）を表示しています。

（２）医療系共済の入院共済金額保有高

（単位：千円）

（注）金額は、入院共済金額を表示しています。

（３）年金共済の年金保有高

（単位：千円）

（注）金額は、年金年額（利率変動型年金にあっては、最低保証年金額）を表示して

います。
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（４）短期共済新契約高

（単位：千円）

（注）１．金額は、保障金額を表示しています。

２．自動車共済、賠償責任共済、自賠責共済は掛金総額です。
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３．農業関連事業取扱実績

（１）買取購買品（生産資材）取扱実績

（単位：千円）

（２）受託販売品取扱実績

（単位：千円）

（３）農業倉庫事業取扱実績

（単位：千円）
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（４）利用事業取扱実績

（単位：千円）

（５）加工事業取扱実績

（単位：千円）
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４．生活その他事業取扱実績

（１）買取購買品（生活物資）取扱実績

（単位：千円）

（２）介護事業取扱実績

（単位：千円）

５．指導事業

（単位：千円）
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Ⅳ 経営諸指標

１．利益率

（単位：％）

（注）１．総資産経常利益率＝経常利益／総資産（債務保証見返を除く）平均残高×100

２．資本経常利益率＝経常利益／純資産勘定平均残高×100

３．総資産当期純利益率

＝当期剰余金（税引後）／総資産（債務保証見返りを除く）平均残高×100

４．資本当期純利益率＝当期剰余金（税引後）／純資産勘定平均残高×100

２．貯貸率・貯証率

（単位：％）

（注）１．貯貸率（期 末）＝貸出金残高／貯金残高×100

４．貯貸率（期中平均）＝貸出金平均残高／貯金平均残高×100

５．貯証率（期 末）＝有価証券残高／貯金残高×100

４．貯証率（期中平均）＝有価証券平均残高／貯金平均残高×100
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Ⅴ 自己資本の充実の状況

１．自己資本の構成に関する事項

（単位：千円、％）
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(注)

１．平成18年3月28日金融庁・農林水産省告示第２号「農業協同組合等がその健全性を判断

するための基準」に定められた算式に基づき算出したものです。

２．当ＪＡは、信用リスク・アセット額の算出にあっては標準的手法、適格金融資産担保

の適用については信用リスク削減手法の簡便手法を、オペレーショナル・リスク相当額

の算出にあたっては基礎的手法を採用しています。

３．当ＪＡが有するすべての自己資本とリスクを対比して、自己資本比率を計算していま

す。
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２．自己資本の充実度に関する事項

① 信用リスクに対する所要自己資本の額及び区分ごとの内訳

（単位：千円、％）

(注）

１．「リスク・アセット額」の欄には、信用リスク削減効果適用後のリスク・アセット額

を原エクスポージャーの種類ごとに記載しています。

２．「エクスポージャー」とは、リスクにさらされている資産（オフ・バランスを含む）

のことをいい、具体的には貸出金や有価証券等が該当します。

３．「三月以上延滞等」とは，元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ月以上延
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滞している債務者に係るエクスポージャー及び「金融機関向け及び第一種金融商品取引

業者向け」、「法人等向け」等においてリスク・ウエイトが150％になったエクスポージ

ャーのことです。

４．「証券化（証券化エクスポージャー）」とは、原資産にかかる信用リスクを優先劣後構

造のある二以上のエクスポージャーに階層化し、その一部または全部を第三者に移転す

る性質を有する取引にかかるエクスポージャーのことです。

５．「上記以外」には、現金・外国の中央政府及び中央銀行向け・国際決済銀行等向け・

外国の中央政府等以外の公共部門向け・国際開発銀行向け・取立未済手形・未決済取引

・その他の資産（固定資産等）が含まれます。

６．当ＪＡでは、オペレーショナル・リスク相当額の算出にあたって、基礎的手法を採用

しています。

＜オペレーショナル・リスク相当額を８％で除して得た額の算出方法（基礎的手法）＞

（粗利益（正の値の場合に限る）×15％）の直近3年間の合計額

÷ ８％

直近3年間のうち粗利益が正の値であった年数

３．信用リスクに関する事項

① 標準的手法に関する事項

当ＪＡでは自己資本比率算出にかかる信用リスク・アセット額は告示に定める標

準的手法により算出しています。また、信用リスク・アセットの算出にあたって、

リスク・ウエイトの判定に当たり使用する格付等は次のとおりです。

（ア）リスク・ウエイトの判定に当たり使用する格付けは，以下の適格格付機関によ

る依頼格付けのみ使用し、非依頼格付は使用しないこととしています。

適格格付機関

株式会社格付投資情報センター(Ｒ＆Ⅰ)

株式会社日本格付研究所(ＪＣＲ)

ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク(Ｍｏｏｄｙｓ)

スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシス (゙Ｓ＆Ｐ)

フィッチレーテングスリミテッド(Ｆｉｔｃｈ)

（注）「リスク・ウエイト」とは、当該資産を保有するために必要な自己資本額を算出

するための掛目のことです。

（イ）リスク・ウエイトの判定に当たり使用する適格格付機関の格付またはカントリ

ー・リスク・スコアは、主に以下のとおりです。

エクスポージャー 適格格付機関 カントリー・リスク・スコア

金融機関向けエクスポージャー 日本貿易保険

法人等向けエクスポージャー R＆I，Moody's，JCR，S&P，Fi

(長期) tch

法人等向けエクスポージャー R＆I，Moody's，JCR，S&P，Fi

(短期) tch
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② 信用リスクに関するエクスポージャー(地域別,業種別,残存期間別)及び三月以

上延滞エクスポージャーの期末残高

（単位：千円）

(注）

１．信用リスクに関するエクスポージャーの残高には、資産並びにオフ・バランス取引及

び派生商品取引の与信相当額を含みます。

２．「貸出金等」とは、貸出金のほか、コミットメント及びその他のデリバティブ以外の

オフ・バランスシート・エクスポージャーを含んでいます。「コミットメント」とは、

契約した期間および融資枠の範囲でお客様のご請求に基づき、金融機関が融資を実行す

る契約のことをいいます。「貸出金等」にはコミットメントの融資可能残額も含めてい

ます。
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３．「店頭デリバティブ」とは、スワップ等の金融派生商品のうち相対で行われる取引の

ものをいいます。

４．「三月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日か

ら３カ月以上延滞しているエクスポージャーをいいます。

５．「その他」には、ファンドのうち個々の資産の把握が困難な資産や固定資産等が該当

します。

③ 貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額

（単位：百万円）

④ 業種別の個別貸倒引当金の期末残高・期中増減額及び貸出金償却の額

（単位：百万円）
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⑤ 信用リスク削減効果勘案後の残高及び自己資本控除額

（単位：百万円）

(注)

１．｢格付あり｣にはエクスポージャーのリスク・ウエイト判定において格付を使用してい

るもの、｢格付なし｣にはエクスポージャーのリスク・ウエイト判定において格

付を使用していないものを記載しています。なお、格付は適格格付機関による依頼

格付のみ使用しています。

２．自己資本控除額には、非同時決済取引に係る控除額、信用リスク削減手法として用い

る保証又はクレジット・デリバティブの免責額に係る控除額があります。
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４．信用リスク削減手法に関する事項

① 信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続の概要

「信用リスク削減手法」とは、自己資本比率算出における信用リスク・アセット

額の算出において、エクスポージャーに対して一定の要件を満たす担保や保証等が

設定されている場合に、エクスポージャーのリスク・ウエイトに代えて、担保や保

証人に対するリスク・ウエイトを適用するなど信用リスク・アセット額を軽減する

方法です。

当ＪＡでは、信用リスク削減手法を「自己資本比率算出要領」にて定めています。

信用リスク削減手法として、「適格金融資産担保」、「保証」、「貸出金と自組合貯金

の相殺」を適用しています。

適格金融資産担保付取引とは、エクスポージャーの信用リスクの全部または一部

が、取引相手または取引相手のために第三者が提供する適格金融資産担保によって

削減されている取引をいいます。当ＪＡでは、適格金融資産担保取引について信用

リスク削減手法の簡便手法を用いています。

保証については、被保証債権の債務者よりも低いリスク・ウエイトが適用される

中央政府等、我が国の地方公共団体、地方公共団体金融機構、我が国の政府関係機

関、外国の中央政府以外の公共部門、国際開発銀行、及び金融機関または第一種金

融商品取引業者、これら以外の主体で長期格付がA-またはA3以上の格付を付与して

いるものを適格保証人とし、エクスポージャーのうち適格保証人に保証された被保

証部分について、被保証債権のリスク・ウエイトに代えて、保証人のリスク･ウエ

イトを適用しています。

貸出金と自組合貯金の相殺については，①取引相手の債務超過、破産手続開始の

決定その他これらに類する事由にかかわらず、貸出金と自組合貯金の相殺が法的に

有効であることを示す十分な根拠を有していること、②同一の取引相手との間で相

殺契約下にある貸出金と自組合貯金をいずれの時点においても特定することができ

ること、③自組合貯金が継続されないリスクが監視及び管理されていること、④貸

出金と自組合貯金の相殺後の額が、監視および管理されていること、の条件をすべ

て満たす場合に、相殺契約下にある貸出金と自組合貯金の相殺後の額を信用リスク

削減手法適用後のエクスポージャー額としています。

担保に関する評価及び管理方針は、一定のルールのもと定期的に担保確認及び評

価の見直し行っています。なお、主要な担保の種類は自組合貯金です。
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② 信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャーの額

（単位：千円）

(注)

１．「エクスポージャー」とは、リスクにさらされている資産（オフ・バランスを含む）

のことをいい、主なものとしては貸出金や有価証券等が該当します。

２．「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ月以上延

滞している債務者に係るエクスポージャー及び「金融機関向け及び第一種金融商品取引

業者向け」、「法人等向け」等においてリスク・ウエイトが150％になったエクスポージ

ャーのことです。

３．「証券化（証券化エクスポージャー）」とは、原資産にかかる信用リスクを優先劣後構

造のある二以上のエクスポージャーに階層化し、その一部または全部を第三者に移転す

る性質を有する取引にかかるエクスポージャーのことです。

４．「上記以外」には、現金・外国の中央政府及び中央銀行向け・国際決済銀行等向け・

外国の中央政府等以外の公共部門向け・国際開発銀行向け・取立未済手形・未決済取引

・その他の資産（固定資産等）が含まれます。

５.「クレジット・デリバティブ」とは、第三者（参照組織）の信用リスクを対象に、信用

リスクを回避したい者（プロテクションの買い手）と信用リスクを取得したい者（プロ

テクションの売り手）との間で契約を結び、参照組織に信用事由（延滞・破産など）が

発生した場合にプロテクションの買い手が売り手から契約に基づく一定金額を受領する

取引をいいます。

５．派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項

該当する取引はありません。

６．証券化エクスポージャーに関する事項

該当する取引はありません。
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７．出資等エクスポージャーに関する事項

① 出資等エクスポージャーに関するリスク管理の方針及び手続の概要

「出資等」とは、主に貸借対照表上の有価証券勘定及び外部出資勘定の株式又は

出資として計上されているものであり、当ＪＡにおいては、これらを①子会社およ

び関連会社株式、②その他有価証券、③系統および系統外出資に区分して管理して

います。

① 子会社および関連会社については、経営上も密接な連携を図ることにより、

当ＪＡの事業のより効率的運営を目的として、株式を保有しています。これら

の会社の経営については毎期の決算書類の分析の他、毎月定期的な連絡会議を

行う等適切な業況把握に努めています。

② その他の有価証券については中長期的な運用目的で保有するものであり、適

切な市場リスクの把握およびコントロールに努めています。具体的には、市場

動向や経済見通しなどの投資環境分析及びポートフォリオの状況やＡＬＭなど

を考慮し、理事会で運用方針を定めるとともに経営層で構成するＡＬＭ委員会

を定期的に開催して、日常的な情報交換及び意思決定を行っています。運用部

門は理事会で決定した運用方針及びＡＬＭ委員会で決定された取引方針などに

基づき、有価証券の売買やリスクヘッジを行っています。運用部門が行った取

引については企画管理部門が適切な執行を行っているかどうかチェックし定期

的にリスク量の測定を行い経営層に報告しています。

③ 系統出資については、会員としての総会等への参画を通じた経営概況の監督

に加え、日常的な協議を通じた連合会等の財務健全化を求めており、系統外出

資についても同様の対応を行っています。

なお、これらの出資等の評価等については、①子会社および関連会社について

は、取得原価を記載し、毀損の状況に応じて子会社等損失引当金を、②その他有

価証券については時価評価を行った上で、取得原価との評価差額については、「そ

の他有価証券評価差額金」として純資産の部に計上しています。③系統および系

統外出資については、取得原価を記載し、毀損の状況に応じて外部出資等損失引

当金を設定しています。また、評価等重要な会計方針の変更等があれば、注記表

にその旨記載することとしています。

② 出資等エクスポージャーの貸借対照表計上額及び時価

（単位：千円）

③ 出資等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益

（単位：千円）
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④ 貸借対照表で認識され、損益計算書で認識されない評価損益の額（保有目的区分

をその他有価証券としている株式・出資の評価損益等）

（単位：千円）

⑤ 貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額（子会社・関連会社株式

の評価損益等）

（単位：千円）
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８．金利リスクに関する事項

① 金利リスクの算定方法の概要

金利リスクとは、金利変動に伴い損失を被るリスクで、資産と負債の金利又は期

間のミスマッチが存在する中で金利が変動することにより、利益が減少ないし損失

を被るリスクをいいます。

当ＪＡでは、金利リスク量を計算する際の基本的な事項を「金利リスク量計算要

領」に、またリスク情報の管理・報告にかかる事項を「余裕金運用等にかかるリス

ク管理手続」に定め、適切なリスクコントロールに努めています。具体的な金利リ

スクの算定方法、管理方法は以下のとおりです。

・市場金利が上下に99％タイル値、1%タイル値、変動した時（ただし0％を下限）

に発生する経済価値の変化額（低下額）を金利リスク量として毎月算出してい

ます。

・要求払貯金の金利リスク量は、明確な金利改定間隔がなく、貯金者の要求によ

って随時払い出される要求払貯金のうち、引き出されることなく長期間金融機

関に滞留する貯金をコア貯金と定義し、①過去5年の最低残高、②過去5年の最

大年間流出量を現残高から差し引いた残高、③現残高の50％相当額のうち、最

小の額を上限とし、0～5年の期間に均等に振り分けて（平均残存2.5年）リスク

量を算定しています。

・金利リスクは、運用勘定の金利リスク量と調達勘定の金利リスク量を相殺して

算定します。

金利リスク＝運用勘定の金利リスク量＋調達勘定の金利リスク量（△）

算出した金利リスク量は毎月経営層に報告するとともに、四半期ごとにＡＬＭ委

員会および理事会に報告して承認を得ています。また、これらの情報を踏まえ、四

半期ごとに運用方針を策定しています。

② 金利ショックに対する損益・経済価値の増減額

（単位：千円）



- 81 -

Ⅵ 連結情報

１．グループの概況

（１）グループの事業系統図

ＪＡあぶらんど萩のグループは、当ＪＡ、子会社３社で構成されています。

このうち、当年度及び前年度において連結自己資本比率を算出する対象となる

連結子会社は３社です。なお、連結自己資本比率を算出する対象となる連結グル

ープと、連結財務諸表規則に基づき連結の範囲に含まれる会社に、相違はありま

せん。

加工関連事業

販売関連事業

石油関連事業

（２）子会社等の状況

（単位：千円、％）

（３）連結事業概況（平成24年度）

① 事業の概況

平成24年度の当ＪＡの連結決算は、子会社2社を連結しております。

連結決算の内容は、連結経常収益7,285,499千円、連結当期剰余金257,396千円、

連結純資産4,747,892千円、連結総資産73,927,295千円で、連結自己資本比率は1

6.11％となりました。

ＪＡあぶらんど萩
〔ＪＡ〕

◇本所・支所 17カ所

◇営農事務所 3カ所

〔子会社〕
有限会社山口阿武農協加工場
萩青果株式会社
株式会社ＪＡサービス萩
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② 連結子会社等の事業概況

有限会社山口阿武農協加工場

平成24年度は、ＪＡあぶらんど萩と連携し、地元産の原料を使用した夏みか

んゼリー、きねつき餅、きな粉等の販路拡大に努め、売上高109,471千円とな

りましたが、売上原価、販売費及び一般管理費が増加し、当期損失2,422千円

となりました。

萩青果株式会社

平成24年度は、ＪＡあぶらんど萩と連携し、共販農産物の販売を管内を中心

に、学校給食や地元量販店、宿泊施設、道の駅などへの販売強化に努め、売上

高353,948千円、当期利益3,961千円となりました。

株式会社ＪＡサービス萩

平成24年度は、ＪＡあぶらんど萩と連携し、組合員・利用者に多くのご利用

をいただき、石油関連製品・ＬＰガスの販売・コンビニ等において売上高1,05

4,167千円、当期利益816千円となりました。

（４）最近５年間の連結ベースの主要な経営指標

（単位：千円、％）
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（５）連結貸借対照表

（単位：千円）
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（単位：千円）
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（６）連結損益計算書

（単位：千円）
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（７）連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）
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（８）連結注記表
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８ 税効果 (1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳等

会計に関す ① 繰延税金資産及び繰延税金負債の内訳

る注記 繰延税金資産

貸倒引当金超過額 378,559千円

退職給付引当金超過額 67,704千円

未収貸付金利息 33,876千円

減損損失否認額 18,013千円

賞与引当金超過額 17,117千円

繰越欠損金 150,648千円

その他 30,508千円

繰延税金資産小計 696,429千円

評価性引当額 △652,109千円

繰延税金資産合計（Ａ） 44,320千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 64,387千円

繰延税金負債合計（Ｂ) 64,387千円

繰延税金負債の純額（Ｂ）－（Ａ） 20,067千円

② 法定実効税率と法人税等負担率との差異の主な原因

法定実効税率 29.39％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 3.06

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △1.64

住民税均等割額 1.08

評価性引当額の増減 △33.69

その他 △0.72

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △1.08％

９ 連結キ (1) 現金及び現金同等物の注記

ャッシュ・ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、連結貸借対照表上の

フロー計算 「現金」及び「預金」のうち当座預金、普通預金及び通知預金となっています。

書に関する

注記
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（９）連結剰余金計算書

（単位：千円）

（10）連結ベースのリスク管理債権残高

（単位：千円）

(注) １．破綻先債権

元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又

は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金

をいいます。

２．延滞債権

未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図る

ことを目的として利息の支払を猶予したもの以外の貸出金をいいます。

３．３ヵ月以上延滞債権

元金又は利息の支払が約定支払日の翌日から３ヵ月以上延滞している貸出金で、破

綻先債権および延滞債権に該当しないものをいいます。

４．貸出条件緩和債権

債務者の再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元

本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で、破綻

先債権、延滞債権および３ヵ月以上延滞債権に該当しないものをいいます。
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（11）連結ベースの事業別経常収益等

（単位：千円）
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２．連結自己資本の充実の状況

◇連結自己資本比率の状況

平成25年3月末における連結自己資本比率は、16.11％となりました。

連結自己資本は、組合員の普通出資によっています。

普通出資による資本調達額 1,246百万円（前年度1,264百万円）

当連結グループでは、適正なプロセスにより連結自己資本比率を正確に算出し、

ＪＡを中心に信用リスクやオペレーショナル・リスクの管理及びこれらのリスクに

対応した十分な自己資本の維持を図るとともに、内部留保の積み増しにより自己資

本の充実に努めています。

（１）自己資本の構成に関する事項

（単位：千円、％）
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(注)

１．平成18年3月28日金融庁・農林水産省告示第２号「農業協同組合等がその健全性を判断

するための基準」に定められた算式に基づき算出したものです。

２．当ＪＡは、信用リスク・アセット額の算出にあたっては標準的手法、適格金融資産担

保の適用については信用リスク削減手法の簡便手法を、オペレーショナル・リスク相当

額の算出にあたっては基礎的手法を採用しています。

３．当ＪＡが有するすべての自己資本とリスクを対比して、自己資本比率を計算していま

す。
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（２）自己資本の充実度に関する事項

① 信用リスクに対する所要自己資本の額及び区分ごとの内訳

（単位：千円、％）

(注）

１．「リスク・アセット額」の欄には、信用リスク削減効果適用後のリスク・アセット額

を原エクスポージャーの種類ごとに記載しています。

２．「エクスポージャー」とは、リスクにさらされている資産（オフ・バランスを含む）

のことをいい、具体的には貸出金や有価証券等が該当します。

３．「三月以上延滞等」とは，元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ月以上延
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滞している債務者に係るエクスポージャー及び「金融機関向け及び第一種金融商品取引

業者向け」、「法人等向け」等においてリスク・ウエイトが150％になったエクスポージ

ャーのことです。

４．「証券化（証券化エクスポージャー）」とは、原資産にかかる信用リスクを優先劣後構

造のある二以上のエクスポージャーに階層化し、その一部または全部を第三者に移転す

る性質を有する取引にかかるエクスポージャーのことです。

５．「上記以外」には、現金・外国の中央政府及び中央銀行向け・国際決済銀行等向け・

外国の中央政府等以外の公共部門向け・国際開発銀行向け・取立未済手形・未決済取引

・その他の資産（固定資産等）が含まれます。

６．当連結グループでは、オペレーショナル・リスク相当額の算出にあたって、基礎的手

法を採用しています。

＜オペレーショナル・リスク相当額を８％で除して得た額の算出方法（基礎的手法）＞

（粗利益（正の値の場合に限る）×15％）の直近3年間の合計額

÷ ８％

直近3年間のうち粗利益が正の値であった年数

（３）信用リスクに関する事項

① リスク管理の方法及び手続の概要

当連結グループでは、ＪＡ以外で与信を行っていないため、連結グループにおけ

る信用リスク管理の方針及び手続等は定めていません。ＪＡの信用リスク管理の方

針及び手続等の具体的内容は、単体の開示内容（ｐ．17）をご参照ください。

（注）単体の「リスク管理の状況」の項目に記載。

② 標準的手法に関する事項

連結自己資本比率算出にかかる信用リスク・アセット額は告示に定める標準的手

法により算出しています。また、信用リスク・アセットの算出にあたって、リスク

・ウエイトの判定に当たり使用する格付等は次のとおりです。

（ア）リスク・ウエイトの判定に当たり使用する格付けは，以下の適格格付機関によ

る依頼格付けのみ使用し、非依頼格付は使用しないこととしています。

適格格付機関

株式会社格付投資情報センター(Ｒ＆Ⅰ)

株式会社日本格付研究所(ＪＣＲ)

ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク(Ｍｏｏｄｙｓ)

スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシス (゙Ｓ＆Ｐ)

フィッチレーテングスリミテッド(Ｆｉｔｃｈ)

（注）「リスク・ウエイト」とは、当該資産を保有するために必要な自己資本額を算出

するための掛目のことです。

（イ）リスク・ウエイトの判定に当たり使用する適格格付機関の格付またはカントリ

ー・リスク・スコアは、主に以下のとおりです。
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エクスポージャー 適格格付機関 カントリー・リスク・スコア

金融機関向けエクスポージャー 日本貿易保険

法人等向けエクスポージャー R＆I，Moody's，JCR，S&P，Fi

(長期) tch

法人等向けエクスポージャー R＆I，Moody's，JCR，S&P，Fi

(短期) tch

③ 信用リスクに関するエクスポージャー(地域別,業種別,残存期間別)及び三月以

上延滞エクスポージャーの期末残高

（単位：千円）
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(注）

１．信用リスクに関するエクスポージャーの残高には、資産並びにオフ・バランス取引及

び派生商品取引の与信相当額を含みます。

２．「貸出金等」とは、貸出金のほか、コミットメント及びその他のデリバティブ以外の

オフ・バランスシート・エクスポージャーを含んでいます。「コミットメント」とは、

契約した期間および融資枠の範囲でお客様のご請求に基づき、金融機関が融資を実行

する契約のことをいいます。「貸出金等」にはコミットメントの融資可能残額も含め

ています。

３．「店頭デリバティブ」とは、スワップ等の金融派生商品のうち相対で行われる取引の

ものをいいます。

４．「三月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日か

ら３カ月以上延滞しているエクスポージャーをいいます。

５．「その他」には、ファンドのうち個々の資産の把握が困難な資産や固定資産等が該当

します。

④ 貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額

（単位：百万円）

⑤ 業種別の個別貸倒引当金の期末残高・期中増減額及び貸出金償却の額

（単位：百万円）
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⑥ 信用リスク削減効果勘案後の残高及び自己資本控除額

（単位：百万円）

(注)

１．｢格付あり｣にはエクスポージャーのリスク・ウエイト判定において格付を使用してい

るもの、｢格付なし｣にはエクスポージャーのリスク・ウエイト判定において格付を使

用していないものを記載しています。なお、格付は適格格付機関による依頼格付のみ

使用しています。

２．自己資本控除額には、非同時決済取引に係る控除額、信用リスク削減手法として用い

る保証又はクレジット・デリバティブの免責額に係る控除額があります。

（４）信用リスク削減手法に関する事項

① 信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続の概要

連結自己資本比率の算出にあって、信用リスク削減手法を「自己資本比率算出要

領」において定めています。信用リスク削減手法の適用及び管理方針、手続は、Ｊ

Ａのリスク管理の方針及び手続に準じて行っています。ＪＡのリスク管理の方針及

び手続等の具体的内容は、単体の開示内容（ｐ．17）をご参照ください。
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② 信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャーの額

（単位：千円）

(注)

１．「エクスポージャー」とは、リスクにさらされている資産（オフ・バランスを含む）

のことをいい、主なものとしては貸出金や有価証券等が該当します。

２．「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ月以上延

滞している債務者に係るエクスポージャー及び「金融機関向け及び第一種金融商品取引

業者向け」、「法人等向け」等においてリスク・ウエイトが150％になったエクスポージ

ャーのことです。

３．「証券化（証券化エクスポージャー）」とは、原資産にかかる信用リスクを優先劣後構

造のある二以上のエクスポージャーに階層化し、その一部または全部を第三者に移転す

る性質を有する取引にかかるエクスポージャーのことです。

４．「上記以外」には、現金・外国の中央政府及び中央銀行向け・国際決済銀行等向け・

外国の中央政府等以外の公共部門向け・国際開発銀行向け・取立未済手形・未決済取引

・その他の資産（固定資産等）が含まれます。

５.「クレジット・デリバティブ」とは、第三者（参照組織）の信用リスクを対象に、信用

リスクを回避したい者（プロテクションの買い手）と信用リスクを取得したい者（プロ

テクションの売り手）との間で契約を結び、参照組織に信用事由（延滞・破産など）が

発生した場合にプロテクションの買い手が売り手から契約に基づく一定金額を受領する

取引をいいます。

（５）派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項

該当する取引はありません。

（６）証券化エクスポージャーに関する事項

該当する取引はありません。
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（７）オペレーショナル・リスクに関する事項

① オペレーショナル・リスクに関するリスク管理の方針及び手続の概要

連結グループにかかるオペレーショナル・リスク管理は、子会社においてはＪＡ

のリスク管理及びその手続に準じたリスク管理を行っています。また、関連会社に

ついては、これらに準じたリスク管理態勢を構築しています。ＪＡのリスク管理の

方針及び手続等の具体的内容は、単体の開示内容（ｐ．17）をご参照ください。

（８）出資等エクスポージャーに関する事項

① 出資等エクスポージャーに関するリスク管理の方針及び手続の概要

連結グループにかかる出資等エクスポージャーに関するリスク管理は、子会社に

おいてはＪＡのリスク管理及びその手続に準じたリスク管理を行っています。また、

関連会社についても、子会社に準じたリスク管理態勢を構築しています。ＪＡのリ

スク管理の方針及び手続等の具体的内容は、単体の開示内容（ｐ．17）をご参照く

ださい。

② 出資等エクスポージャーの連結貸借対照表計上額及び時価

（単位：千円）

③ 出資等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益

（単位：千円）

④ 連結貸借対照表で認識され、連結損益計算書で認識されない評価損益の額（保有

目的区分をその他有価証券としている株式・出資の評価損益等）

（単位：千円）
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⑤ 連結貸借対照表及び連結損益計算書で認識されない評価損益の額（子会社・関連

会社株式の評価損益等）

（単位：千円）

（９）金利リスクに関する事項

① 金利リスクの算定方法の概要

連結グループの金利リスクの算定方法は、ＪＡの金利リスクの算定方法に準じた

方法により行っています。ＪＡの金利リスクの算定方法は、単体の開示内容（ｐ．

80）をご参照ください。

② 金利ショックに対する損益・経済価値の増減額

（単位：千円）
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３．財務諸表の正確性等にかかる確認

確認書

１ 私は、当ＪＡの平成24年4月1日から平成25年3月31日までの事業年度にかかるディスク

ロージャー誌に記載した内容のうち、財務諸表作成に関するすべての重要な点において、

農業協同組合法施行規則に基づき適正に表示されていることを確認いたしました。

２ この確認を行うに当たり、財務諸表が適正に作成される以下の体制が整備され、有効に

機能していることを確認しております。

(1) 業務分掌と所管部署が明確化され、各部署が適切に業務を遂行する体制が整備され

ております。

(2) 業務の実施部署から独立した内部監査部門が内部管理体制の適切性・有効性を検証

しており、重要な事項については理事会等に適切に報告されております。

(3) 重要な経営情報については、理事会等へ適切に付議・報告されております。

平成 25 年 7 月 24 日

あぶらんど萩農業協同組合

代表理事組合長 ,
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【ＪＡの概要】

１．機構図

（平成25年7月1日現在）

１．機構図

（平成25年7月1日現在）
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２．役員構成（役員一覧）

（平成25年7月1日現在）

３．組合員数

（単位：人、団体）
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４．組合員組織の状況

（平成25年3月31日現在）
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５．特定信用事業代理業者の状況

該当する事項はありません。

６．地区一覧

萩市の区域

阿武郡阿武町の区域

７．沿革・あゆみ

平成18年 4月 1日 あぶらんど萩農業協同組合発足

平成18年 9月 3日 江崎支所移転

平成19年 2月 1日 山田支所ＡＴＭ（現金自動預払機）開設

平成19年 4月14日 椿東、椿、山田支所を萩支所へ統合

共和支所を共和出張所へ名称変更

平成19年 5月 1日 営農生活本部を椿地区へ移転

福祉介護センターを山田地区へ移転

平成20年 3月 1日 営農部と経済部を「営農経済部」に統合

平成21年10月24日 弥富支所を須佐支所へ統合

平成21年10月24日 弥富ふれあい店オープン

平成21年10月24日 宇田郷出張所を奈古支所へ統合

平成21年11月28日 宇田郷ふれあい店オープン

平成22年 4月10日 共和出張所を萩支所に統合

島嶼部共和連絡所開所

高俣育苗センター完成

平成22年 9月17日 奈古低温農業倉庫完成

平成22年12月 1日 ＪＡ総合ポイントサービス開始

平成23年 3月 1日 営農販売部が発足

金融営業部・金融業務部が発足

平成23年 5月16日 奈古米麦乾燥調製施設完成

平成24年 3月 5日 萩支所に営農経済部署を配置

平成24年 6月26日 子会社株式会社ＪＡサービス萩設立

平成24年 8月 1日 燃料事業を株式会社ＪＡサービス萩へ移行
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平成24年10月 1日 コンビニ事業を株式会社ＪＡサービス萩へ移行

平成25年 3月 1日 デイサービスセンター「あすなろ」完成

金融部が発足（金融営業部・金融業務部を統合）

営農阿北事務所・営農大井奈古事務所・営農阿西三見

事務所が発足

８．店舗のご案内

（平成25年7月1日現在）

ＡＴＭ

店舗及び事務所 住 所 電話番号

設置台数

本所 萩市大字江向431番地2 0838-22-3535

（総務部・金融部）

本所 萩市大字椿3380番地1 0838-22-4220 1台

（営農経済部・営農販売部） 0838-22-4230

佐々並支所 萩市大字佐々並2662番地10 0838-56-0311 1台

萩支所 萩市大字江向431番地2 0838-22-3737 1台

大島支所 萩市大島92番地 0838-22-0583

三見支所 萩市三見3351番地4 0838-27-0311

大井支所 萩市大井1556番地2 0838-28-0221

見島支所 萩市見島50番地1 0838-23-2021

明木支所 萩市大字明木3248番地3 0838-55-0311

川上支所 萩市川上5294番地1 0838-54-2211

高俣支所 萩市大字高佐下15番地1 08388-8-0311

吉部支所 萩市大字吉部下3305番地 08388-6-0311

福川支所 萩市大字福井下4048番地1 0838-52-0211

紫福支所 萩市大字紫福3440番地 0838-53-0311 1台

奈古支所 阿武町大字奈古2843番地の3 08388-2-3131 1台

福賀支所 阿武町大字福田下1367番地の1 08388-5-0311

須佐支所 萩市大字須佐5018番地1 08387-6-3111 1台

小川支所 萩市大字中小川620番地1 08387-4-0121 1台

江崎支所 萩市大字下田万1330番地20 08387-2-0355

ＡＴＭ設置場所

ＡＴＭ

店舗及び事務所 住 所 電話番号

設置台数

営 農 販 売 部 萩市大字椿3380番地1 0838-22-4231 1台

福祉介護センター 萩市大字山田4243番地1 0838-22-4165 1台

デイサービスセンター 萩市大字椿東3014番地15 0838-24-0155 1台

萩市むつみ総合事務所駐車場 萩市大字吉部上3190番地1 1台

弥富ふれあい店 萩市大字弥富下4070番地1 08387-8-2146 1台

宇田郷ふれあい店 阿武町大字宇田1328番地 08388-4-0311 1台
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あ ぶ ら ん ど 萩 農 業 協 同 組 合

■総務部・金融部
〒758-0041　山口県萩市大字江向431番地2
 代表:TEL 0838-22-3535　FAX 0838-22-6195
 総務:TEL 0838-22-3760  FAX 0838-22-6195
 金融:TEL 0838-22-3738  FAX 0838-22-3762

■営農経済部・営農販売部
〒758-0061　山口県萩市大字椿3380番地1
 経済:TEL 0838-22-4220　FAX 0838-22-4042
 営農:TEL 0838-22-4230　FAX 0838-22-8191
 販売:TEL 0838-22-4231　FAX 0838-22-4041

http://www.abrand.jp/
E-mail : info@abrand.jp


