ディスクロージャー誌

JA 大北の現況 2018 上半期
ごあいさつ
平素は、当 JA の事業・運営にご理解とご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。
当 JA は組合員・利用者の皆様をはじめ、地域の皆様に愛され、信頼され、やくにたつ JA をめざ
し、また便利と安心の提供により、満足いただける JA を構築すべく事業展開をしてまいりました。
本誌は平成 30 年度上半期の決算内容をお伝えいたしますとともに、当 JA の経営の健全性をお知
らせし、当 JA に対するご理解を深めて頂ければと思い作成いたしました。
今後も経営方針に依り、更なる健全・堅実経営をめざし、地域社会に貢献できる活動を展開致しま
すので、今後とも更なるご支援を賜りますようお願い申し上げます。

Ⅰ財務の状況（平成 30 年 8 月 31 日現在）
１．貸借対照表

単位：千円
資産

負債及び純資産

119,017,085 信用事業負債
ᇞ1,685,595 共済事業負債
49,371 経済事業負債
1,474,933 雑負債
△15,129 諸引当金
負債合計
1,229,272
3,349,027 組合員資本
4,596,089 その他有価証券評価差額金
純資産合計
421,339
負債及び純資産合計
130,137,119
単位：千円

信用事業資産
（うち貸倒引当金）
共済事業資産
経済事業資産
（うち貸倒引当金）
雑資産
固定資産
外部出資
繰延税金資産
資産合計

２．主な金融事業勘定
金
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平成 30 年 2 月末
119,946,269 ■皆様よりお預かりしている貯金です。
26,986,937 ■皆様にお借入頂いている各種ローン等です。
1,661,858 ■貸出金の貸倒れなどに備えての準備金等です。
90,845,514 ■主に長野県信連等へ預け入れて運用しています。
505,690 ■国債を運用の為保有しています。

Ⅱ損益計算書（平成 30 年 3 月 1 日から平成 30 年 8 月 31 日）
事業総利益
うち信用事業総利益
うち共済事業総利益
うち農業関連事業総利益
うち生活その他事業総利益
うち営農指導事業総利益
事業管理費

120,889,576
952,017
413,574
221,410
1,161,213
123,637,791
6,506,362
△7,034
6,499,328
130,137,119

1,523,279
546,491
415,798
279,725
292,368
△11,105
1,469,866

事業利益
経常利益
税引前当期利益
法人税等合計
当期剰余金
期首繰越剰余金
当期未処分剰余金

単位：千円
53,412
131,696
130,901
15,000
115,901
60,270
176,172

■事業総利益：各事業利益から各事業費用を差し引いた差額です。
■事業管理費：人件費・業務費・諸税負担金・施設費等、労働や施設の管理に必要な費用です。
■事業利益：事業総利益から事業管理費を差し引いた差額です。
■経常利益：事業利益に賃貸料等の事業外収益を加え、寄付金や雑損失等の事業外費用を差し引いた金額です。
■税引前当期利益：経常利益に固定資産処分益等の特別利益を加え、固定資産処分損等の特別損失を差し引いた金額です。
■当期剰余金：すべての収益から費用・法人税等を差し引いた金額です。一般企業での当期純利益に相当します。
■当期未処分剰余金：当期剰余金に前期繰越剰余金等を加算した金額です。

Ⅲ財務状況や事業に関する開示項目
１．自己資本比率（国内基準適用）
平成 30 年 8 月末

平成 30 年 2 月末

13.76％

13.59％

■当 JA は国内業務金融機関の基準 4%、JA バンク基本方針の基準 8%を上回っています。
■「自己資本比率」は農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準（平成 18 年金融庁・
農水省告示第２号）に基づき算出しております。

２．金融再生法開示債権の状況（平成 30 年 8 月末）
総与信残高（A）
26,322 百万円

総与信残高に占める

金融再生法開示債権(B)

保全額(C)

2,508 百万円

2,439 百万円

金融再生法開示債権の比率

破産更生債権及び

9.53% (B) ÷ (A)
※上記比率は貸出金等の中に

正常債権
23,814 百万円

769 百万円

これに準ずる債権

769 百万円

1,696 百万円

危険債権

1,655 百万円

42 百万円

要管理債権

13 百万円

どのくらいの金融再生法の開
示債権があるかを示していま
す。この比率が低いほど健全

担保・保証・引当金等

な貸出金が多いと言えます。

による保全率

97.2% (C) ÷ (B)

※貸出金等の回収が困難になる等、万一の事態に備えて、
どのくらい担保や引当金で保全されているかを示します。

Ⅳ信用事業以外の取扱実績
1.共済事業

（単位：百万円、件、台）

長期共済
生命・建物
更生共済等

新契約高
保有契約高

平成 30 年 8 月末

平成 29 年 8 月末

36,918

40,951

400,884

410,281

247

225

4,689

4,599

新契約高
年金共済
保有契約高

短期共済

平成 30 年 8 月末

平成 29 年 8 月末

火災共済（保証金額）

15,213

15,968

傷害共済（保証金額）

43,650

44,740

自動車共済（件数）

7,350

7,434

自賠責共済（台数）

2,127

2,277

２.経済事業
販売事業（販売高）

（単位：百万円）

購買事業（供給高）

平成 30 年 8 月末

平成 29 年 8 月末

農産

715

779

生産購買

1,195

1,227

畜産

259

257

生活購買

180

529

園芸・特産他

229

130

工機燃料購買

1,549

1,475

1,204

1,167

2,925

3,232

合計

合計

平成 30 年 8 月末

平成 29 年 8 月末

Ⅴ自己改革への取り組み状況について
政府が進める農協改革の進展の中には、信用事業分離や准組合員の事業利用制限など、これま
での JA のあり方を根本的に変える提案がなされています。平成 28 年 4 月に農協法が改正され、
JA の自己改革が求められている中で、JA 大北では組合員・地域に愛され支持される JA であり続
けるため、将来を見据えた未来を拓く自己改革に取り組んでいます。
我々は総合事業の堅持と地域・組合員に必要とされる JA であり続けるために、組合員・地域
とともに一歩先の JA をめざし改革に取り組みます。
（1）農業開発基金活用による地域農業振興への取り組み
当 JA を含む JA 長野県グループでは農業振興ビジョンの実践に向け、新品目・新技術の導
入、新規就農者など生産者に直接支援を行うため｢JA 長野県農業開発基金｣を平成 21 年度か
ら造成してきました。また当 JA 独自の「JA 大北農業開発積立金」を積み立ててきました。
当 JA ではこの基金を活用して次のような取組み
を行ってきました。
・園芸振興における苗・資材の支援、
・水稲春肥の予約注文による価格対策の実施
・農業経営支援対策：肥料・農薬支援
・重点品目における省力化機械導入支援
・農産物直売所：新規出荷者への苗代助成
（2）農業所得増大、JA への結集力向上に向けた取り組み
・常勤役員による担い手農家訪問
当ＪＡでは組合員や担い手農家との直接対話に力を入れています。その中で、今年 3 月
に常勤役員による管内の認定農業者・担い手農家への個別訪問を実施しました。訪問した
農家の皆さんからは、生産資材・出荷コスト、新規就農者や若手農家への支援など幅広い
意見があげられました。
各地区の担い手農家の皆様から頂きました
率直な声を、JA 事業に反映していく考えです。
農家組合員の皆様の農業所得を維持・確保し
農業基盤を守るため、各農業施設や設備の維持
更新の投資等を行っています。
・レンタル農機の導入
小規模農家・直売所出荷者などのコスト削減、
作業の省力化と利便性を図るため、当 JA では全農長野と共同で今年 6 月からトラクターな
どの大型農機、また、当 JA 独自で「自動斜面草刈り機」
「手押しタイプ播種機」
「耕うん機」
の 3 機種を導入し、レンタルを開始しました。今後も利用者の皆さんから意見・要望等を
聞き、普及に努めていきます。
（3）准組合員や地域の皆さんへ「食」と「農」の理解を深め、地域農業の応援団を拡大する
ための取り組み
・次世代を担う子どもたちに農業の大切さを知ってもらうための体験活動等を行っていま
す。
（青壮年部によるチャイルドファーム、安曇野まつかわ農業小学校ほか）
・リンゴオーナーを募集したほか、農産物直売所で
の地元農産物の消費拡大を進めています。
・学校給食への地元農産物の提供等、農業や地元
農産物を理解してもらうための取組みを進めてい
ます。
・准組合員を地域農業の応援団と位置づけ、地域
の皆様に農業・農協を理解してもらうため、意見
交換会や直売所での売り出しイベントを実施し、
組合員加入を促進しました。

（4）組合員や地域の皆さんとともに地域活性化にむけた取り組み
・組合員の意見を聞くため、支所運営委員会や女性部による「井戸端会議」等の懇談会を開催しま
した。また、今年 5 月には組合員アンケートを実施し、幅広い組合員から JA 事業に関する意見を
いただきました。
・協同を担う人づくりとして「女性農業大学校」を開校しています。
・地域づくりの一つとして、買い物弱者を無くし、安心
して暮らせるため、移動購買車の導入により生活を支
えております。
・年金友の会等各組織において、様々な活動への応援を
通じて、地域の仲間づくりに取り組みました。
・仲間づくりとして旅行やマレットゴルフ・ゲートボー
ル大会を開催し、多くの皆さんに参加いただきました。
（5）健康づくりと助け合い活動への取り組み
・高齢者が住み慣れたこの地で安心して暮らせるため、訪問介護・通所介護・介護予防支援・福祉
用具貸与等の事業に取り組んでおります。
・組合員の健康管理と病気予防を推進するため、JA 厚生連病院と連携し、人間ドック・PET 受診者
への助成を実施しました。
・行政からの委託を受け、総合相談、権利擁護業務、包括的継続的ケアマネジメント支援事業、介
護予防支援事業、生活支援員派遣事業など、地域の介護支援と介護予防、併せ利用者拡大への取
り組みを行いました。

こうした取り組みには事業費用の他、法律で定められた営農指導・生活文化改善事業の費用
に充てる｢次期繰越剰余金｣や、総代会で承認いただいた｢JA 大北農業開発積立金｣等を充当し
ています。これらの繰越金や積立金は組合員の皆様が事業を利用して頂くことにより、確保され
ています。当組合は、大町市、北安曇郡を事業区域として、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。
本
所
社 支 所
ときわ支所
池田支所
会染支所
松川支所
八坂支所
美麻支所
神城支所
白馬支所
おたり支所
中土支所
北小谷支所
大町支所
平 支 所

大町市大町字光明寺 3091-1
大町市社 1757
大町市常盤 3570-5
北安曇郡池田町大字池田 4276-2
北安曇郡池田町大字会染 5098-1
北安曇郡松川村 7027
大町市八坂 1115-1
大町市美麻 22613
白馬村大字神城 21494
白馬村大字北城 6379
小谷村大字中小谷丙 50-1
小谷村大字中土 7248
小谷村大字北小谷 1828-2
大町市大町字光明寺 3091-1
大町市平 8940

0261-22-1840
0261-62-2054
0261-22-0209
0261-62-3146
0261-62-3114
0261-62-4108
0261-26-2111
0261-29-2321
0261-75-2111
0261-72-2010
0261-82-2003
0261-85-1301
0261-85-1101
0261-22-0204
0261-22-1920

大北農業協同組合
http://www.ja-daihoku.iijan.or.jp/

