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あいさつ 

ＪＡ阿波町は、阿波町を事業区域とし、農業者を中心とした地域住民の皆さま

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合であり、地域農業の活性化に資する地域

金融機関です。当ＪＡ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」を源泉としています。当ＪＡでは資金を必要とす

る組合員の皆さまや、地方公共団体などにもご利用いただいています。 

当ＪＡ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、農業や助け合いを通じた社会貢献に努めてまいりま

す。 

 

阿波町農業協同組合 

代表理事組合長 前田安夫 

 

１．経営理念 

ＪＡ阿波町は 自然と人を大切にし 

地域社会の発展と地域の人々の 

豊かな暮らしの実現に努めてまいります。 

 

１．ＪＡ阿波町は自然を大切にします。 

すべての産業の母である農業を通じて水・緑を守り美しい日本の環境を次世代

へ残していくために自然を大切にします。 

 

２．ＪＡ阿波町は人を大切にします。 

人とは、組合員、利用者、地域の人々、役職員のことであり、お互いに人を思

いやるやさしい心・相互扶助の心を育み、人と人の絆を大切にします。 

 

３．ＪＡ阿波町は地域社会の発展に貢献します。 

ＪＡは地域社会の人々と共生・共存・共栄しています。心から安心して日々暮

らせる明るい社会づくりと地域の文化・健康・福祉の発展に貢献します。 

 

４．ＪＡ阿波町は豊かな暮らしの実現に貢献します。 

ＪＡの持つ様々な機能を最大限に発揮し、地域の人々のニーズに合った事業・

サービスを提供することにより豊かな暮らしの実現に貢献します。 
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２．経営方針 

 ◇営農・経済事業部門 

   地域の環境と実態に即した農業振興に努め、多様な担い手づくりと多彩な

産地づくり、消費者の視点に立った安全・安心な農畜産物の生産と提供に取

り組みます。当ＪＡでは、市町村と連携し、認定農業者の育成や集落営農の

推進、農業生産法人や特定農業団体の設立の推進を図ります。さらに、販売

力の強化と営農経済渉外員の活動の充実、流通コストの低減等に取り組み、

農家所得の向上を図ります。 

 ◇信用事業部門 

   組合員・利用者の満足度向上を目的とした事業展開を図り、「農業と地域

に貢献できる地域金融機関」として、より「便利」でより「安心」なＪＡバ

ンクをめざします。この目標の達成に向け、信頼されるＪＡを徹底的に追求

した活動を展開し、収益力の向上と顧客基盤の拡充を図るとともに、事業推

進体制の強化に取り組みます。 

◇共済事業部門 

ＪＡ共済は、地域に根ざした農業協同組合の共済事業として、組合員等利

用者一人ひとりのライフサイクルやライフスタイルに応じた「ひと、いえ、

くるま」の生活総合保障を提供し、地域における満足度・利用度 NO.1 をめざ

します。 

 

３．経営管理体制 

◇経営執行体制 

〔理事会制度〕 

   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、組合員の各層の意思反映を行うため、青

年部や女性部などから理事の登用を検討しています。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、ガバナンスの強化を図っています。 
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４．事業の概況（平成２６年度） 

事 業 報 告 
平成 26年 4月 1日から平成 27年 3月 31日まで 

阿波町農業協同組合 

１ 組合の事業活動の概況に関する事項 

（１）当該事業年度の末日における主要な事業活動の内容と成果 

 我が国の経済は、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動などの影響から、個人消費や企業生

産を中心に弱めの動きがみられているが、公共投資や企業向けの減税などの経済対策による効果によ

り、徐々に回復が見込まれています。 

農業をめぐる情勢は、現在も交渉が続くＴＰＰでは、食糧自給率の更なる低下や食の安全・安心へ

の影響が懸念されます。日本の食と農を守るために全国のＪＡグループと連携し活動してまいります。 

財務状況については、新ＢＩＳ規制による自己資本比率は 26.54％となり、不良債権比率は 3.01％

となっています。 

また、収支面においては、経常利益 44,289千円、当期剰余金 33,335千円となりました。 

 主な事業活動と成果につきましては、以下のとおりです。 

 

① 信用事業 

 貯金については、組合員、地域の皆様、利用者の当ＪＡに対する信頼を背景に、平成２６年度末で

22,083,337 千円となりました。また、貸出金についても住宅ローン相談会等を開催するとともに、各

種ローン推進によって 3,042,186 千円となりました。 

② 共済事業 

 組合員、利用者の保障ニーズに応じた普及活動に取り組み、長期共済の新契約につきましては、

265,323万円の保障実績となりました。 

③ 購買事業 

 我が国経済は、アベノミクス 3 本の矢により、金融緩和や財政出動によって株価の上昇や円安に伴

い一部の大企業では景気回復傾向が見られたものの、農業面では依然として厳しい事業環境でありま

した。こうした状況下での事業推進でしたが、営農指導部門と連携し予約購買の充実を図り取り組み

ましたが、年間計画 902,300 千円に対し、実績は 775,575千円と計画対比 86.0％、前年対比 78.0％と

計画・前年対比とも大幅に下回る厳しい事業実績となりました。 

④ 指導事業・販売事業 

 指導事業では、安全安心な農産物の供給を基本に、生産履歴記帳運動を展開して消費者や市場から

信頼される農産物の生産指導に努めました。 

 販売事業では、生産部会・関係機関・営農指導と連携して、安全・安心な農産物の有利販売に努め

ました。 

 受託販売品の基幹作物である夏秋なすは、度々の台風の襲来、豪雨、日照不足などによる影響を受

け、取扱数量・金額とも減少しました。秋冬の基幹作物のブロッコリーは作付面積の増加により、前

年を上回る実績となりました。米の価格は、消費の低迷や過剰在庫の影響を受けて大幅に下落しまし

た。受託販売品の事業実績は、年間計画 1,859,000千円に対し、実績は 1,469,279千円と計画対比 79.0％、

前年対比 82.7％となりました。 

 買取販売品には、本年度より米の「コシヒカリ」「キヌヒカリ」「山田錦」の販売高を計上しており、

実績は 243,016 千円となりました。 

 

 ここに組合員各位のご支援とご協力に謝意を表しますとともに、各事業部門の概要を次のとおりご

報告いたします。 

 



① 信 用 事 業 報 告

貯　金
実績　22,083,337千円

貸出金
実績　3,042,186千円

　信用事業を取り巻く現状は、事業基盤の中核である正組合員の減少に加え、正組合員

の世代交代の加速化等によりニーズの多様化・高度化の進展を背景に、リテール金融市

場の競争の熾烈化等により利鞘の縮小、金融監督・規制の高度化に伴う事業運営コスト

の増加等により、ますます、収益を確保しにくい環境となっています。

　このような中、組合員・地域の皆様からより「便利」でより「安心」なＪＡバンクを

基本に事業展開に取り組んでまいりました。

　その結果、組合員・地域の皆様の深いご理解をいただき、貯金残高22,083,337千円の

実績を上げることができました。

　貸出については、ＪＡバンク統一ローン等に積極的に取り組み、貸出金額が

3,042,186千円の実績となりました。
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②  共 済 事 業 報 告

　平成26年度の国内経済は、大企業を中心に本格的な景気回復が現実のものとなってきてお

り、地方都市・中小企業においても少しずつ景気回復の実感が波及する兆しが見えています

が、共済事業を取り巻く環境は、保障ニーズの変化（死亡保障型・満期型離れ）少子高齢化

の影響は大きく、保有契約高の減少につながり、構造的な課題を抱えています。

　このような状況のなか、恒常推進・一斉推進に取り組み、組合員・利用者のご理解ご協力

のもと、長期共済265,323万円の保障をあげることができました。また、短期共済では、自動

車共済3,033件、自賠責共済1,789件、火災共済554件、傷害共済767件の実績をあげることが

できました。

長期共済新契約高（保障）
実績　265,323万円

長期共済保有契約高（保障）
実績　7,607,574万円
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③ 購 買 事 業 報 告

　平成26年度の購買事業は、農産物価格の低迷や生産資材費の高止まり、就農者の高

齢化や担い手不足等厳しい状況となりました。

　生産資材は、肥料・農薬・農業機械・出荷資材が前年度の消費税率アップに伴う駆

け込み需要による反動で取扱高が大幅に減少。燃料については、油種取扱量合計で前

年度より125kℓ減少しました。また、原油価格の下落により取扱高が減少し、計画・

前年対比とも下回り、合計では計画対比85.6％、前年対比75.4％となりました。

　生活物資は「葬祭事業」では、取扱件数については前年度より増加しましたが、取

扱高が減少し、合計では計画対比87.8％、前年対比93.5％の実績となりました。
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④ 営 農 事 業 報 告

　販売事業を取り巻く環境は、農産物全般にわたる消費の落ち込み、農産物価格の低
迷、担い手不足、農村については人口の減少と高齢化の進行など農業生産基盤の脆弱
化が進んでおり、依然として厳しい状況が続いております。
　また、農産物の流通構造は多様化し、加工品や外食向けの需要が拡大しており、量
販店主導の価格形成が強まる中、市場等と連携して有利販売を行いました。
　主な作物等の販売実績は次のとおりです。

　水稲

　26年産米については、1等比率が全体で36％と前年の16％を大きく上回りました。
しかし、米の価格が大幅に下落して販売実績は、受託販売品・買取販売品合計で
249,302千円で前年対比81％となりました。

　施設作物

　原油価格の下落の影響で、重油価格が値下がりして、暖房費用が減少し、生産コス
トが低下しました。

　秋冬野菜

　ブロッコリーは、定植後の気温上昇により生育が進み10月から11月にかけて前進出
荷となり単価安で推移しましたが、年明け以降について高単価で推移し、販売数量は
前年対比107％、金額108％、単価101％となりました。
　レタスも同様で10月～11月にかけて前年と比較して大幅な単価安となり厳しい販売
状況となりましたが、年明け以降は販売単価も回復し順調に販売でき、前年対比は数
量101％、金額97％、単価96％となりました。

　畜産

　輸入肉の増加等の影響を受けて販売価格低迷による畜産農家の廃業等、厳しい状況
が続いていますが、出荷頭数が増加したため、販売実績は14,396千円で前年対比
226％と大幅に増加しました。
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５．事業活動のトピックス 

 

４月 

１日 監事監査 

６日 女性部総会 

７日 豆類出荷協議会 

21 日 阿波山田錦部会役員会 

   レタス部会役員会 

30日 ぶどう部会役員会 

５月 

６日 ぶどう出荷協議会 

８日 監事監査～9日 

12日 全国監査機構監査～13日 

13日 グランドゴルフ大会 

20日 廃ビニール回収～22 日 

23日 ブロッコリー部会役員会 

25日 住宅ローン・年金相談会 

30日 女性部役員会 

６月 

３日 レタス部会総会 

６日 共済招待旅行 

９日 ミニトマト出荷協議会 

13日 阿波山田錦酒屋交流会 

17日 ハウス茄子部会役員会 

19日 土柱の里総会 

21日 女性部役員コンプライ

アンス研修会 

24日 ブロッコリー部会総会 

29日 総代会 

９月 

５日 女性部役員会 

10日 コンプライアンス研修

会～11日 

26日 土柱の里ふれあい祭り

～27日 

29日 阿波山田錦部会役員会 

８月 

４日 阿波山田錦現地講習会

５日 レタス部会役員会 

20日 夏秋茄子現地講習会 

26日 ほうれん草栽培講習会 

28日 菜の花栽培講習会 

29日 レタス栽培講習会 

30日 女性部食育教室 

７月 

２日 夏秋茄子出荷協議会 

４日 女性部役員会 

８日 ミニトマト栽培講習会 

９日 ブロッコリー部会役員会 

13日 女性部役員会・健康講

演会 

15日 ミニトマト部会役員会

17日 夏まきえんどう栽培講習会 

ハウス茄子部会総会 

22日 不要農薬回収 

23日 ハウス茄子栽培講習会 

24日 ブロッコリー栽培講習会 

25日 農機展示会～26日 

29日 夏秋茄子現地講習会 

30日 阿波山田錦部会役員会 

１０月 

１日 監事監査 

３日 秋まきえんどう栽培講習会 

10日 阿波山田錦酒屋交流会 

11日 女性部ウォーキング＆

ゴミ拾い 

20日 職員採用一次試験 

27日 ミニトマト出荷協議会

28日 夏秋茄子部会役員会 

１１月 

１日 女性部役員会 

４日 監事監査～5日 

職員採用二次試験 

７日 年金友の会総会・一日

研修旅行 

13日 阿波中学校職場体験～

14日 

15日 農業祭～16日 

17日 ブロッコリー出荷協議会 

20日 ハウス茄子出荷協議会 

   焼肉のタレ作り～21日 

21日 グランドゴルフ大会 

27日 菜の花出荷協議会 

28 日 女性部ふれあい旅行 

１２月 

２日 グランドゴルフ大会 

３日 レタス出荷協議会 

５日 苺出荷協議会 

   土柱の里ふれあい祭り

～6日 

８日 夏秋茄子総会 

13日 女性部寄せ植え教室 

19日 ハウス茄子部会役員会 

20日 大掃除 

３月 

２日 全国監査機構監査～3日 

７日 阿波山田錦部会総会 

13日 女性部役員会 

23日 夏秋茄子栽培講習会 

２月 

９日 レタス品質検討会 

18日 青色申告講習会 

19日 臨時総代会 

21日 女性部小物作り教室 

23日 阿波山田錦地区別栽培

講習会～27日 

１月 

５日 互礼会 

８日 みそ作り～19日 

９日 女性部役員会 

13日 全国監査機構監査～16日 

27日 ブロッコリー現地講習会 
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６．農業振興活動 

当ＪＡでは、農業振興活動の一環として毎年１１月に農業祭を開催しています。平成

２６年度は１１月１５～１６日の二日間にわたって開催し、多数の地域住民の皆さまに

来場していただき、当ＪＡの地域農業振興への取り組みに理解を深めていただきました。 

 

７．リスク管理の状況 

◇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
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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。 

 

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ＪＡ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
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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、「システムリスク管理マ

ニュアル」を策定しています。 

 

◇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。 

  また、組合員・利用者の皆さまの声を真摯に捉え、前向きに事業に反映す

るため、苦情・相談等の専門窓口の「お客様相談室」を設置しています。 

 

◇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ＪＡ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。 
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当ＪＡの苦情等受付窓口（電話：0883-35-5115（月～金 8 時 30 分～17

時）） 

  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 

①の窓口または徳島県ＪＡバンク相談所（電話：088-634-2340）にお申し

出ください。 

 

  ・共済事業 

㈳日本共済協会 共済相談所（電話：03-5368-5757） 

㈶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。 

(注)ＪＡの最寄りの連絡先の電話番号を掲載する場合は、「最寄りの連絡先につい

ては、」を「上記以外の連絡先については、」とする。 

 

 ◇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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８．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２７年３月末における自己資本比率は、26.54％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 

項  目 内 容 

発行主体 阿波町農業協同組合 

資本調達手段の種類 普通出資 

コア資本に係る基礎項目に 

算入した額 

255 百万円（前年度 255 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、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。 

 

 


