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平素より私どもＪＡ大津松茂に格別のご引き立てを賜りまして、誠にありがと
うございます。
当ＪＡ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、主な事業の内容や組織概要、経営の内容な
どについて、わかりやすくまとめた小冊子「ディスクロージャー誌２０１９」を
作成いたしました。
皆様が当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
ただければ幸いに存じます。
当ＪＡは、平成２７年４月に大津農業協同組合と松茂農業協同組合が合併し、
「組合員の所得向上」と「組合員皆様のくらしに貢献できる事業の提供」を合併
のビジョンとして設立されました。私ども役職員一同は、皆さま方のご要望を的
確に捉え、ＪＡ経営に反映させることを基本姿勢として、事業運営に取り組んで
まいります。
今後と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。

令和元年7月
大津松茂農業協同組合
代表理事組合長
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23人
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6億円
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57人
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348億円
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◇単体自己資本比率

18.72%
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目

次

１． 経営理念

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1

２． 経営方針

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1

３． 経営管理体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1
４． 事業概況等 （平成３０年度）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2

５． リスク管理の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
14
６． 自己資本の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
17
７． 事業のご案内 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
18
【経営資料】
Ⅰ 決算の状況
１． 貸借対照表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
30
２． 損益計算書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
32
３． キャッシュ・フロー計算書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
34
４． 注記表

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
36

５． 剰余金処分計算書

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
41

６． 部門別損益計算書

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
42

７． 財務諸表の正確性等にかかる確認 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
44
Ⅱ 損益の状況
１． 最近の５事業年度の主要な経営指標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
45
２． 利益総括表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
45
３． 資金運用収支の内訳 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
46
４． 受取・支払利息の増減額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
46
Ⅲ 事業の概況
１． 信用事業

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
47

(1) 貯金に関する指標
① 科目別貯金平均残高
② 定期貯金残高
(2) 貸出金等に関する指標
① 科目別貸出金平均残高
② 貸出金の金利条件別内訳残高
③ 貸出金の担保別内訳残高
④ 債務保証見返額の担保別内訳残高
⑤ 貸出金の使途別内訳残高
⑥ 貸出金の業種別内訳
⑦ 主要な農業関係の貸出金残高
⑧ リスク管理債権の状況
⑨ 金融再生法開示債権区分に基づく保全状況
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
⑪ 貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
⑫ 貸出金償却の額
(3) 内国為替取扱実績

(4) 有価証券に関する指標
① 種類別有価証券平均残高
② 商品有価証券平均残高
③ 有価証券残存期間別残高
(5) 有価証券の時価情報等
① 有価証券の時価情報
② 金銭の信託の時価情報
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
２． 共済取扱実績

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
57

(1) 長期共済新契約高・長期共済保有高
(2) 医療系共済の入院共済金額保有高
(3) 介護共済・生活障害共済の共済金額保有高
(4) 年金共済の年金保有高
(5) 短期共済新契約高
３． 農業関連事業取扱実績

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
59

(1) 買取購買品（生産資材）取扱実績
(2) 受託販売品取扱実績
４． 生活その他事業取扱実績

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
60

(1) 買取購買品（生活物資）取扱実績
５． 指導事業

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
60

Ⅳ 経営諸指標
１． 利益率

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
61

２． 貯貸率・貯証率

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
61

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
62

２． 自己資本の充実度に関する事項
３． 信用リスクに関する事項

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
64

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65

４． 信用リスク削減手法に関する事項

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
69

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 ・・・・・・・・・
71
６． 証券化エクスポージャーに関する事項

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
71

７． 出資その他これに類するエクスポージャーに関する事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
71
８． リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーに関する事項・・・・・・・・・・・
72
９． 金利リスクに関する事項
【ＪＡの概要】
１． 機構図

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
74

２． 役員構成 （役員一覧）
３． 組合員数

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
72

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
75

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
75

４． 組合員組織の状況

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
76

５． 特定信用事業代理業者の状況
６． 地区一覧

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
76

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
76

７． 店舗等のご案内

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
76

