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【経営資料】 

Ⅰ 決算の状況 

１．貸借対照表 
                                                   （単位：百万円） 

科        目 
25年度 

（平成26年3月31日） 
26年度 

（平成27年3月31日） 
（ 資 産 の 部 ）   

１ 信用事業資産 ５８，３４６ ６０，８０４ 
 (1) 現金 
 (2) 預金 
        系統預金 
        系統外預金     
  (3) 有価証券 
    国債 
    地方債 
  (4) 貸出金 
  (5) その他の信用事業資産 
       未収収益 
       その他の資産 
  (6) 債務保証見返 
  (7) 貸倒引当金（控除） 

７４３ 
３８，７６４ 
３８，７４８ 

１６ 
７００ 
５００ 
２００ 

１８，３９４ 
７０ 
６１ 

９ 
１９０ 

△５１５ 

８８０ 
４１，４４９ 
４１，４３７ 

１２ 
９００ 
５００ 
４００ 

１７，８９９ 
６４ 
５７ 

８ 
１８１ 

△５６８ 
２  共済事業資産 ７３ ５５ 
  (1) 共済貸付金 
  (2) 共済未収利息 
  (3) その他の共済事業資産 
  (4) 貸倒引当金（控除） 

６３ 
１ 

１０ 
△０ 

４９ 
１ 
６ 

△０ 
３  経済事業資産 ８，８８８ ８，２２９ 
  (1) 経済事業未収金 
  (2) 経済受託債権 
  (3) 棚卸資産 
        購買品        
        その他の棚卸資産 
  (4) その他の経済事業資産 
    導入家畜仮払金 
    預託家畜 
    その他の経済事業資産 
 (5) 貸倒引当金（控除） 

２，１８６ 
４，１６９ 
１，６３６ 
１，３８９ 

２４７ 
１，００７ 

－ 
４５１ 
５５６ 

△１１０ 

１，９０６ 
３，５６０ 
１，７４１ 
１，５６１ 

１８０ 
１，１３３ 

１１３ 
４１５ 
６０４ 

△１１１ 
４  雑資産 ２３８ ２２５ 

(1) その他雑資産 
(2) 貸倒引当金 

２３９ 
△１ 

２２５ 
△０ 

５  固定資産 ６，１８４ ６，５６５ 
  (1) 有形固定資産 
    建物 
    機械装置 
    土地 
    建設仮勘定 
    その他の有形固定資産 
        減価償却累計額（控除） 
  (2) 無形固定資産 

６，１８０ 
８，３８６ 
２，７０９ 
２，２４５ 

－ 
２，７８６ 

△９，９４５ 
４ 

６，５５４ 
８，３１２ 
２，６４９ 
２，２４４ 

５２８ 
２，８０７ 

△９，９８４ 
１１ 

６  外部出資 ３，９０９ ３，９０８ 
 (1) 外部出資 
    系統出資 
    系統外出資 
    子会社等出資 

(2) 外部出資損失引当金 

３，９０９ 
３，７０２ 

１６７ 
４０ 

－ 

３，９０９ 
３，７０２ 

１６７ 
４０ 
△１ 

７ 繰延税金資産 １３０ １１２ 

資産の部合計 ７７，７６８ ７９，８９８ 
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   （単位：百万円） 

科        目 25年度 
（平成26年3月31日） 

26年度 
（平成27年3月31日） 

（ 負 債 の 部 ）   
１  信用事業負債 ６４，０８８ ６５，５３４ 
  (1) 貯金 
  (2) 借入金 
  (3) その他の信用事業負債 
        未払費用 
        その他の負債 
  (4) 債務保証 

６３，３８３ 
３５０ 
１６４ 
２８ 

１３６ 
１９０ 

６４，８８６ 
３０９ 
１５９ 

３９ 
１１９ 
１８１ 

２  共済事業負債 ６６５ ６０９ 
  (1) 共済借入金 
  (2) 共済資金 
  (3) 共済未払利息 
  (4) 未経過共済付加収入  
  (5) 共済未払費用 

６３ 
３３３ 

１ 
２６５ 

４ 

４９ 
２９６ 

１ 
２６１ 

３ 
３  経済事業負債 ３，１４１ ３，７２９ 
  (1) 経済事業未払金 
  (2) 経済受託債務 
  (3) その他の経済事業負債 
    未払費用 
    受入預託家畜 
    その他の経済事業負債 

１，２７１ 
１，７３５ 

１３４ 
－ 

２８ 
１０６ 

１，２１９ 
２，３９６ 

１１３ 
６６ 
２１ 
２６ 

４  雑負債 ４６５ ５８５ 
 (1) 未払法人税等 
 (2) 資産除去債務 
 (3) その他の負債 

１０９ 
２６ 

３３１ 

５３ 
２６ 

５０６ 
５  諸引当金 ９７０ ９５９ 
  (1) 賞与引当金 
  (2) 退職給付引当金  

８６ 
８８５ 

８３ 
８７６ 

６ 再評価に係わる繰延税金負債 ２０ ２０ 
負債の部合計 ６９，３４９ ７１，４３６ 

（ 純 資 産 の 部 ）   
１  組合員資本 ８，３６６ ８，４０９ 
 (1) 出資金      
 (2) 資本準備金 
  (3) 利益剰余金 
    利益準備金 
    その他利益剰余金 
     目的積立金 

 農業経営安定積立金 
施設整備積立金 

     当期未処分剰余金 
（うち当期剰余金） 

 (4) 処分未済持分 

５，８５７ 
４０ 

２，６５４ 
１，９０６ 

７４８ 
２８０ 

－ 
－ 

４６８ 
(３１７) 
△１８４ 

５，８３７ 
４０ 

２，７１６ 
２，０５６ 

６６０ 
－ 

２０５ 
２０５ 
２５０ 

(１４７) 
△１８４ 

２ 評価・換算差額等 ５３ ５３ 
(1)その他有価証券評価差額金 
(2)土地再評価差額金 

０ 
５２ 

１ 
５２ 

純資産の部合計 ８，４１９ ８，４６２ 

負債及び純資産の部合計 ７７，７６８ ７９，８９８ 
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２．損益計算書                    

                                （単位：百万円） 

科         目 
25年度 

（自 平成25年４月１日 

 至 平成26年３月31日） 

26年度 
（自 平成26年４月１日 

 至 平成27年３月31日） 

１ 事業総利益 ２，８９２ ２，６４７ 
   (1) 信用事業収益 
        資金運用収益 
          （うち預金利息） 
          （うち有価証券利息） 
          （うち貸出金利息） 
          （うちその他受入利息） 
        役務取引等収益 
        その他経常収益 
   (2) 信用事業費用 
         資金調達費用 
          （うち貯金利息） 
          （うち給付補填備金繰入） 
          （うち借入金利息） 
          （うちその他支払利息） 
         役務取引等費用 
         その他経常費用 
          （うち貸倒引当金繰入額） 
          （うち貸倒引当金戻入益） 

（うち貸出金償却） 

７３５ 
６５８ 

(２２９) 
(１１) 

(４１９) 
(０) 
５５ 
２２ 

２５３ 
３９ 

(３７) 
(０) 
(１) 
(０) 
６ 

２０８ 
－ 

(△８) 
(２) 

６９９ 
６４９ 

(２３４) 
(１３) 

(３７４) 
(２９) 
４０ 
１０ 

３０８ 
５６ 

(５４) 
(０) 
(１) 
(０) 
６ 

２４６ 
(５３) 

－ 
(０) 

  信用事業総利益 ４８２ ３９１ 
    (3) 共済事業収益 
         共済付加収入 
         共済貸付金利息 
         その他の収益 
    (4) 共済事業費用 
         共済借入金利息 
         共済推進費          
         その他の費用 
          （うち貸倒引当金繰入額）     

（うち貸倒引当金戻入益）     

７３８ 
７１８ 

２ 
１８ 
７２ 

２ 
２８ 
４２ 

－ 
(△０) 

７４０ 
７２０ 

１ 
１８ 
６５ 

１ 
２６ 
３７ 
(０) 
－ 

  共済事業総利益 ６６６ ６７５ 

    (5) 購買事業収益 
         購買品供給高           
         その他の収益 
    (6) 購買事業費用 
         購買品供給原価 
         購買品供給費 
         その他の費用 
          （うち貸倒引当金繰入額）  
          （うち貸倒引当金戻入益） 

７，０５８ 
６，６４１ 

４１７ 
６，４５２ 
６，１３７ 

２８８ 
２７ 

－ 
(△１８) 

６，５５５ 
６，１４２ 

４１３ 
５，９７８ 
５，６４６ 

２８５ 
４７ 
(６) 
－ 

  購買事業総利益 ６０６ ５７７ 
(7) 販売事業収益 

         販売手数料 
         その他の収益 
    (8) 販売事業費用 
         販売費 
         その他の費用   
          （うち貸倒引当金戻入益）   

５９７ 
４６２ 
１３５ 
１１４ 

５２ 
６２ 

(△２) 

６０５ 
４６６ 
１３９ 
１１６ 
５６ 
６０ 

(△５) 
  販売事業総利益 ４８３ ４８９ 

(9) 農業倉庫事業収益 
(10) 農業倉庫事業費用 

１６６ 
３７ 

１５１ 
３９ 

農業倉庫事業総利益 １２９ １１２ 
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（単位：百万円） 

科         目 
25年度 

（自 平成25年４月１日 
 至 平成26年３月31日） 

26年度 
（自 平成26年４月１日 
 至 平成27年３月31日） 

(11) 加工事業収益 
(12) 加工事業費用 

１，２５５ 
１，１４８ 

１４５４ 
１３９２ 

加工事業総利益 １０７ ６２ 
(13) 利用事業収益 
(14) 利用事業費用 

１，１６６ 
８３５ 

１，２１７ 
８７４ 

利用事業総利益   ３３１ ３４３ 
   (15) その他事業収益 
   (16) その他事業費用 

３５９ 
２００ 

２７２ 
１９７ 

その他事業総利益 １５９ ７５ 
(17) 指導事業収入 

   (18) 指導事業支出 
９０ 

１６１ 
１０１ 
１７７ 

指導事業収支差額 △７１ △７７ 

２ 事業管理費 ２，５４１ ２，４６７ 
    (1) 人件費 
    (2) 業務費 
    (3) 諸税負担金 
    (4) 施設費 
    (5) その他事業管理費 

１，７８７ 
１１０ 

９７ 
５４２ 

４ 

１，７９１ 
１０９ 
９３ 

４７０ 
５ 

事 業 利 益 ３５１ １８０ 

３ 事業外収益 １３６ ２４１ 
    (1) 受取雑利息 
    (2) 受取出資配当金 
    (3) 賃貸料 
    (4) 貸倒引当金戻入益 

(5) 償却債権取立益 
(6) 雑収入 

３０ 
６４ 

９ 
１ 
－ 

３２ 

２７ 
４９ 

１１８ 
０ 

１０ 
３７ 

４ 事業外費用 ４０ ９３ 
    (1) 寄付金 
    (2) 雑損失 

(3) 賃貸資産の償却費等 

０ 
４０ 

－ 

０ 
３３ 
６０ 

経 常 利 益 ４４７ ３２８ 
５ 特別利益 １３６ ２ 
   (1) 固定資産処分益 
   (2) 一般補助金  

１６ 
１２０ 

２ 
－ 

６ 特別損失 １３９ ６９ 
 (1) 固定資産処分損 
 (2) 固定資産圧縮損 
(3) 米価下落対策助成費用 
(4) その他特別損失 

１９ 
１２０ 

－ 
－ 

２３ 
－ 

４５ 
１ 

税引前当期利益 ４４５ ２６１ 
法人税・住民税及び事業税 
過年度法人税等追徴課税 
過年度法人税等戻入額 
法人税等調整額 

１１８ 
４０ 

－ 
△３０ 

１００ 
－ 

△３ 
１７ 

当期剰余金 ３１７ １４７ 

前期繰越剰余金 
目的積立金取崩額 

１０３ 
４８ 

１０３ 
－ 

当期未処分剰余金 ４６８ ２５０ 
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３．  注 記 表 

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記 

（１）有価証券(株式形態の外部出資を含む)の評価基準及び評価方法 

  ① 満期保有目的の債券      ： 償却原価法（定額法） 

  ② 子会社株式及び関連会社株式  ： 移動平均法による原価法 

  ③ その他有価証券(株式形態の外部出資を含む) 

   ・時価のあるもの  ： 期末日の市場価格等に基づく時価法 

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原  価は移

動平均法により算定） 

   ・時価のないもの  ： 移動平均法による原価法 

                

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法 

  ① 購買品 

   ア．生産資材 …………… 総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方

法）により評価しています。 

   イ．生活資材 …………… 売価還元法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方

法）により評価しています。 

  ② その他の棚卸資産 

   ア．加工製品   ……… 個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

により評価しています。 

   イ．原材料     ……… 最終仕入原価法による原価法（収益性の低下による簿価切下げ

の方法）により評価しています。 

 

（３）固定資産等の減価償却の方法 

  ① 有形固定資産 

   ・建 物・構築物・器具備品：旧定額法(税制改正前の残存価額を取得価額の 10％とした定

額法)によっております。 

   ・機械装置・車輛運搬具  ：旧定率法(税制改正前の残存価額を取得価額の 10％とした定

率法)によっております。 

    なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっています。また、

取得価額 10 万円以上 20 万円未満の少額減価償却資産については、法人税法の規定に基づ

き、３年間で均等償却を行っています。 

 

  ② 無形固定資産：定額法を採用しています。 

    なお、自社利用のソフトウェアについては、当組合における利用可能期間（５年）に基づ

く定額法により償却しています。 

    

（４）引当金の計上基準 

  ① 貸倒引当金 

    貸倒引当金は、あらかじめ定めている資産査定規程、経理規程及び資産の償却・引当基準

に則り、次のとおり計上しています。 

    破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（破綻先）に係る債権及び

それと同等の状況にある債務者（実質破綻先）に係る債権については、債権額から、担保

の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しています。 

    また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる

債務者に係る債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収が可

能と認められる額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断して必要

と認められる額を計上しています。また、破綻懸念先債権のうち、債権の元本の回収に係

るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、債権の帳簿価額

から担保の処分可能見込額を控除した残額から、当該キャッシュ・フローを控除した額を

引き当てています。 
    上記以外の債権については、貸倒実績率で算定した金額と税法繰入限度額のいずれか多い

金額を計上しています。この基準に基づき、当期は貸倒実績率で算定した金額に基づき計

上しています。 
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    すべての債権は、資産査定規程に基づき、資産査定部署が資産査定を実施し、当該部署か

ら独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当

を行っています。 

 

  ② 賞与引当金 

    職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当期負担分を計上して

います。 

 

  ③ 退職給付引当金 

    職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当事業年度に発生していると認められる額を計上しています。なお、退職給付

引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務

とする方法を用いた簡便法を適用しています。 

 

  ④ 外部出資等損失引当金 

    当組合の子会社・関連会社およびその他の外部出資先への出資に係る損失に備えるため、

出資形態が株式のものについては有価証券の評価と同様の方法により、株式以外のものに

ついては貸出債権と同様の方法により、必要と認められる額を計上しています。 

 

（５）リース取引の処理方法 

    リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引

のうち、会計基準適用初年度開始前に取引を行ったものについては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によっています。 

 

（６）消費税及び地方消費税の会計処理の方法 

    消費税及び地方消費税の会計処理については、税抜方式によっております。 

 

 

（７）決算書類に記載した金額の端数処理の方法 

    記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しており、百万円未満の科目については

「０」で表示しております。 

 

２．表示方法の変更に関する注記 

（１）賃貸施設に係る減価償却費等の表示方法の変更 

    当組合における賃貸施設に係る賃貸料及び減価償却費等の表示方法は、従来、賃貸料はそ

の他事業収益、減価償却費等はその他事業費用及び事業管理費に計上していましたが、生

活関連施設の子会社移管等により金額的重要性が増したため、当事業年度より賃貸料につ

いては事業外収益の賃貸料、減価償却費等は、事業外費用の賃貸資産の償却費等として計

上しています。 

 

３．貸借対照表に関する注記 

（１）有形固定資産に係る圧縮記帳額 

    国庫補助金等の受領により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額は

3,003,557千円であり、その内訳は次のとおりです。 

 

   建   物 1,578,684千円 構 築 物 425,240 千円 機械・装置  939,657 千円 

   車輌運搬具    16,099千円 器具・備品  42,337 千円 無形固定資産    1,540 千円 

  

（２）リース契約により使用する重要な固定資産 

    貸借対照表に計上した固定資産のほか、共済 LActive 端末機 16 台及びＡＴＭ１台につい

ては、リース契約により使用しております。 
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（３）担保に供している資産 

    担保資産に対応する債務はありませんが、為替決済の担保として定期預金 1,900,000 千円

を差し入れています。 

 

（４）子会社等に対する金銭債権及び金銭債務 

  ① 子会社等に対する金銭債権の総額     462,200千円 

  ② 子会社等に対する金銭債務の総額     669,702千円 

 

（５）役員との間の取引による役員に対する金銭債権及び金銭債務の総額 

  ① 理事及び監事に対する金銭債権の総額    59,252 千円 

  ② 理事及び監事に対する金銭債務の総額       0 千円 

 

（６）貸出金のうちリスク管理債権の合計額及びその内訳 

    貸出金のうち、破綻先債権額は 96,494 千円、延滞債権額は 879,053 千円です。 

    なお、破綻先債権とは、元本又は利息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（昭和 40 年政令第 97 号）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です。 

    また、延滞債権とは、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貸出金以外の貸出金です。 

    貸出金のうち、３ヵ月以上延滞債権額は 149,831 千円です。 

    なお、３ヵ月以上延滞債権とは、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

遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものです。 

    貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は 151,656 千円です。 

    なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利

の減免、利息の支払い猶予、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、延滞債権及び３ヵ月以上延滞債権に該当しないものです。 

    破綻先債権額、延滞債権額、３ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は、

1,277,034千円です。 

    なお、上記に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額です。 

 

（７）土地の再評価に関する法律に基づく再評価 

    「土地の再評価に関する法律」（平成 10年３月 31 日公布法律第 34 号）及び「土地の再評

価に関する法律の一部を改正する法律」（平成 11 年３月 31 日公布法律第 24 号）に基づき、

事業用の土地の再評価を行い、再評価差額については、当該再評価差額に係る税金相当額

を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地

再評価差額金」として純資産の部に計上しています。 

①  再評価を行った年月日     平成１４年３月３１日 

②  再評価を行った土地の当事業年度末における時価の合計額が再評価後の帳簿価額の合計

額を下回る金額    119,964千円 

  ③ 同法律第３条３項に定める再評価の方法 

    土地の再評価に関する法律施行令（平成 10 年３月 31 日公布政令第 119 号）第２条第５号

に定める、不動産鑑定士による鑑定評価額です。 

  

４．損益計算書に関する注記 

（１）子会社等との事業取引による取引高の総額 

  ① 子会社等との取引による収益総額    648,546千円 

       うち事業取引高         644,546千円 

       うち事業取引以外の取引高     4,000千円 

  ② 子会社等との取引による費用総額    764,051千円 

       うち事業取引高         755,894千円 

       うち事業取引以外の取引高     8,157千円 
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５．金融商品に関する注記 

（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 

    当組合は農家組合員や地域から預かった貯金を原資に、農家組合員や地域内の企業や団体

などへ貸付け、残った余裕金を農林中央金庫へ預けているほか、国債や地方債等の債券に

よる運用を行っています。 

 

  ② 金融商品の内容及びそのリスク 

    当組合が保有する金融資産は、主として当組合管内の組合員等に対する貸出金及び有価証

券であり、貸出金は、顧客の契約不履行によってもたらされる信用リスクに晒されていま

す。 

    また、有価証券は主に債券であり、満期保有目的で保有しています。これらは発行体の信

用リスク、金利の変動リスク及び市場価格の変動リスクに晒されています。 

     借入金は、農林中央金庫と(株)日本政策金融公庫、青森県の転貸資金です。 

 

  ③ 金融商品に係るリスク管理体制 

   ア．信用リスクの管理 

     当組合は、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、本店に審査課を設置し各支店との連携を図り

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「資産

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。 

 

   イ．市場リスクの管理 

     当組合では、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

組合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、経営層で構成する余裕金運用会議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余裕金

運用会議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。 

 

  （市場リスクに係る定量的情報） 

     当組合で保有している金融商品はすべてトレーディング目的以外の金融商品です。当組

合において、主要なリスク変数である金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、預金、

貸出金、貯金及び借入金です。 

     当組合では、これらの金融資産及び金融負債について、期末後１年程度の金利の合理的

な予想変動幅を用いた経済価値の変動額を、金利の変動リスクの管理にあたっての定量的

分析に利用しています。 

     金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定し、当事業年度末現在、指標となる

金利が 0.21%上昇したものと想定した場合には、経済価値が 523 千円減少するものと把握

しています。 

     当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提としており、金利とその他の

リスク変数の相関を考慮していません。 

     また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、算定額を超える影響

が生じる可能性があります。 

 

   ウ．資金調達に係る流動性リスクの管理  
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     当組合では、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付け、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 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（時価に代わるものを含む）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（時価に代わるものを含む）が含まれていま

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もあります。 

 

（２）金融商品の時価等に関する事項 

 

  ① 金融商品の貸借対照表計上額及び時価等 

    当年度末における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりです。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については、次表には含めず「③ 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」に記載しています。 

   

                            （単位：千円） 

 貸借対照表計上額 時 価 差 額 

預金 

有価証券 

 満期保有目的有価証券 

41,449,252 

 

899,734 

41,417,767 

 

937,610 

  △31,485 

 

37,876 

貸出金 

 貸倒引当金 

 貸倒引当金控除後 

18,109,649 

   △568,406 

  

 

  17,541,243 17,907,929 366,686 

経済事業未収金 

経済受託債権 

 貸倒引当金 

 貸倒引当金控除後 

外部出資 

1,906,045 

3,560,118 

  △ 110,671 

 

 

 

 

 

 

   5,355,492 5,355,492 0 

1,473 1,473 0 

資産計 65,247,194  65,620,271 373,077 

貯金 

経済事業未払金 

経済受託債務 

64,885,774 

1,219,476 

2,396,189 

64,886,923 

1,219,476 

  2,396,189 

1,149 

   0 

   0 

負債計 68,501,439 68,502,588 1,149 

    ・貸出金には、貸借対照表上雑資産に計上している職員厚生貸付 210,565 千円を含めています。 

   ・貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しています。 

   ・経済事業未収金及び経済受託債権に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除してい

ます。 

 

  ② 金融商品の時価の算定方法 

  【資 産】 

   ア．預  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

よっています。満期のある預金については、期間に基づく区分ごとに、リスクフリーレー

トである円ＬＩＢＯＲ・スワップレートで割り引いた現在価値を時価に代わる金額として

算定しています。 

 

   イ．有価証券及び時価のある外部出資 

     株式は取引所の価格によっており、債券は取引金融機関等から提示された価格によって

います。 

 

   ウ．貸 出 金 

     貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信

用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから当該
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帳簿価額によっています。 

     一方、固定金利によるものは、貸出金の種類及び期間に基づく区分ごとに、元利金の合

計額をリスクフリーレートである円ＬＩＢＯＲ・スワップレートで割り引いた額から貸倒

引当金を控除して時価に代わる金額として算定しています。 

     また、延滞の生じている債権・期限の利益を喪失した債権等について、帳簿価額から貸

倒引当金を控除した額を時価に代わる金額としています。 

 

   エ．経済事業未収金及び経済受託債権 

     経済事業未収金及び経済受託債権については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額

にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。 

     また、延滞の生じている債権・期限の利益を喪失した債権等について、帳簿価額から貸

倒引当金を控除した額を時価に代わる金額としています。 

 

  【負 債】 

   ア．貯  金 

     要求払貯金については、決算日に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなして

います。また、定期性貯金については、期間に基づく区分ごとに、将来のキャッシュ・フ

ローをリスクフリーレートである円ＬＩＢＯＲ・スワップレートで割り引いた現在価値を

時価に代わる金額として算定しています。 

 

   イ．経済事業未払金及び経済受託債務 

     経済事業未払金及び経済受託債務については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額

にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。 

 

  ③ 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、これらは①

の金融商品の時価情報には含まれていません。 

  （単位：千円）       

区  分 貸借対照表計上額 

外 部 出 資    3,907,796 

    ・外部出資のうち、市場価格のある株式以外のものについては、時価を把握することが極めて

困難であると認められるため、時価開示の対象とはしていません。 

 
④ 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 

     （単位：千円） 

 １年以内 
１年超 

２年以内 

２年超 

３年以内 

３年超 

４年以内 

４年超 

５年以内 
５年超 

預金 41,449,252 

 

1,635,408 

 

1,469,384 

   

1,173,293 

 

972,560 

700,000 

7,524,973 

有価証券 

 満期目的の債券 

貸出金 

経済事業未収金 

経済受託債権 

 

 

4,302,359 

1,731,762 

3,560,118 

 合計 51,043,491 1,635,408 1,469,384 1,173,293 972,560 8,224,973 

   ・貸出金のうち、当座貸越 290,853 千円については「１年以内」に含めています。また、劣後特

約付ローンについては「５年超」に含めています。 

   ・貸出金のうち、延滞債権・期限の利益を喪失した債権等 1,031,672 千円は償還の予定が見込ま

れないため、含めていません。 

   ・貸出金の分割実行案件の未実行案件はありません。 

   ・貸出金には貸借対照表上雑資産に計上している職員厚生貸付 210,565 千円を含めています。 

   ・経済事業未収金及び経済受託債権のうち、延滞債権・期限の利益を喪失した債権等 174,283 千

円は償還の予定が見込まれないため、含めていません。 
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⑤ 有利子負債の決算日後の返済予定額                   （単位：千円） 

 １年以内 
１年超 

２年以内 

２年超 

３年以内 

３年超 

４年以内 

４年超 

５年以内 
５年超 

貯金 60,735,839  928,395 3,048,815  149,736   20,212      2,777 

   ・貯金のうち、要求払貯金については「１年以内」に含めて開示しています。 

 

６．有価証券に関する注記 

（１）有価証券及び外部出資の時価、評価差額に関する事項 

  これらには、有価証券のほか「外部出資」中の株式が含まれています。 

① 満期保有目的の債券で時価のあるもの            

（単位：千円） 

 種 類 貸借対照表計上額 時 価 差 額 

時価が貸借対照表計上額

を超えるもの 

国 債 499,968 517,650 17,682 

地方債 399,766 419,960 20,194 

合     計 899,734 937,610 37,876 

 

②  時価のある外部出資 

           （単位：千円） 

 種 類 
取得原価 

又は償却原価 
貸借対照表計上額 差 額 

貸借対照表計上額が

取得原価又は償却原

価を超えるもの 

株式 

外部出資 
485 1,473 988 

 なお、上記の差額から繰延税金負債 273 千円差し引いた額 715 千円が、「その他有価証券評価差

額金」に含まれています。 

 

７．退職給付に関する注記 

（１）退職給付に係る事項 

  ① 採用している退職給付制度の概要 

    職員の退職給付にあてるため、退職給与規程に基づき、退職一時金制度を採用しています。

また、この制度に加え、同規程に基づき退職給付の一部にあてるため一般財団法人全国農

林漁業団体共済会との契約による退職金共済制度を採用しています。 

    なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額

を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しています。 

 

 

② 退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表 

     期首における退職給付引当金       884,668 千円 

退職給付費用             200,331 千円 

退職給付の支払額          △122,043千円 

      特定退職共済制度への拠金       △87,381 千円 

     期末における退職給付引当金       875,575 千円 

 

  ③ 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表 

     退職給付債務              2,359,358 千円 

     特定退職共済制度           △1,483,783 千円 

     退職給付引当金              875,575 千円 

 

④ 退職給付に関連する損益 

     勤務費用                 119,638 千円 
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     会計基準変更時差異の費用処理額      80,693 千円 

     臨時に支払った割増退職金          5,328 千円  

     退職給付費用               205,659 千円 

 

  ⑤ 退職給付債務の計算基礎に関する事項 

     会計基準変更時差異の処理年数         14年 

 

   

（２）特例業務負担金の将来見込額 

   人件費（うち福利厚生費)には、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統

合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第 57 条に基づき、旧

農林共済組合(存続組合)がおこなう特例年金等の業務に要する費用に充てるため拠出した特

例業務負担金 26,541 千円を含めて計上しています。 

   なお、同組合より示された平成 27 年３月現在における平成 44年３月までの特例業務負担金

の将来見込額は、394,925千円となっています。 

 

 

８．税効果会計に関する注記 

（１）税効果会計の適用に伴う事項 

  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 

     繰延税金資産               

      退職給付引当金           242,184 千円 

      個別貸倒引当金超過額        81,811千円 

      貸出金有税償却           50,894 千円 

      減損損失（土地）          23,891 千円 

      賞与引当金             23,016千円 

      減価償却引当超過          18,829千円 

      未払費用否認額           16,324 千円 

      減損損失（償却資産）        12,486千円 

      一般貸倒引当金超過額         8,296 千円 

      未収利息不計上            7,892 千円 

      資産除去債務             7,218千円 

      未払事業税              3,925 千円 

      その他                5,150千円  

      繰延税金資産小計          501,916千円 

      評価性引当額           △385,348 千円 

      繰延税金資産合計（Ａ）       116,568 千円 

     繰延税金負債            

      資産除去債務有形固定資産計上額   △3,896 千円 

      その他有価証券評価差額        △273 千円 

      繰延税金負債合計（Ｂ）       △4,169 千円 

     繰延税金資産の純額（Ａ）＋（Ｂ）   112,399 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                 27.61％ 

     （調整） 

     交際費等永久に損金に算入されない項目     4.82％ 

     受取配当金等永久に益金に算入されない項目  △8.82％ 

     住民税均等割等                2.28％ 

     評価性引当額の増減              19.02％ 

     過年度法人税等戻入額             △1.33％ 

     その他                   △0.10％ 

     税効果会計適用後の法人税等負担率       43.48％ 
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９．その他の注記 

（１）資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの 

①資産除去債務に関する事項 

   ア．当該資産除去債務の概要 

    当組合の大深内支店の一部に使用されている有害物質を除去する義務に関して資産除去債

務を計上しています。 

 

  イ．当該資産除去債務の金額の算定方法 

    資産除去債務の見積りにあたり、支出までの見込期間は 23 年、割引率は 2.29％を採用し

ています。 

 

  ウ．当事業年度末における当該資産除去債務の総額の増減     

    期首残高         25,510 千円  

    時の経過による調整額    585 千円  

    当事業年度末残高   26,095 千円  
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４．剰余金処分計算書  
                               （単位：円） 

科      目  ２５年度  ２６年度 

１．当期未処分剰余金 468,008,238 250,297,317 

２．剰余金処分額        365,087,140 186,530,550 

 (1)利益準備金 150,000,000 70,000,000 

 (2)任意積立金 130,000,000 60,000,000 

   農業経営安定積立金 65,000,000 － 

施設整備積立金 65,000,000 － 

   リスク管理積立金 － 60,000,000 

 (2)出資配当金 85,087,140 56,530,550 

３．次期繰越剰余金 102,921,098 63,766,767 

 

(注） 

 1．出資配当金の基準 ： 出資額に対し1.0％の割合です。 

2．出資配当金の入金 ： 源泉徴収税（20.44％）控除後の全額を出資予約金への入金として出

資金（１口1,000円）に振り替えるものとします。ただし、出資金上

限額である6,000口に達している組合員については、普通貯金口座へ

の振込みといたします。  

3.任意積立金（目的積立金）の名称および積立目的、積立目標額、取崩基準は次のとおりです。

 名称 リスク管理積立金 

      （1）積 立 目 的 ････ 経営基盤に影響を与える会計制度変更等によるリスクの発生

に備えることを目的とする。  

      （2）積立目標額 ････ 300,000千円  

      （3）取 崩 基 準 ････ 会計基準変更等により多額の費用処理の必要性が生じたとき、

理事会の決議を経て取崩すものとする。 

4.次期繰越剰余金には、営農指導、教育、生活、文化改善事業の費用に充てるための繰越金8,000

千円を含んでいます。 

 

備考 ２６年度末の目的積立金  

     （1）農業経営安定積立金 

        積 立 目 的 ････ 生産資材の高騰や農畜産物価格の低迷等による農業経営の危

機に対処することを目的とする。 

        積立目標額 ････ 300,000千円 

        積 立 残 高 ････ 205,000千円  

     （2）施設整備積立金 

        積 立 目 的 ････ 既存施設の改修・解体および減損損失等の事態に備えること

を目的とする。 

        積立目標額 ････ 300,000千円 

        積 立 残 高 ････ 205,000千円  
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５．部門別損益計算書（平成２６年度）                  （単位：百万円） 

区   分 計 
信  用 

事  業 

共  済 

事  業 

農業関連 

事  業 

生活その他

事業 

営  農 

指導事業 
共通管理費等 

事業収益 ① ６，１４６ ６９９ ７４０ ４，５１２ ９５ １０１  

事業費用 ② ３，４９９ ３０８ ６５ ２，９３７ １３ １７７  

事業総利益③（①－②） ２，６４７ ３９１ ６７５ １，５７５ ８２ △７７  
事業管理費  ④ 
（うち減価償却費⑤） 
（うち人件費 ⑤’） 

２，６４７ 

(３２０) 

(１，７９１) 

３９１ 

(２１) 

(３１２) 

４８６ 

(１８) 

(３９９) 

１，２９７ 

(２６８) 

(８５８) 

８４ 

(４) 

(５４) 

２０９ 

(８) 

(１６８) 

 

 うち共通管理費 ⑥ 
（うち減価償却費⑦） 
（うち人件費 ⑦’） 

 

８７ 

(１３) 

(１９) 

１０９ 

(１６) 

(２４) 

２６４ 

(４０) 

(５９) 

１７ 

(３) 

(４) 

４７ 

(７) 

(１０) 

△５２４ 

(△７９) 

(△１１７) 

事業利益 ⑧（③－④） １８０ ０ １８９ ２７９ △２ △２８６  

事業外収益 ⑨ ２４１ ８６ ３２ ９７ １０ １６  

 うち共通分 ⑩  ２７ ３２ ７７ １０ １６ △１６２ 

事業外費用  ⑪ ９３ １５ １９ ４４ ５ ９  

 うち共通分 ⑫  １５ １９ ４４ ５ ９ △９３ 

経常利益 ⑬（⑧＋⑨－⑪） ３２８ ７１ ２０３ ３３２ ２ △２７９  

特別利益 ⑭ ２ ０ ０ １ ０ ０  

 うち共通分  ⑮  ０ ０ １ ０ ０ △２ 

特別損失 ⑯ ６９ １ １ ６５ ０ １  

 うち共通分 ⑰  １ １ ６５ ０ １ △６９ 

税引前当期利益 ⑱ 
（⑬＋⑭－⑯） 

２６１ ７０ ２０２ ２６７ ２ △２８０  

営農指導事業分配賦額 ⑲  ４０ ６９ １６２ ８ △２８０ 

営農指導事業分配賦後 
税引前当期利益 ⑳ 
（⑱－⑲） 

２６１ ２９ １３２ １０６ △７  

  ※⑥、⑩、⑫、⑮、⑰は、各事業に直接配布できない部分 

 

１．共通分事業管理費等の他部門への配布基準 

(1) 共通分事業管理費等の他部門への配布は、（人数割＋事業管理費割）の平均値によります。 

(2) 営農指導事分の配布は事業総利益の割合によります。 

 

２．配賦割合（１の配賦基準で算出した配賦の割合）                      （単位：％） 

区   分 
信  用 
事  業 

共  済 
事  業 

農業関連 
事  業 

生活その他
事  業 

営  農 
指導事業 

計 

共 通 管 理 費 等 １６．５％ １９．９％ ４７．７％ ５．９％ １０．０％ １００.００% 

営 農 指 導 事 業 等 １４．４％ ２４．８％ ５７．８％ ３．０％ ― １００.００% 
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６．財務諸表の正確性等にかかる確認（要請及び取り組み方針） 

 

 

確 認 書 

 

 １ 私は、当ＪＡの平成２６年４月１日から平成２７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２７年６月２２日        

                     ＪＡ十和田おいらせ農業協同組合 

                     代表理事組合長 竹ヶ原 幸光 


