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１ 平成 24 年２月期決算概要 

 

（１）経営環境 

平成 23 年３月 11 日に発生しました東日本大震災（以下、「震災」という。）

により、東北・関東の広域が被災し、当組合管内（岩手県大船渡市、陸前

高田市、気仙郡住田町の２市１町）においても、人的被害のほか、様々な

社会・生活インフラ、生産・営業施設、物流ネットワーク等が過去にない

規模の甚大な被害を受けました。 

大船渡市の復興計画は平成 23 年 10 月に、陸前高田市の復興計画は平成

23 年 12 月に策定される等、当組合管内の復旧・復興に向けた準備は整いつ

つある状況にありますが、依然として仮設住宅での生活を余儀なくされて

いる住民が多数おり、また、地場産業や農地の復旧が進んでいないことか

ら雇用情勢等の改善に兆しは見えず、組合員・利用者を取り巻く環境は引

き続き厳しい状況にあります。 

 

（２）震災復興への取組体制 

このような状況下、当組合は、主に農業者を中心とした地域の皆様が組

合員となって相互扶助を共通理念として運営される協同組織であること、

また地域金融機関として地域経済を支える重責を担っていることから、こ

れまで以上に金融仲介機能を発揮し、農業者等への復興支援に取り組んで

いく方針としております。 

この方針のもと、当組合は、予防的な自己資本の増強により健全な財務

基盤を確保することが必要と判断し、平成 24 年２月 24 日に社団法人ジェ

イエイバンク支援協会および農水産業協同組合貯金保険機構から、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（以下、「再編強化法」という。）附則第３条第１項に基づく 10,790

百万円の資本支援を受けました。 

この資本増強により、当組合の自己資本比率は 23.34％（Tier1 比率

21.40％）と、震災からの復興需要に十分耐えうる強固な財務基盤を備えた

ことから、農業者に対する信用供与の円滑化と、被災者支援をはじめとす

る被災地域の復興に資する方策の実践に努め、総力をあげて本信用事業強

化計画に基づいたさまざまな施策に鋭意取り組んでおります。 
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（３）決算の概要 

 

 ａ 資産・負債の状況 

 （ａ）貸出金残高 

    貸出金残高（末残）は、平成 23 年２月末比 4,713 百万円減少の 29,692

百万円となりました。 

    農業関連貸出は、震災の復旧・復興にかかる資金需要や東京電力福島

原発事故（以下、「原発事故」という。）の影響を踏まえた資金需要に対

応してきたことから、平成 23 年２月末比 24 百万円増加の 344 百万円と

なりました。 

    その他事業向け貸出については、短期資金を中心に共済金による繰上

げ返済があり平成 23年２月末比 996 百万円減少の 5,172 百万円となりま

した。 

住宅ローンは、融資相談会の開催や組合員・利用者訪問の強化による

ニーズ掘り起こしに取り組みましたが、震災に伴う各種共済金等による

繰上げ返済が増加したことから、平成 23 年２月末比 1,785 百万円減少の

13,833 百万円となりました。 

その他生活資金については、マイカーローン等生活必需品にかかる新

規融資申し込みは震災以前の水準となりましたが、復旧・復興の遅れも

あり復興関連の個人借入需要が本格化していないことなどから、平成 23

年２月末比 1,805 百万円減少の 6,868 百万円となりました。 

    地方公共団体向け貸出は、約定償還の進展により平成23年２月末比151

百万円減少の 3,475 百万円となりました。 

 

 （ｂ）貯金残高 

    貯金残高（末残）は、震災に伴う共済金等の受入れにより、平成 23 年

２月末比 31,394 百万円増加の 117,174 百万円となりました。 

    貯金の大半を占める個人貯金は、震災に伴う共済金等の受入れにより、

平成 23 年２月末比 30,640 百万円増加の 106,501 百万円となりました。 

    公金貯金は、震災後の貯金獲得手続を見送ったことから平成 23 年２月

末比 586 百万円減少の 1,625 百万円となりました。 
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（資産・負債の推移）                  （単位：百万円） 

 平成 24 年 

２月末実績 

平成 23 年 

２月末実績 

前年対比 

増減 

資産 129,613 91,124 38,489

うち預金 96,162 51,459 44,703

うち貸出金 29,692 34,405 △4,713

農業関連 344 320 24

その他事業向け 5,172 6,168 △996

住宅ローン 13,833 15,618 △1,785

その他生活関連 6,868 8,673 △1,805

 

その他貸出金 3,475 3,626 △151

 

うち固定資産 701 2,247 △1,546

負債 121,547 88,346 33,201

 うち貯金 117,174 85,780 31,394

純資産 8,066 2,778 5,288

 

 

ｂ 損益の状況 

   事業総利益は、震災の影響により、多くの事業で前年比減少となりまし

たが、資金運用収益の増加に伴い信用事業総利益が前年比 524 百万円増加

したことから、前年比 478 百万円増加の 2,399 百万円となりました。 

事業利益は、事業総利益の増加を受け、前年比 560 百万円増加の 615 百

万円となりました。 

特別損益では、災害特別利益として 1,581 百万円を計上した一方で、災

害特別損失として 7,685 百万円を計上しています。 

以上の結果、当期剰余金は前年比 5,564 百万円減少の 5,516 百万円の損

失になりました。 
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（損益状況の推移）                   （単位：百万円） 

 平成 24 年 

２月期実績 

平成 23 年 

２月期実績 

前年対比 

増減 

事業総利益 2,399 1,921 478

うち信用事業 1,381 857 524

うち共済事業 584 622 △38

うち購買事業 333 345 △12

 

うち販売事業 27 33 △6

事業管理費 1,783 1,866 △83

うち人件費 1,382 1,378 4 

うち施設費 175 239 △64

事業利益 615 55 560

事業外収益 33 40 △7

事業外費用 67 6 △61

経常利益 581 88 493

特別利益 1,600 29 1,571

 うち災害特別利益 1,581 0 1,581

特別損失 7,829 4 7,825

 うち災害特別損失 7,685 0 7,685

税引前当期利益 △5,648 114 △5,762

当期剰余金 △5,516 48 △5,564

 

 

（４）自己資本比率の状況 

当組合は、震災関連の損失を計上する一方で、再編強化法に基づく 10,790

百万円の資本増強により、自己資本比率 23.34％（平成 23 年２月末対比＋

13.83 ポイント）となりました。 
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２ 農業者に対する信用供与の円滑化その他の当組合が主として事業を行って

いる地域における経済の活性化に資する方策の進捗状況 

 

（１） 農業者に対する信用供与の円滑化のための方策 

 

ａ 農業者に対する信用供与の実施体制の整備のための方策 

震災以降、組合員・利用者が甚大なる被害を受けている状況を踏まえ、

特に貸出取引先からの返済猶予申請や条件変更等にかかる相談対応等にあ

たるため、次のとおり体制を整備しております。 

 

（ａ）震災窓口担当者の指定 

被災者からの事業資金から生活資金まで幅広い融資にかかる相談内容

を一元的に管理することで、被災者のニーズに対して総合的な相談対応

を行い適切なサポートを実施するため、平成 23 年５月 10 日に全支店１

名ずつ配置されている融資担当者を「震災相談窓口担当者」（総勢 15 名）

として指定しております。 

震災相談窓口担当者は、被災者からの返済猶予や条件変更等の借入れ

にかかる各種相談、事業再開に向けての新規融資の申込み、相続手続に

かかる相談対応などを行っており、本店信用部相談課等と連携しながら

解決策を提供しています。 

平成 24 年４月末までの相談受付状況は 4,989 件、うち私的整理ガイド

ラインの案件６件を除く 4,983 件は対応済みとなっております。 

また、私的整理ガイドラインの相談については、平成 24 年４月末まで

に６件、111 百万円の相談を受け付けており、本店信用部相談課、企画部

リスク管理課、岩手県信用農業協同組合連合会（以下、「岩手県信連」と

いう。）や弁護士等と連携しながら対応を行っております。 

震災にかかる各種相談は、今後本格化する復旧・復興段階においてま

すます増加することも想定されることから、引き続き被災者からの要望

をきめ細かく把握し、ニーズに即した対応を行えるよう、相談機能の強

化に努めてまいります。 
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（相談内容一覧表） 

受付件数 相談内容 

震災～ 

24 年 2 月 

24年3月～

24 年 4 月 

累計 

うち 

対応済

既往借入金の返済猶予 601 0 601 601

既往借入金の条件変更 

（うち繰上償還等） 

890

(771)

79

(75)

969 

(846) 

969

(846)

新規融資の申込み 423 116 539 539

相続手続 1,259 35 1,294 1,294

通帳・キャッシュカード再発行 1,580 0 1,580 1,580

私的整理ガイドライン 6 0 6 0

計 4,759 230 4,989 4,983

  

 

（ｂ）訪問活動の強化 

当組合においては、震災以前から各支店に配されている信用渉外担当

者（42 名）が中心となり、管内の組合員・利用者等に対して訪問活動を

行っており、組合員・利用者等のニーズの把握、相談対応、融資担当者

等と連携した資金対応などを行ってまいりました。 

震災直後は、当組合はもとより組合員・利用者等の被害状況が甚大で

あり、訪問活動を行う状況になく、被災者からの事故登録対応、貯金の

便宜支払い等を実施するとともに、当組合施設を含む地域の瓦礫撤去や

被災者捜索への協力に尽力しておりました。その後、徐々に被災者の生

活が仮設住宅に移ったことから、平成 23 年８月以降、信用渉外担当者に

よる被災者を含む組合員・利用者等への訪問活動を再開いたしました。 

訪問活動にあたり、仮設住宅等に入居する被災者には高齢者が多いこ

とに加え、交通の利便性が必ずしも良いとは言えないケースが多いこと、

復旧・復興に向けた動きに合わせ、今後の生活設計等変化するニーズを

適時・適切に把握し対応していく必要があることから、各支店の信用渉

外担当者が、平成 23 年８月から平成 24 年４月末までの間、延べ 123,986

戸（対象となる実組合員等 17,126 戸）の訪問を行い、訪問可能な組合員・

利用者や仮設住宅等入居者を訪問いたしました。 

訪問の結果、組合員・利用者からは、既往借入金の条件変更や新規融

資の相談、行政の復興計画・助成制度・不動産情報の提供等について説

明・対応を求められることから、当組合で取り扱っている商品のチラシ

の説明、震災関連情報を掲載した当組合広報誌の配布を行うなど、被災
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者一人ひとりのニーズに合わせた対応を行っております。 

被災者に対する情報提供やニーズの把握は、今後本格化する復旧・復

興段階においてますます重要となることから、渉外担当者を中心に更な

る訪問活動の強化を図ってまいります。 

 

（ｃ）本店の体制等 

二重債務をはじめとする震災に関連した各種の相談対応を強化するた

め、本店信用部相談課（３名）がサポート役となり、震災相談窓口担当

者のサポートを行うとともに、震災相談窓口担当者が受け付けた相談内

容をとりまとめ、進捗管理を行うことにより、受け付けた相談の対応も

れ等が発生しないよう取り組んでおります。 

特に私的整理ガイドライン活用に関する対応については、第三者機関、

岩手県信連、弁護士等と連携し事案に応じて債務整理を含めた支援を行

う必要性から、既往の不良債権対策を所管している企画管理部署に職員

を１名増員し対応しております。 

また、岩手産業復興機構や東日本大震災事業者再生支援機構の立ち上

げに際しても、本店信用部相談課が支店に配置されている震災相談窓口

担当者をサポートし、利用者からの相談に一元的に対応できるよう体制

を整備し支援体制の拡充を図っております。 

 

（ｄ）営農相談体制の強化 

本店営農部及び営農センターに配置している営農担当者９名が営農に

かかる相談窓口となり、営農相談会や地域座談会において農地の除塩作

業の指導を行うほか、経営再開に向けた復旧作業を共同で行なう農業者

に対して支援金を交付する被災農家経営再開支援事業や、農地の災害復

旧に向けて堆積土砂撤去、客土、整地、除塩を行う農地復旧事業の利用

推進、また農機・施設復旧のための各種補助金申請にかかる相談対応な

ど、農業再開に向けた支援を行っております。 

特に営農担当者は、補助金申請に伴うつなぎ融資などの被災者からの

資金ニーズに対しては、融資担当者と情報共有を図っております。加え

て、農業融資の実務面のリーダーとして営農経済部署との連携強化や融

資担当者のサポートを行うとともに、自らで農業者に出向く活動を行い

相談機能を発揮することを目的に信用部署に配置している担い手金融リ

ーダーが、資金の選定、農業経営改善計画策定支援、行政との連携・調

整等を行っております。 

また、多額の資金需要やより踏み込んだ専門的な対応が必要となった 
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案件については、県内の農業協同組合との一体的な運営により専門的人

材を配置し農業金融サービスの提供・情報提供・相談対応の充実・強化

を担っている岩手県信連の農業金融センターによる指導・サポートを受

けつつ取り組んでおります。 

 

ア 営農相談等の対応実績 

営農部署が営農相談会や地域座談会において被災した農業者に対し

て行った農地除塩作業指導は、平成 24 年４月末までに 12 回実施して

おります。また、農機・施設復旧にかかる各種補助金活用にかかる相

談は、平成 24 年４月末までに 104 件（菌床椎茸栽培関連 16 件、農機

具導入等 51 件、施設復旧５件、機械設備復旧 32 件）受け付けており

ます。うち 69 件（菌床椎茸栽培関連 13 件、農機具導入等 51 件、施設

復旧５件）については既に申請を行っており、菌床椎茸栽培関連 13 件

については認可済みとなっております。 

 

イ 担い手金融リーダーの拡充 

  震災を踏まえ、農業者からの迅速な相談対応や営農部署との連携強 

化のため、平成 24 年３月から信用部署において、従来から本店信用部 

に２名配置していた担い手金融リーダーのほか、農業資金の需要が多 

い７支店に各１名の担い手金融リーダーを配置し、農業融資にかかる

相談体制を拡充しております。 

 

ウ 営農・信用部署連携での対応実績 

平成 24年４月末までに営農部署と信用部署とが連携して資金対応を 

    行った実績は９件となっております。うち補助金活用や制度資金活用 

に伴って詳細な農業経営改善計画書の策定が必要と判断し、担い手金

融リーダーが資金相談等のサポートを行ったのは４件であり、うち１

件は集落営農組織への対応ということで、より財務・税務面での検討

が必要であったことから、岩手県信連の農業金融センターによる指

導・サポートを受けております。 

 

（ｅ）仮設店舗・ＡＴＭ対応 

当組合では、本店を含む全 19 店舗中 12 店舗が被災しましたが、組合 

員・利用者には高齢者が多いため利便性を最優先し、平成 24 年４月末現

在８店舗について仮設店舗にて通常営業を再開し従来の店舗網を維持し

ております。また、本店も被災しておりましたが、当組合の業務をいち
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早く正常化させるためには本店機能を回復させることが急務であったこ

とから、平成 23 年 7 月 1 日に復旧させております。それに伴い、それま

で猪川支店に設置していた災害対策本部を本店に移設しております。 

一方、融資業務に関して母店へ取次ぎのみを行っていた３店舗（下船

渡、泊里、蛸ノ浦）については、従来から統廃合の方向性を打ち出して

いた中で全壊・流失という被害を受けたこと、８仮設店舗の整備と対象

地区専任の渉外担当者を配置することで、十分な利便性を確保できるこ

とから、平成 24 年 11 月を目途に統廃合を予定しております。 

また、被災した全てのＡＴＭコーナーについても再設置（５箇所・５

台）いたしました。 

    

（仮設店舗の通常営業再開状況） 

店舗名（所在地） 通常営業再開日 

末崎支店（大船渡市） 平成 23 年 ９月 27 日（火） 

赤崎支店（大船渡市） 平成 24 年 １月 30 日（月） 

広田支店（陸前高田市） 平成 24 年 １月 30 日（月） 

三陸支店（大船渡市） 平成 24 年 ２月 ６日（月） 

高田支店（陸前高田市） 平成 24 年 ３月 ２日（金） 

竹駒支店（陸前高田市） 平成 24 年 ３月 19 日（月） 

大船渡支店（大船渡市） 平成 24 年 ４月 20 日（金） 

立根支店（大船渡市） 平成 24 年 ３月 26 日（月） 

 

 

（ｆ）融資相談会の開催 

当組合では、返済猶予や条件変更等の対応が落ち着きを見せた平成 23

年８月以降、本支店において住宅ローンをはじめとし、リフォームロー

ン、マイカーローン、教育ローン等各種ローンにかかる融資相談会を次

のとおり開催し、新規利用者を含め延べ 13 名のお客様に足を運んでいた

だき、平成 24 年４月末までに２件、２百万円を貸出実行し、５件は継続

して相談中であります。 

今後も震災の影響により組合員・利用者の資金ニーズは多岐にわたる

と思われることから融資相談会を毎月開催し、新規利用者を含め、被災

者のニーズに応じた相談対応を実施してまいります。 

 

 

（相談会開催状況） 
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相談会名 開催店舗 開催日 

本店 平成 23 年 ８月 21 日 

〃 平成 23 年 10 月 23 日 

 〃 平成24年 １月22日 

 世田米支店 平成 24 年 ３月 24 日 

 有住支店 〃 

 高田支店 平成 24 年 ４月 21 日 

ローンなんでも 

相談会 

 広田支店 〃 

 

ｂ 農業者に対する信用供与の実施状況を検証するための体制 

 当組合では、農業者に対する信用供与の実施状況を検証するにあたり、

定期的かつ階層別に情報を共有し、進捗管理を行っております。 

 

（ａ）支店長会議での進捗管理 

   既往債務者対策、農業者向け融資及び震災の復興支援を積極的に推進

するにあたり、組合長以下全常勤理事、常勤監事、参事、及び本店の各

室部長が参画のうえ、平成23年５月以降月次で開催する支店長会議にて、

震災の影響を受けている既往債務者、農業者への復興支援施策（制度資

金、支援事業等）、被災者向け融資の進捗状況及び計数実績等に対する管

理・指導を行っております。 

   具体的には、月次で被災者向け商品を含む各種商品の実績を把握する

とともに、組合員・利用者に対する訪問活動実績や受け付けたニーズの

把握・進捗管理を行っております。加えて、当組合管内の情勢や復興支

援策等について情報共有を図り、被災者に適切な対応ができるよう指導

を行っております。 

 

（ｂ）理事会での進捗管理 

    理事会は、四半期ごとに信用事業強化計画の取組状況の報告を受け、

計画の進捗状況を管理するとともに、復興状況に応じた当組合の地域に

おける信用供与の対応状況及び地域の復興状況に合わせた当組合の施策

を検討し、適時・適切に実施事項の改善を図っております。 

平成 23 年 10 月の理事会においては、流失した店舗の地域組合員から

早期の店舗復旧を望む要望が寄せられたことから、仮設店舗やＡＴＭを

再設置する方針を決定いたしました。 

また、農業復興については、管内行政の復興計画を踏まえて策定した

当組合の第５次地域農業振興基本計画を平成24年４月の理事会において
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決定しており、今後、管内行政の復興計画の具体化に併せ信用事業強化

計画における農業復興の取組みに反映させるよう実施事項の改善を図っ

てまいります。 

 

（２） 担保または保証に過度に依存しない融資の促進その他の農業者の需要に

対応した信用供与の条件または方法の充実のための方策 

   当組合では、平成 23 年５月から取扱開始となった無利子かつ実質担保・

保証人不要の農業近代化資金などの震災特例融資をはじめとする機関保証

付貸出を積極的に活用しながら、経営の将来性や復興状況を踏まえ、不動

産担保または個人保証に過度に依存しない融資を行った結果、機関保証付

貸出を平成 24 年４月末までに 292 件、656 百万円実行しております。 

   あわせて、担当者の育成を図るため、岩手県信連や岩手県農業信用基金

協会による震災特例融資にかかる研修会や改正事務手続にかかる研修会、

住宅金融支援機構の災害復興住宅融資制度の研修会を実施しており、平成

24 年４月末までに合計５回、参加者は述べ 110 人となっております。 

なお、平成 23 年８月以降、原則経営者以外の第三者の個人連帯保証を求

めないこととする内容に事務手続を改正し、個人保証に過度に依存しない

取組みを進めております。 

 

（機関保証付貸出実績）               （単位：百万円） 

資金名 件数 金額 

事業資金 13 80

うち農業近代化資金 1 6

うち農林漁業セーフティネット資金 2 5

うち東日本大震災対応緊急資金 1 5

うちその他農業資金 4 10

うち岩手県保証協会資金 5 54

生活資金 279 576

 うち住宅ローン 17 254

 うちリフォームローン 4 8

 うちマイカーローン 238 289

 うち教育ローン 17 23

 うちその他生活資金（クローバ、フリー） 3 2

計 292 656
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  （機関保証付以外貸出実績）             （単位：百万円） 

 件数 金額 

事業資金 28 164

うちプロパー融資（農業運転） 2 13

うちプロパー融資（農業設備） 1 1

うちプロパー融資（事業運転） 12 115

うちプロパー融資（事業設備） 4 10

 うち貯金・共済証書担保資金 9 25

生活資金 221 549

 うちプロパー融資（住宅） 19 216

 うちプロパー融資（リフォーム） 3 21

 うちプロパー融資（マイカー） 11 17

 うちプロパー融資（教育） 2 3

 うちプロパー融資（その他生活） 83 170

 うち貯金・共済証書担保資金 103 122

計 249 713

 

  

（研修実績） 

相談会名 開催回数 参加人数（延べ）

災害復興住宅融資研修会 2 48

融資基礎研修会 2 45

復興応援ローン取扱研修会 1 17

  

 

（３） 被災者への信用供与の状況 

  

 ａ 被災者に対する条件変更等の対応状況 

震災以降、平成 23 年９月末までの間、震災の影響を受けている農業者、 

事業者、住宅ローン利用者等から 601 件、4,267 百万円の既存融資の返済猶

予を受け付けました。 

これらの被災者に対しては、最長３年間の元金据置きや最終期限の延長

を内容とする「東日本大震災における災害特例措置取扱要領」を定めたう

えで、返済猶予期限（平成 23 年９月末）の到来以降、順次、被災者の状況

に応じた対応を進めております。 
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返済猶予を行った 601 件、4,267 百万円のうち 123 件、2,142 百万円につ

いては、平成 24 年４月末までに条件変更を行っております。また、繰上償

還や約定返済の進展により件数、残高の変動はありますが、平成 24 年４月

末時点で、368 件、2,536 百万円は約定返済継続中であり、126 件、1,342

百万円は個別相談中（継続対応）となっています。 

また、私的整理ガイドラインについては、平成 24 年４月末までに相談件

数６件、111 百万円を受け付けており、うち１件については債務整理に向け

計画を策定しているところですが、残り５件については土地評価等計画策

定の前提条件整備に時間を要していることから、当組合としても迅速な対

応ができるよう協力しております。 

 

（返済猶予・条件変更対応状況（受付ベース））     （単位：百万円） 

返済猶予受付結果 条件変更対応実績  

件数 金額 件数 金額 

事業資金 100 918 29 593

うち農業資金 3 4 0 0

 うち運転資金 82 715 14 439

 うち設備資金 15 199 15 154

生活資金 500 3,158 93 1,358

 うち住宅ローン 156 2,254 53 667

 うちマイカーローン 45 46 2 3

 うち教育ローン 19 25 1 2

その他 1 191 1 191

合計 601 4,267 123 2,142
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  （返済猶予を受け付けた債権の平成 24 年４月末の状況） （単位：百万円） 

約定返済の再開 個別対応中  

件数 金額 金額 金額 

事業資金 57 478 30 358

うち農業資金 1 2 1 1

 うち運転資金 47 380 23 280

 うち設備資金 9 96 6 77

生活資金 311 2,058 96 984

 うち住宅ローン 101 1,408 40 687

 うちマイカーローン 30 31 6 3

 うち教育ローン 16 18 2 5

その他 0 0 0 0

合計 368 2,536 126 1,342

 

ｂ 被災者に対する新規融資の実績 

組合員・利用者の事業基盤や生活基盤を維持するため、当組合は、組合

員・利用者の状況・ニーズに応じた融資を実施しております。 

その結果、震災以降、平成 24 年 4 月末までの間、539 件、1,364 百万円

の新規融資を実行しました。うち、震災の影響により既往借入金の条件変

更を実施するとともに、復旧・復興のために新規資金ニーズが発生したこ

とから、当組合が新規融資を実行したのは１件、50 百万円(設備資金)とな

っております。 

 

農業者をはじめとする事業者については、震災による直接被害のほか取

引先による影響や原発事故に伴う生産物価格下落等による被害があったこ

とから、事業再開、施設・設備復旧や再取得、当面の資金繰り対応等のニ

ーズに対応してきたことから、平成 24 年度４月末までに 40 件、289 百万円

（うち農業者 7件 25 百万円）の新規融資を実行しております。 

 

住宅ローン等生活資金が必要なお客様については、復旧・復興の動きが

まだ本格化していないこともあり、住宅再建や補修等のニーズは少ない状

況にはありますが、流出したマイカーの再取得や生活必需品等の小口ロー

ンの利用ニーズがあったことから、平成 24 年４月末までに 310 件、781 百

万円（うち住宅関連資金 42 件 449 百万円、うちマイカー関連資金 249 件 306

百万円）の新規融資を実行しております。 
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（新規融資の実績）                 （単位：百万円） 

平成 24 年４月末時点  

件数 金額 

事業資金 40 289

 うち農業資金 7 25

 うち東日本大震災対応緊急資金 1 5

 うち農業近代化資金 1 6

 うちＪＡ農業関連資金 1 4

 うち運転資金（農業資金含む） 22 153

 うち設備資金（農業資金含む） 8 96

生活資金 310 781

 うち住宅ローン 34 414

 うちリフォームローン 6 24

 うちマイカーローン 230 290

 うち教育ローン 15 19

 うち復興応援ローン（住宅） 1 6

 うち復興応援ローン（リフォーム） 1 5

 うち復興応援ローン（マイカー） 19 16

 うち復興応援ローン（教育） 4 7

その他資金 189 294

合計 539 1,364
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（４） 東日本大震災の被災者への支援をはじめとする被災地域における復興に

資する方策 

  

ａ 地域の復興計画策定への参画 

震災以降、行政が中心となった「大船渡市災害復興計画策定委員会」、「陸

前高田市震災復興計画検討委員会」が設立されましたが、当組合も参画の

うえ、関係機関との連携強化を図ってまいりました。結果、平成 23 年 10

月には大船渡市、平成 23 年 12 月には陸前高田市において、復興計画が策

定され、農業分野や地域経済における対策について大枠が示されました。 

また、震災から農業の復旧・復興に向け関係機関・団体による円滑な連

携と取組状況の対応についての情報共有を図る目的で設立された「災害復

興営農対策会議」（平成 24 年 4 月末までに 20 回開催）、に岩手県、大船渡

市、陸前高田市、東南部農業共済組合、当組合が委員として積極的に関わ

り、地域の農業復興及び担い手農家の確保・育成を継続していくためにも、

被災農地の早期復旧が重要であることから堆積土砂撤去、客土、整地、除

塩等の早期復旧工事の提言を行ってまいりました。結果として、堆積土砂

撤去は進んでおりますが客土、整地、除塩等の復旧工事については大きな

進展が見られていないのが現状であることから、引き続き岩手県をはじめ

とする関係機関と協力し農地復旧に向けて取り組んでまいります。 

  

ｂ 被災地域の復興支援にかかる取組み 

被災地域においては、農業の復興が地域の復興に直結することを踏まえ、

当組合では、震災による被害を受けた農業者が営農再開を行うため瓦礫撤

去や水利施設の整備等を共同で行う際に助成措置が受けられる被災農家経

営再開支援事業の活用推進や役職員によるボランティア活動を行ってまい

りました。結果、被災農家経営再開支援事業の受け皿となる複数農家で共

同作業を行う地域農業復興組合は当組合が運営事務局となり、平成 24 年４

月末時点で大船渡市に３組合、陸前高田市に２組合が立ち上がり、農地復

旧に向けた活動を開始しておりますが、土砂や瓦礫などの堆積、塩害等が

ひどく農地復旧については依然大きな進展が見られていないことから、状

況を見つつ引き続き取り組んでまいります。 

一方で、大船渡市や陸前高田市の復興計画のうち次に掲げる事業につい

ては、当組合が事業主体として指定されていることから、当組合が責任を

持って実施し、地域復興を支援しております。 

なお、当管内の全農地（田畑）3,003ha のうち被災農地は 460ha である状

況下、平成 23 年度中の復旧農地は 4ha にとどまり、行政の平成 24 年度復
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旧計画では 160ha となっており、当組合としても行政と連携し農地の復旧

に向けて取組んでまいります。 

 

（ａ）被災した農業関連の共同利用施設等の復旧支援 

被災した農業関連の共同利用施設の復旧や共同利用農業機械の導入支

援を行うため、事業費の１/２の助成措置がある東日本大震災農業生産対

策交付金整備事業の活用を推進しております。結果、被災した農業者か

らの申請により、野菜選果・集出荷施設の復旧・再建、果菜類の農業機

械導入など共同利用施設 11 件 82 百万円、農業機械等 23 件 303 百万円の

補助金申請を当組合を通じて行っております。 

 

（ｂ）高収益施設園芸の生産施設整備支援 

夏季冷涼で冬季温暖な三陸地域の気象条件を活かした高収益施設園芸 

   品目のハウスなどの生産施設整備支援について、被災した菌床椎茸栽培

農家を対象に農産漁村活性化プロジェクト事業を活用し、津波被害によ

り流失したハウス４棟の再建に加え、新たに２棟を建設するため、岩手

県・大船渡市・当組合が共同して国に 120 百万円の補助金を申請してお

ります。平成 24 年度中の完成を予定しており、完成後は当組合が事業主

体としてハウス 6 棟を取得した後、栽培農家に施設をリースし初期投資

を抑えた農業経営となるように計画しております。 

そのほか、岩手県菌床椎茸生産復旧ホダ玉助成事業と特用林産施設等

整備事業に基づく震災により死滅したホダ玉の取得と育成する際の国か

らの助成、および、東日本大震災農業生産対策交付金整備事業を活用し

流出した青果物冷蔵施設整備とピーマン袋詰機の取得、水稲育苗施設（硬

化ハウス・大船渡市 18,000 箱、陸前高田市 32,000 箱規模）の生産施設

整備を岩手県・大船渡市（もしくは陸前高田市）・当組合にて共同して計

画しており、事業にかかる交付金を国に申請中であります。 

    また、被災地域農業復興総合支援事業（東日本大震災復興交付金）に

より、陸前高田市が大規模園芸施設等（イチゴ）の整備を行うための交

付金も国に申請中であります。 

 

（ｃ）新規就農予定者の研修費用の一部助成 

新規就農者を対象に実施する栽培指導研修費用の一部助成事業等につ 

いては、平成 24 年４月末現在で３名から相談を受け、2 名は陸前高田市

の地域担い手育成支援事業により研修生として雇用され、トマト、きゅ

うりなど市の振興作物の研修中であります。 
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また、他 1 名は、岩手県の新経営体育成支援事業による研修費用の一

部助成を活用し負担が軽減された研修受入先の下で、果菜類生産者の労

力支援と技術習得に努めております。 

いずれも研修後は、担い手農家として自立するように当ＪＡ営農部が

主体となって指導してまいります。 

 

 

ｃ 金融面の対策 

 

（ａ）既往債務の対策 

    事業の復旧等に際し、二重債務問題への対応が必要な事業者に対して

は、岩手産業復興機構および東日本大震災事業者再生支援機構を活用し

て被災事業者の事業再生支援を行っていく必要があることから、震災窓

口担当者への事業内容等の周知を行うとともに、本店信用部相談課との

連携を図り、相談窓口での一元的対応が確保されるよう体制を整備して

おります。平成 24 年４月までに両機構を活用した事例はないものの、今

後、事業者の意向を踏まえ、必要に応じて活用してまいります。 

    また、大口の事業資金 16 先に対しては、震災による返済状況の変化を

見極め、５先の経営改善計画の見直しを行ったうえで、既往債務の条件

変更等の対応を行っております。また、月次での資金繰り管理や四半期

ごとの収支状況のチェック、定期的な財務分析等を実施したうえで進捗

状況のフォローアップを行っております。 

    また、既往債務の整理が必要と判断される生活資金利用者に対しては、

私的整理ガイドラインの活用の検討や税理士や弁護士等外部専門家と連

携した債務整理等、利用者の状況に応じた対策を実施しております。 

 

（ｂ）新規資金需要への対応 

当組合では、震災直後から被災地域及び被災者の復興支援を目的に被災

者が新たに借り入れる農業資金や生活資金の借入れ負担の軽減を図るべく、

岩手県、管内２市１町、岩手県農業信用基金協会、岩手県信用保証協会、

日本政策金融公庫、住宅金融支援機構、岩手県農業協同組合中央会や岩手

県信連等の連合会、農林中金等の関係機関と連携し、低利・無利子資金等

の提供を行っております。 
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  ア 農業者等事業者向けの主な商品 

 

  （ア）東日本大震災対応緊急資金 

東京電力福島原発事故による放射能の影響は、岩手県内の酪農家や

肥育牛農家等に直接影響が出ているほか、風評被害や価格低迷等の間

接的な影響が出ております。このため、影響を受けている農家の資金

繰り対策等が喫緊の課題となったことから、平成23年７月から岩手県、

ＪＡ岩手グループ、農林中央金庫による利子補給措置により最長 10 年

間無利子とする東日本大震災対応緊急資金の取扱いを開始いたしまし

た。 

     平成 24 年４月末までの取扱実績は、１件、５百万円となっておりま

す。 

 

  （イ）農業近代化資金 

     津波被害により耕作地が浸水あるいは農機や施設等が流失するなど

の影響を受けている農業者がいることから、復旧・復興に向けた資金

需要を想定し、平成 23 年５月から最長 18 年間無利子かつ実質担保・

保証人なしでの融資対応が可能となりました。 

     平成 24 年４月末までの取扱実績は、１件、６百万円となっておりま

す。 

 

  （ウ）農林漁業セーフティネット資金（日本政策金融公庫資金） 

     意欲と能力がありながら不慮の災害等による環境の変化により経営

維持が困難な農林漁業者に対して、必要な長期資金を対応することが

できる資金であり、震災を踏まえ平成 23 年５月から最長 13 年間、無

利子化措置が図られました。 

     当組合は、受託金融機関として農業者の被災状況とニーズを踏まえ、

最適な資金提案を実施した結果、平成 24 年４月末までの取扱実績は、

２件、５百万円となっております。 

 

  （エ）大船渡市中小企業融資あっせん制度 

     大船渡市では、市内の中小企業の振興育成を図ることを目的に、最

長 10 年間（1 年以内の据置を含む）1.5%の利子補給と岩手県信用保証

協会の保証料が全額補助される融資あっせん制度を設けております。 

当制度は震災の復興支援にかかる各種事業資金にも対応しているた
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め、当組合では地域金融機関として地場企業の震災復興に向けたニー

ズを踏まえ最適な資金提供を実施した結果、平成 24 年４月末までの取

扱実績は５件、54 百万円の実績となっております。   

 

  イ 一般利用者向けの主な商品 

 

  （ア）罹災者用ＪＡマイカーローン 

津波被害によりマイカーが多く失われ、被災者の生活の足は奪われ

ました。当組合管内においては、日々の生活にはマイカーが必要不可

欠であることから、通常商品よりも金利を最大 2.5％引下げたうえ保証

機関と連携し保証料を引下げて対応しております。更に、貸付期間を

最長１年間延長するとともに６ヶ月以内の元金据置期間を設けるなど、

被災者支援を目的としたＪＡマイカーローンを平成23年４月から取扱

開始しました。 

平成 24 年４月末までの取扱実績は、230 件、290 百万円となってお

ります。 

 

  （イ）復興応援ローン 

平成 24 年４月から、被災地域の復興や被災者等支援を目的に、被災者

等が被災地域の組合から借入れする住宅ローン、リフォームローン、マ

イカーローン、教育ローンの生活資金に対して、農林中央金庫が借入期

間当初５年間、最大 0.5％の利子補給を開始いたしました。当組合では、

当該商品の総称を復興応援ローンとして、取扱いを開始しております。 

平成 24 年４月の取扱実績は、25 件、34 百万円（うち住宅ローン 1件 6

百万円、うちリフォームローン 1件 5百万円、うちマイカーローン 19 件

16 百万円、うち教育ローン 4件 7百万円）となっております。 

 

 ＜直接被災者への主な支援事例＞ 

 

 【事例１】原発事故による自給粗飼料利用自粛に伴う代替飼料購入費につい

ての資金対応（東日本大震災対応緊急資金） 

 

   当組合組合員の酪農家は、原発事故により自己所有の乾牧草に基準値を

超える放射性セシウムが検出され使用できなくなったことから、安全な乾

牧草の購入が必要となりました。そのため当組合は、乾牧草の購入資金と

して金利・保証料負担なしの東日本大震災対応緊急資金を活用し酪農家の
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経営支援をいたしました。 

 

  ＜ＪＡバンク東日本大震災対応緊急資金（原発事故）の対応内容＞ 

    ①金額  5,000 千円 

    ②期間  10 年（うち据置３年） 

    ③金利  ０％ 

（岩手県、岩手県信連、全農、全共連、ＪＡ等が利子補給） 

    ④担保  無担保 

    ⑤保証  岩手県農業信用基金協会 

        （保証料は上記利子補給に含まれ負担なし） 

 

 

【事例２】津波で被災した花卉栽培農家への日本政策金融公庫資金対応によ

る支援 

 

当組合組合員の花卉栽培農家は、震災による津波被害により花卉栽培用 

のビニールハウスが流失しました。営農再開のためにビニールハウスは自

己資金で取得しましたが、生産費用にかかる運転資金が必要になったため、

日本政策金融公庫と調整、連携のうえ、金利負担のない制度資金を活用し

復旧・復興支援をいたしました。 

 

  ＜農林漁業セーフティネット資金の対応内容＞ 

    ①金額  2,000 千円 

    ②期間  10 年 

    ③金利  ０％ 

    ④担保  無担保 

    ⑤保証  無保証 

 

 

 【事例３】津波で被災した中小企業（自動車修理業者）への事業再生支援 

 

当組合取引先の自動車修理業者は、津波で整備工場が全壊しました。当 

組合は、当社から別な場所に工場を借りて業務を再開するために必要とな 

る工場設備・機械等の購入資金の借入れと併せて以前より利用していた岩 

手県信用保証協会の保証付き資金の返済条件の見直しの相談を受けました。 

当組合は、当社と相談のうえ策定した事業再生計画に基づき、大船渡市
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中小企業資金融資あっせん制度を活用した新規設備資金の対応と既往資金

の返済条件緩和を実施し、当社の復旧・復興を支援することとしました。 

 

  ＜大船渡市中小企業融資あっせん制度を活用した資金の内容＞ 

    ①金額  30,000 千円 

    ②期間  ８年 

    ③金利  1.4%（固定）（大船渡市 1.5%利子補給） 

    ④担保  土地（震災前から付した工場跡地） 

    ⑤保証  経営者個人保証、岩手県信用保証協会 

                （保証料は大船渡市が負担） 

 

 

【事例４】津波で被災した農地の再生を進める営農組合の共同事業再生に向 

けた支援 

 

当組合組合員で構成する営農組合は、農産物の生産・加工販売を行って 

おりましたが、津波被害により農産物の加工場が全壊しました。 

当組合は、営農組合と相談を重ね、東日本大震災農業生産対策交付金を 

活用した加工場の再建と農業機械を導入する計画を策定し、国・岩手県・ 

陸前高田市の承認を受けましたが、補助金交付までの間、つなぎ資金が必 

要となったことから迅速な資金対応が可能であり低利な農業振興資金（つ

なぎ資金）で対応いたしました。 

 

  ＜農業振興資金（つなぎ資金）の対応内容＞ 

    ①金額  7,000 千円 

    ②期間  ３ヶ月 

    ③金利  1.475%（固定） 

    ④担保  無担保 

    ⑤保証  役員８名 

  

ｄ 人材育成と活用 

当組合では、被災した農業者の農業再開に向けた資金ニーズ、復旧・復

興にあわせた営農品目の拡大や集約化のニーズ、住宅再建等にあわせた土

地・建物取引や生活設計にかかる相談に対応するため、外部研修会への派

遣により復興に資する資格取得を奨励してきた結果、平成 24 年４月末現在

で農業経営アドバイザー１名、ＦＰ７名等の資格取得者が在籍しておりま
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す。 

それらの資格取得者は、震災以降、被災した農業者の経営相談や、被災

者からの相続、共済、年金受給等の相談に対して、専門的なアドバイス等

を実施しており、資格取得による効果を発揮しているところであります。 

加えて、農業資金等の融資業務や財務分析等の実務能力にかかる職員の

対応力強化に向けて、岩手県信連へのトレーニー派遣を平成 22 年４月から

継続しており、平成 24 年４月末現在２名を派遣し人材の育成に努めており

ます。 

 

（資格取得状況） 

資格名 取得者数 

農業経営アドバイザー 1 名

ＦＰ 7 名

年金アドバイザー 32 名

宅地建物取引主任者 4 名

 

ｅ 被災地における年金相談会の開催 

当組合では、被災者の多くが高齢者であることや年金その他各種公的補

償制度の受給資格者が多くいることを踏まえ、平成 23 年９・10 月に当組合

年金アドバイザー、岩手県信連年金センター、社会保険労務士が連携し、

被災地の３店舗で無料年金相談会を開催いたしました。結果、28 名の相談

者に年金をはじめとする各種公的補償制度の仕組みや受給手続き等に関す

る相談に対応いたしました。 

平成 24 年度も被災地区を中心に７月以降５店舗で開催する予定です。 

 

（５） その他当組合が主として事業を行っている地域における経済の活性化に

資する方策 

 

次に掲げる地域経済の活性化に資する方策の実践に努めつつ、被災者か

らのニーズを的確に把握し、信用供与の円滑化を図っております。 

ａ 創業又は新事業の開拓に対する支援にかかる機能の強化のための方策 

 

（ａ）新規就農に対する支援 

当組合では、震災による被害を乗り越え、地域農業の活性化を図って

いくうえでは、新規就農の誘致と新規就農者の就農定着を支援していく

ことが必要との認識から、行政や関係部署とが連携のうえ、新規就農に
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対する各種支援を行っております。 

具体的には、就農者のステージに応じて、次のとおり支援しておりま

す。 

 

ア 就農検討段階での支援内容 

就農相談会を平成 23 年 11 月以降３会場で開催しており、参加者 29

名に対し、就農に必要な準備、支援のための各種公的制度、ＪＡのサ

ポート内容等の説明を実施しております。加えて、希望する作付品目

と管内の気候・土壌等の条件を勘案し、個別相談を実施しております。 

 

イ 就農準備段階での支援内容 

自立可能な農業技術を短期間で身につけるべく、行政と連携し、就

農研修先の紹介や斡旋を実施しており、平成 23 年度は３名の新規就農

希望者が研修を行っております。研修先の斡旋の際、就農希望者との

相談を行い、就農後に予定している作付品目に応じて最適な研修受入

先を紹介できるよう努めております。また、大船渡市新規就農支援事

業や岩手県の新経営体育成支援事業による被雇用者助成を活用し、研

修受入先の負担軽減を図っております。 

現在の研修生においては、研修後に即座に営農を開始できるように、

行政と連携し農地利用の仲介や斡旋を実施してまいります。 

 

ウ 就農段階での支援内容 

平成 23 年度に研修を行っている３名について、１名が平成 24 年度

から自立し、就農することから、自立に当たり、初期投資資金や農業

を継続していくために必要な資金のニーズに対応するため、各種制度

資金やＪＡ農業資金、リース事業の活用を紹介しております。 

また、過去に就農し震災により被災した農業者に対しては、圃場及

び生産施設が被害を受けた場合は東日本大震災農業生産対策交付金整

備事業の活用による生産施設の再建を行うほか、肥料等生産資材が流

出した場合は全国農業協同組合連合会（以下、「全農」という。）と当

組合が協力し損失額相当分の助成措置を行っております。 

加えて、営農にかかる相談や、経営に関する相談にも継続的に適切

に対応しており、引き続きサポートを行ってまいります。 
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（ｂ）６次産業化に対する支援 

農産物等の価値を高め、または新たな価値を生み出すことを目指して

いくうえで、農業者による事業の多角化、高度化、新たな事業の創出等

を行っていく６次産業化の取組みは、被災地域の復興促進の観点から、

有意なものと考えております。 

平成 23 年度当組合では、管内の主要農産物である菌床椎茸について水

産加工業者と連携し、高品質かつ長期保存対応が可能な冷凍技術を活用

し、菌床椎茸と海産物をまぜ合わせた加工食品を新商品として開発し、

付加価値向上、販路拡大に取り組みました。また、産直施設を運営する

農業法人による農産物の加工場新設や、新規出店の際には農業経営改善

計画書の策定支援を行うとともに必要な融資対応を行いしました。 

今後も、引き続き行政、地域企業及び岩手県信連の農業金融センター

と連携したうえで、付加価値向上、販売チャネルの確保等に取り組んで

まいります。 

  

ｂ 経営に関する相談その他の利用者に対する支援にかかる機能の強化のた

めの方策 

震災及び東京電力福島原発事故の影響を受けた、農業者の復旧への当面

の施策として、当組合では農協系統諸団体からの協力もあり、17 戸の農家

に対し流失した菌床椎茸用ホダ木購入８百万円、90 戸の繁殖牛農家や酪農

家向けの飼料代や風評被害等に対する助成 340 万円を平成 23 年 10 月に行

ったところです。 

また、震災からの復旧・復興に向けた農業者等からの経営に関する相談

に応えるため、当組合では、営農部署が平成 23 年 4 月から平成 24 年 4 月

末までに営農相談会を 37 回、地域座談会を 36 回開催し各種補助事業や制

度資金の活用、農業再開や集約化に向けた対応を行いました。営農相談会

や地域座談会において相談を受けた案件については、営農部署や担い手金

融リーダーを中心とする信用部署とが連携し情報を共有しながら取り組ん

でおります。あわせて、より専門的な相談やアドバイスが必要な場合には、

岩手県信連の農業金融センターや農協系統諸団体と連携し対応しておりま

す。 

地域住民への生活支援としては、震災により買い物が不自由になった仮

設住宅の入居者等への食材宅配事業を開始しており、平成 24 年４月末現在

で 2,759 件の取り扱いがあります。また、流失した陸前高田市のガソリン

スタンドを早期に復旧させるなど、地域ライフラインの復旧・復興につい

てもサポートしております。 
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加えて、被災者からの生命系共済金の支払い申請（平成 24 年４月末現在

218 件）に対して、円滑に支払いが出来るよう取り組んでおります。 

 

ｃ 早期の事業再生に資する方策 

これまで農業者に対しては、営農部署が中心となり、農業者の営農技術

向上に向けた指導や記帳等経営管理の向上に向けたサポートを行い、農業

経営にかかる諸課題を洗い出し、早期の経営再建に向けた取組みを指導し

てまいりました。 

具体的な支援を行うにあたっては、経営改善計画の策定等を行ったうえ

で、既往債務対策や新規融資の提供を行っていくことが必要になります。

今後、農業者に対しては、営農部署と担い手金融リーダーを中心とする信

用部署とが連携強化したうえで経営改善計画の達成に向けて取組みをサポ

ートしてまいります。 

また、大口の事業資金対応先に対しては、引き続き本店信用部署が中心

となり、震災による影響度に応じて、経営改善計画の策定要否を見極めた

うえで経営改善計画の作成や見直しを行い、月次での資金繰り管理や四半

期ごとの収支状況のチェック、定期的な財務分析等を実施したうえで進捗

状況のフォローアップを行うことにより、経営再建に向けた取り組みを行

っております。 

具体的な対応としては、継続的管理が必要とされた大口融資先 16 先のう

ち２先について条件変更を実施、また１先について条件変更とあわせて新

たな設備資金対応を実施しております。 

 

ｄ 事業の承継に対する支援にかかる機能の強化のための方策 

地域における農業、農地や農業者の生活基盤を維持していくうえでは、

担い手対策、相続対応を含む事業の円滑な承継が必要と認識しております。

そのため、岩手県信連の農業金融センターのサポートを得ながら、営農部

署と信用部署とが連携して担い手農家訪問を行っているほか、返済猶予や

条件変更等の債務者対応が落ち着きを見せた平成 23年 11 月から平成 24年

4 月末までに支店次長に対して経営・税務・法務・相続等の事業承継にかか

る研修会を 4回開催し、人材育成に努めております。 

当組合では、引き続き、担い手農家等からの様々な相談に対して適切な

対応・助言を行うことができるよう、相談業務の機能強化に向けた人材育

成を図り、担い手農家に定期的に訪問のうえ情報提供や相談対応を継続し

てまいります。 

また、当組合内では解決できない相談・課題等に適切に対応するため、
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社労士、税理士等外部専門家と連携した相続・税務相談対応を行ってまい

ります。 

 

 ｅ 地域や利用者に対する積極的な情報発信 

   当組合は、経営状況等についてディスクロージャー誌等により適切に開

示するとともに、各事業の取組み、営農支援対策、理事会報告事項など各

種情報の提供についても、ホームページや月刊の組合員広報誌等を通じて

継続的に情報発信しております。 

今後も、組合員・利用者からの信頼を高めるため、農業をはじめとする

地域経済復興への支援策等も含めて、これらの取組みを継続してまいりま

す。 

 

３ 剰余金の処分の方針 

 

平成 24 年２月期決算は、震災による信用コストの上昇等により、当期剰余金

は 5,516 百万円の損失計上となったことから、配当可能剰余金が確保できず、

誠に遺憾ながら、優先出資・普通出資ともに無配とさせていただきました。 

今後につきましては、引き続き信用事業強化計画を着実に実践しつつ、一刻

も早く優先出資の配当を行うべく努めてまいります。 

なお，優先出資の配当を行ったうえで普通出資の配当が可能となった場合に

おいても、普通出資の配当にあたっては、今回の震災からの復旧・復興状況や

内部留保の蓄積状況等を踏まえて、適切な配当水準を検討してまいります。 

 

４ 財務内容の健全性及び事業の健全かつ適切な運営の確保のための方策 

 

（１）経営管理体制 

当組合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、総代会において選任された理

事により構成される「理事会」が業務執行を行っております。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

おります。 

信用事業については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お

ります。 

       

（２）業務執行に対する監査または監督の体制 
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   当組合では、内部監査部署を被監査部署から独立して設置し、経営全般

にわたる管理及び各部署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・改善に努めております。 

 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おります。監査結果は代表理事組合長、

代表理事専務、常務理事及び監事に報告したのち被監査部署に通知され、

定期的に被監査部署の改善にかかる取組状況をフォローアップしておりま

す。また、監査結果の概要を半期毎に理事会に報告することとしておりま

すが、特に重要な事項については、ただちに理事会、代表理事組合長、代

表理事専務、常務理事及び監事に報告し、すみやかに適切な措置を講じて

おります。 

 

（３）地域特性・事業基盤にあった収支構造に向けた取組み 

当組合では、四半期ごとに場所別・部門別の経営分析を実施し、収支構

造や課題等を把握し、事業利益等を重視した経営管理を実施してまいりま

したが、平成 23 年度は、組合員・利用者に対する迅速な復旧・復興支援を

最優先に、被災支店の仮設店舗設置やＡＴＭ再設置等の対応を行ってまい

りました。 

今後につきましては、場所別・部門別損益管理を引き続き徹底して取組

み、地域の復興状況等を踏まえ、赤字部門の業務改善とあわせ、組合員・

利用者の利便性に配慮しつつ、必要に応じ金融店舗の再配置を行ってまい

ります。 

 

（４）与信リスクの管理（不良債権の適切な管理を含む。）及び市場リスクの管 

理を含む各種のリスクの管理状況ならびにこれらに対する今後の方針 

 

 ａ リスク管理体制 

   組合員・利用者に安心して当組合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と認識しておりま

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、「リスク管理規程」や「リスク管理マニュアル」などの規程

類を定め、リスク管理体制を整備するとともに、認識すべきリスクの種類

や管理の仕組みなど、リスク管理の基本的な体系を整備しております。 

   また、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
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じてリスク管理体制の充実・強化に努めているほか、内在するリスク量に

対する自己資本の充実度の検証を行う総体的リスク量管理の手法を導入し

ております。 

 

 ｂ 信用リスク管理 

   震災の影響が中長期に及ぶことが懸念されることから、当組合は、信用

リスク軽減に向け、次の取組みを行っております。 

 

 （ａ）不良債権抑制に向けた取組み 

当組合は、営農・経済部署や信用部署などの関係部署が連携して、組

合員・利用者への訪問・面談等を徹底し、既往取引先の状況把握に継続

的に取組み、早期の情報収集に取り組んでおります。また、リスク管理

部署が当組合全体の信用リスク状況等を適切に把握・分析するとともに、

本支店融資担当者が中心となって、取引先の状況等に適した再建支援等

に取組み、不良債権の抑制等に取り組んでおります。 

 

（ｂ）新規融資時のリスク軽減に向けた取組み 

今回の震災による被害状況を踏まえ、不動産担保や個人保証に過度に

依存せず被災者の資金ニーズに積極的に対応していく必要がある一方で、

新規融資時のリスクを軽減するため、岩手県農業信用基金協会や岩手県

保証協会と連携しながら、新規融資を対応しております。 

また、新規融資時においては、組合員・利用者の現状やニーズを的確

に把握したうえで、返済計画の策定サポートを行うとともに、月次訪問

等により、資金対応後の状況把握や計画の進捗状況をフォローしており

ます。 

 

（ｃ）信用リスクの適切な管理 

   平成 24 年２月期決算では、震災による経済的影響を踏まえた債務者区

分の判定や担保不動産の評価を行った結果､個別貸倒引当金を6,836百万

円計上しました。 

今後の返済が懸念される債権については、信用部署において、月次で

震災の影響を受けた債権の状況を確認し、債務者の収入状況や将来設計

等を確認するほか、企画管理部署が月次で被災者の信用供与の状況や信

用リスクに関して取りまとめ、関係部署と情報共有を図っております。 

また、平成 23 年８月末時点で震災の影響を少なからず受けていると想

定された貸出先のうち､その後全額返済したり返済に懸念がないと想定
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される以外の貸出先については、平成 24 年４月に開催した理事会におい

て個別対応方針を決定する等､四半期ごとの理事会等において､適切に信

用リスクを把握・管理しております。 

 

 ｃ 市場リスク管理 

当組合では、「ＪＡバンク基本方針」に基づき、安全・効率運用の確保を 

図るため、余裕金の３分の２以上を岩手県信連に預け入れております。こ

の預け金以外の資金運用については、金利リスク、価格変動リスクなどの

市場リスクを四半期ごとに把握するとともに、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（資産・負債総合管理）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おります。 

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、経営層で構成するＡＬＭ委員会を四半期ごとに開催して、運用方

針及びリスク管理方針を協議したのち、理事会において決定しております。

運用部署は、理事会で決定した運用方針などに基づき、有価証券運用を行

っています。運用部署が行った取引について、リスク管理部署が執行状況

を確認し四半期ごとにリスク量の測定を行い、経営層に報告しております。 

 

 ｄ 流動性リスク管理 

当組合では、前述のとおり、余裕金の３分の２以上を岩手県信連に預け

入れており、全体として高い流動性を確保しております。そのうえで、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

おります。また、預け金以外の資金運用にかかる市場流動性リスクについ

ては、投資判断を行ううえでの重要な要素と位置づけ、運用方針などの策

定の際に検討を行っております。 

 

 ｅ オペレーショナル・リスク管理 

当組合では、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、事務手続にかかる各種規程を定め、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

が発生した場合はすみやかに状況を把握して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・正確に反映できるよう努めております。 

このうち、事務リスクについては、業務の多様化や事務量の増加に対応
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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軽減に努めております。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おります。 

また、システムリスクについては、コンピュータシステムの安定稼動の

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についてのマニュアルを策定しておりま

す。 

以上 

 


