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　組合員・利用者の皆さまに、便利で安心な金融機関

としてご利用いただけるよう、JA・信連・農林中金が一

体的に取り組む仕組みを「JAバンクシステム」といい

ます。

　「JAバンクシステム」は、JAバンクの信頼性を確保

する「破綻未然防止システム」と、スケールメリットと

きめ細かい顧客接点を生かした金融サービスの提供の

充実・強化を目指す「一体的事業運営」の２つの柱で

成り立っています。

■ JAバンクシステム

　当会の貯金は、JAバンク独自の制度である「破綻未

然防止システム」と、公的制度である「貯金保険制度

（農水産業協同組合貯金保険制度）」との二重のセー

フティーネットで守られており、組合員・利用者の皆さ

まに、より一層の安心をお届けしています。

■ JAバンク・セーフティーネット
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　関として機能するよう
　な運営システムの確立

・共同運営システムの
　利用

・全国どこでも統一され
　た良質で高度な金融
　サービスの提供

・JA等に対する
　経営改善指導

・JAバンク支援基金等
　による資本注入など
　のサポート等

農林中金への
指導権限の付与など

再編強化法・・・ （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）
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破綻未然防止システム 一体的事業運営

JAバンク・セーフティーネット

J Aバンク全体としての信頼性を確保
するための仕組みで、JAの経営状況
のチェック（モニタリング）、経営改善へ
の取組み、「JAバンク支援基金」によ
るサポートなどを行います。

貯金者を保護するための国の公的な制度
で、貯金等の保護の範囲は、銀行等が加
入する「預金保険制度」と同じものです。
貯金業務を取り扱うすべてのJA・信連・農林
中金などが加入しています。
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破綻未然防止の
ためのJAバンク

独自の制度

貯金保険制度

貯金者等保護のための
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　万全の体制で、組合員・利用者の皆さまに、より一層の「安心」と「便利」をお届けします。　万全の体制で、組合員・利用者の皆さまに、より一層の「安心」と「便利」をお届けします。

※このミニディスクロージャー誌は、環境に配慮した植物油インキおよびＦＳＣ®森林認証紙を使用しています。
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新潟県信連

トピックス
■にいがた農業応援プログラムの取組み
　ＪＡバンク新潟では、ＪＡ自己改革で掲げる３つの基本目標（農業者の所得増大・農業生産の拡大・地域の活性化）を具体的に実現して
いくために、平成28年度から平成30年度までの３年間における農業者への支援パッケージとして、「にいがた農業応援プログラム」を展開
しています。
　中でも、「にいがた農業応援ファンド」の取組みとして上期に募集を行った、「加工・流通・販売の促進応援事業」、「『ＪＡグループ新潟
営農・経済改革プラン』推進事業」については、大変ご好評いただき、審査・抽選の結果、両事業を合わせて、54件・35百万円の助成を
行いました。今後も、農業者の取組みを後押しする、踏み込んだ支援に努めてまいります。

■にいがた農業応援定期貯金（ほほ笑
え

味
み

）の取扱い
　県下24ＪＡは、個人の方向けに、新潟県内に69か所あるJA農産物直売所やAコープで利用できるクーポン券を特典とした「にいがた
農業応援定期貯金（ほほ笑味）」を販売しました。（取扱期間：平成28年６月１日～平成28年10月31日）
　クーポン券を使って、新潟県の豊かな大地で育った農作物を購入いただき、その美味しさを実感していただくことで、JA利用者の満足度
をより一層高めるとともに、県産農畜産物の消費拡大、新潟県農業の発展に貢献すべく取り組みました。

文化的・社会的貢献活動（ＣＳＲの取組み）
　当会は、金融サービスの提供にとどまらず、地域社会の一員として、広く地域社会の発展と地域の皆さまの豊かな暮らしづくりを願い、次
のような活動に取り組んでいます。

■ＪＡバンク食農教育応援事業（ＪＡによる食農教育活動への助成、補助教材本の県下小学校への贈呈）
■「エコ定期貯金」の受入を通じた、公益社団法人にいがた緑の百年物語緑化推進委員会への寄付金の贈呈
■環境保全への取組み（エコキャップ運動への参加、業務車両へのエコカー導入、ＬＥＤ照明への切替など）
■地球温暖化対策に貢献するとともに、豊かな自然環境の保全を支援することを目的としたカーボン・オフセットの実施
■公益信託「ＪＡバンク新潟県信連創立50周年記念・ホームヘルパー支援基金」による社会福祉法人等への助成金の贈呈
■新潟県障害者スポーツ協会へのサッカー観戦チケットの寄贈
■�地域の文化振興応援と伝統文化普及のため、「松竹大歌舞伎」公演
へ特別協賛、県内在住留学生ならびに高校生の招待
■�アルビレックス新潟および新潟アルビレックスＢＢが開催する「スポーツ
教室・食育教室」への特別協賛によるスポーツ・食育を通じた青少年の
健全育成への取組み
■�役職員によるボランティア活動（地域清掃、団体献血など）、地域行事
への参加（新潟まつり大民謡流しなど）、認知症サポーターの養成 新潟アルビレックスＢＢによるバスケットボール教室

ごあいさつ
　日頃より新潟県信用農業協同組合連合会（ＪＡバンク新潟県信連）をお引き立ていただきまして、誠にありがとうございます。
　この度、当会の平成28年度上半期の業績や活動内容等についてご紹介するために、ミニディスクロージャー誌（平成28年度�仮決算
情報）を作成いたしました。
　当会は、ＪＡグループの一員として、農業専門金融機関・地域金融機関としての役割・機能を十全に発揮し、お客さまのニーズにしっかりと
応えていけるよう全役職員が一丸となって取り組んでまいりますので、引き続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

ＪＡグループ・ＪＡバンク
■ ＪＡグループの仕組み
　ＪＡグループは、農家組合員をはじめとする組合員組織を基盤に、市町村段階のＪＡ、都道府県段階および全国段階の連合会組織で構
成し、それぞれが機能分担のもと、信用事業、指導事業、経済事業、共済事業、厚生事業等を展開しています。
　当会は、信用事業を行う都道府県段階の連合会組織として、県下ＪＡの事業運営をサポートするとともに、県域を営業エリアとする地域
金融機関として、地域の皆さまに総合金融サービスを提供しています。

■ ＪＡバンクとは
　「ＪＡバンク」とは、ＪＡバンク会員（ＪＡ・信連・農林中金）で構成するグループの名称です。全国に民間最大級の店舗網を展開するネット
ワークと総合力で、地域の皆さまの、身近で便利、そして安心なメインバンクとして、お客さま一人ひとりのニーズにお応えします。
　新潟県においては、県下２4ＪＡおよび当会が「ＪＡバンク新潟」として一体的な事業運営を展開しています。

プログラム実施内容

１．「にいがた農業応援ファンド」の創設
　直面する課題の克服にチャレンジする担い
手のあと一歩を応援し、「農業者の所得増大」、
「農業生産の拡大」、「地域の活性化」の実現に寄
与することを目的としたファンドを創設する。

（１）内容
　課題克服にチャレンジする担い手に、必要な
資金の一部を助成する。

（２）助成額
　５億円（３年間総額）

（３）助成対象事業
　①農業生産の拡大、②加工・流通・販売の促進
　③農業を通じた地域の活性化

（１）「担い手支援資金（愛称：アグリ１）の継続
　利子補給・保証料助成により、当初３年間の
実質金利を１％（保証料込）で提供するアグリ
１の取扱いを継続する。

（２）保証料助成対象資金の拡大
　これまで実施している農業近代化資金に対す
る県農業信用基金協会保証料の助成を、以下の
資金まで拡大する。
　①長期資金：農機具ローン、アグリマイティー資金
　②短期資金：�スーパーＳ資金、サポートＡ、�

アグリマイティー資金

《助成対象資金90億円×３年間（助成額9.4億円）》

２．担い手向け金融支援の拡充
（１）�「JAグループ新潟担い手サポートセンター」の設置
　担い手の多様なニーズに総合的に対応する
ため、中央会・連合会による事業横断的な担い
手サポートセンターを設置する。

（２）�専門家等の活用による相談支援機能の強化
　担い手サポートセンターは、農業の現場に精
通した専門家の活用により、担い手の相談支援
に必要な体制を確保する。

３．�プログラムの推進・支援体制の構築

● JAバンク新潟
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応えていけるよう全役職員が一丸となって取り組んでまいりますので、引き続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

ＪＡグループ・ＪＡバンク
■ ＪＡグループの仕組み
　ＪＡグループは、農家組合員をはじめとする組合員組織を基盤に、市町村段階のＪＡ、都道府県段階および全国段階の連合会組織で構
成し、それぞれが機能分担のもと、信用事業、指導事業、経済事業、共済事業、厚生事業等を展開しています。
　当会は、信用事業を行う都道府県段階の連合会組織として、県下ＪＡの事業運営をサポートするとともに、県域を営業エリアとする地域
金融機関として、地域の皆さまに総合金融サービスを提供しています。

■ ＪＡバンクとは
　「ＪＡバンク」とは、ＪＡバンク会員（ＪＡ・信連・農林中金）で構成するグループの名称です。全国に民間最大級の店舗網を展開するネット
ワークと総合力で、地域の皆さまの、身近で便利、そして安心なメインバンクとして、お客さま一人ひとりのニーズにお応えします。
　新潟県においては、県下２4ＪＡおよび当会が「ＪＡバンク新潟」として一体的な事業運営を展開しています。

プログラム実施内容

１．「にいがた農業応援ファンド」の創設
　直面する課題の克服にチャレンジする担い
手のあと一歩を応援し、「農業者の所得増大」、
「農業生産の拡大」、「地域の活性化」の実現に寄
与することを目的としたファンドを創設する。

（１）内容
　課題克服にチャレンジする担い手に、必要な
資金の一部を助成する。

（２）助成額
　５億円（３年間総額）

（３）助成対象事業
　①農業生産の拡大、②加工・流通・販売の促進
　③農業を通じた地域の活性化

（１）「担い手支援資金（愛称：アグリ１）の継続
　利子補給・保証料助成により、当初３年間の
実質金利を１％（保証料込）で提供するアグリ
１の取扱いを継続する。

（２）保証料助成対象資金の拡大
　これまで実施している農業近代化資金に対す
る県農業信用基金協会保証料の助成を、以下の
資金まで拡大する。
　①長期資金：農機具ローン、アグリマイティー資金
　②短期資金：�スーパーＳ資金、サポートＡ、�

アグリマイティー資金

《助成対象資金90億円×３年間（助成額9.4億円）》

２．担い手向け金融支援の拡充
（１）�「JAグループ新潟担い手サポートセンター」の設置
　担い手の多様なニーズに総合的に対応する
ため、中央会・連合会による事業横断的な担い
手サポートセンターを設置する。

（２）�専門家等の活用による相談支援機能の強化
　担い手サポートセンターは、農業の現場に精
通した専門家の活用により、担い手の相談支援
に必要な体制を確保する。

３．�プログラムの推進・支援体制の構築
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安心バンク、JAバンク安心バンク、JAバンク

　組合員・利用者の皆さまに、便利で安心な金融機関

としてご利用いただけるよう、JA・信連・農林中金が一

体的に取り組む仕組みを「JAバンクシステム」といい

ます。

　「JAバンクシステム」は、JAバンクの信頼性を確保

する「破綻未然防止システム」と、スケールメリットと

きめ細かい顧客接点を生かした金融サービスの提供の

充実・強化を目指す「一体的事業運営」の２つの柱で

成り立っています。

■ JAバンクシステム

　当会の貯金は、JAバンク独自の制度である「破綻未

然防止システム」と、公的制度である「貯金保険制度

（農水産業協同組合貯金保険制度）」との二重のセー

フティーネットで守られており、組合員・利用者の皆さ

まに、より一層の安心をお届けしています。

■ JAバンク・セーフティーネット

JAバンクシステム
組合員・利用者の皆さま

便
利

金融サービスの
提供の充実

安
心

JAバンク会員の
経営健全性確保

JAバンク基本方針

・JA等の経営状況の
　モニタリング

・実質的に一つの金融機
　関として機能するよう
　な運営システムの確立

・共同運営システムの
　利用

・全国どこでも統一され
　た良質で高度な金融
　サービスの提供

・JA等に対する
　経営改善指導

・JAバンク支援基金等
　による資本注入など
　のサポート等

農林中金への
指導権限の付与など

再編強化法・・・ （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）

行政 連携

全中
全国監査機構
JA中央会

協力・連携、
経営改善指導

貯金保険機構 破綻時の支援

JAバンク
支援協会

破綻未然防止
の支援

系統債権管理
回収機構

不良債権の
管理・回収

JA 信連
（JAバンク県本部） JAバンク

中央本部

農林中金
（ （

破綻未然防止システム 一体的事業運営

JAバンク・セーフティーネット

J Aバンク全体としての信頼性を確保
するための仕組みで、JAの経営状況
のチェック（モニタリング）、経営改善へ
の取組み、「JAバンク支援基金」によ
るサポートなどを行います。

貯金者を保護するための国の公的な制度
で、貯金等の保護の範囲は、銀行等が加
入する「預金保険制度」と同じものです。
貯金業務を取り扱うすべてのJA・信連・農林
中金などが加入しています。

破綻未然防止
システム

破綻未然防止の
ためのJAバンク

独自の制度

貯金保険制度

貯金者等保護のための
公的な制度

　万全の体制で、組合員・利用者の皆さまに、より一層の「安心」と「便利」をお届けします。　万全の体制で、組合員・利用者の皆さまに、より一層の「安心」と「便利」をお届けします。

※このミニディスクロージャー誌は、環境に配慮した植物油インキおよびＦＳＣ®森林認証紙を使用しています。

編集　新潟県信用農業協同組合連合会　経営企画部

〒951-8570　新潟市中央区東中通一番町189番地3
℡ 025-230-2111
http://shinren.jabank-niigata.or.jp/

平成28年11月発行

新潟県信連

トピックス
■にいがた農業応援プログラムの取組み
　ＪＡバンク新潟では、ＪＡ自己改革で掲げる３つの基本目標（農業者の所得増大・農業生産の拡大・地域の活性化）を具体的に実現して
いくために、平成28年度から平成30年度までの３年間における農業者への支援パッケージとして、「にいがた農業応援プログラム」を展開
しています。
　中でも、「にいがた農業応援ファンド」の取組みとして上期に募集を行った、「加工・流通・販売の促進応援事業」、「『ＪＡグループ新潟
営農・経済改革プラン』推進事業」については、大変ご好評いただき、審査・抽選の結果、両事業を合わせて、54件・35百万円の助成を
行いました。今後も、農業者の取組みを後押しする、踏み込んだ支援に努めてまいります。

■にいがた農業応援定期貯金（ほほ笑
え

味
み

）の取扱い
　県下24ＪＡは、個人の方向けに、新潟県内に69か所あるJA農産物直売所やAコープで利用できるクーポン券を特典とした「にいがた
農業応援定期貯金（ほほ笑味）」を販売しました。（取扱期間：平成28年６月１日～平成28年10月31日）
　クーポン券を使って、新潟県の豊かな大地で育った農作物を購入いただき、その美味しさを実感していただくことで、JA利用者の満足度
をより一層高めるとともに、県産農畜産物の消費拡大、新潟県農業の発展に貢献すべく取り組みました。

文化的・社会的貢献活動（ＣＳＲの取組み）
　当会は、金融サービスの提供にとどまらず、地域社会の一員として、広く地域社会の発展と地域の皆さまの豊かな暮らしづくりを願い、次
のような活動に取り組んでいます。

■ＪＡバンク食農教育応援事業（ＪＡによる食農教育活動への助成、補助教材本の県下小学校への贈呈）
■「エコ定期貯金」の受入を通じた、公益社団法人にいがた緑の百年物語緑化推進委員会への寄付金の贈呈
■環境保全への取組み（エコキャップ運動への参加、業務車両へのエコカー導入、ＬＥＤ照明への切替など）
■地球温暖化対策に貢献するとともに、豊かな自然環境の保全を支援することを目的としたカーボン・オフセットの実施
■公益信託「ＪＡバンク新潟県信連創立50周年記念・ホームヘルパー支援基金」による社会福祉法人等への助成金の贈呈
■新潟県障害者スポーツ協会へのサッカー観戦チケットの寄贈
■�地域の文化振興応援と伝統文化普及のため、「松竹大歌舞伎」公演
へ特別協賛、県内在住留学生ならびに高校生の招待
■�アルビレックス新潟および新潟アルビレックスＢＢが開催する「スポーツ
教室・食育教室」への特別協賛によるスポーツ・食育を通じた青少年の
健全育成への取組み
■�役職員によるボランティア活動（地域清掃、団体献血など）、地域行事
への参加（新潟まつり大民謡流しなど）、認知症サポーターの養成 新潟アルビレックスＢＢによるバスケットボール教室

ごあいさつ
　日頃より新潟県信用農業協同組合連合会（ＪＡバンク新潟県信連）をお引き立ていただきまして、誠にありがとうございます。
　この度、当会の平成28年度上半期の業績や活動内容等についてご紹介するために、ミニディスクロージャー誌（平成28年度�仮決算
情報）を作成いたしました。
　当会は、ＪＡグループの一員として、農業専門金融機関・地域金融機関としての役割・機能を十全に発揮し、お客さまのニーズにしっかりと
応えていけるよう全役職員が一丸となって取り組んでまいりますので、引き続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

ＪＡグループ・ＪＡバンク
■ ＪＡグループの仕組み
　ＪＡグループは、農家組合員をはじめとする組合員組織を基盤に、市町村段階のＪＡ、都道府県段階および全国段階の連合会組織で構
成し、それぞれが機能分担のもと、信用事業、指導事業、経済事業、共済事業、厚生事業等を展開しています。
　当会は、信用事業を行う都道府県段階の連合会組織として、県下ＪＡの事業運営をサポートするとともに、県域を営業エリアとする地域
金融機関として、地域の皆さまに総合金融サービスを提供しています。

■ ＪＡバンクとは
　「ＪＡバンク」とは、ＪＡバンク会員（ＪＡ・信連・農林中金）で構成するグループの名称です。全国に民間最大級の店舗網を展開するネット
ワークと総合力で、地域の皆さまの、身近で便利、そして安心なメインバンクとして、お客さま一人ひとりのニーズにお応えします。
　新潟県においては、県下２4ＪＡおよび当会が「ＪＡバンク新潟」として一体的な事業運営を展開しています。

プログラム実施内容

１．「にいがた農業応援ファンド」の創設
　直面する課題の克服にチャレンジする担い
手のあと一歩を応援し、「農業者の所得増大」、
「農業生産の拡大」、「地域の活性化」の実現に寄
与することを目的としたファンドを創設する。

（１）内容
　課題克服にチャレンジする担い手に、必要な
資金の一部を助成する。

（２）助成額
　５億円（３年間総額）

（３）助成対象事業
　①農業生産の拡大、②加工・流通・販売の促進
　③農業を通じた地域の活性化

（１）「担い手支援資金（愛称：アグリ１）の継続
　利子補給・保証料助成により、当初３年間の
実質金利を１％（保証料込）で提供するアグリ
１の取扱いを継続する。

（２）保証料助成対象資金の拡大
　これまで実施している農業近代化資金に対す
る県農業信用基金協会保証料の助成を、以下の
資金まで拡大する。
　①長期資金：農機具ローン、アグリマイティー資金
　②短期資金：�スーパーＳ資金、サポートＡ、�

アグリマイティー資金

《助成対象資金90億円×３年間（助成額9.4億円）》

２．担い手向け金融支援の拡充
（１）�「JAグループ新潟担い手サポートセンター」の設置
　担い手の多様なニーズに総合的に対応する
ため、中央会・連合会による事業横断的な担い
手サポートセンターを設置する。

（２）�専門家等の活用による相談支援機能の強化
　担い手サポートセンターは、農業の現場に精
通した専門家の活用により、担い手の相談支援
に必要な体制を確保する。

３．�プログラムの推進・支援体制の構築
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■ 農商工連携への取組み
● 「うまさぎっしり新潟・食の大商談会2016」の開催
　新潟県の農産物の販路拡大を目指し、新潟県や新潟県内の金融機関等と共催で、食品
商談会を東京都内で開催しました。ＪＡグループからは、ＪＡ佐渡、ＪＡしおざわのほか、当
会お取引先の農業法人や企業からも出展いただき、多種多様で魅力に満ちた新潟の
「食」をＰＲしました。
　今後も、ビジネスマッチングの機会を提供するとともに、県内農産物の販路拡大への
支援を通じ、新潟県農業および地域の活性化に貢献していきます。

●   情報誌「Ｓｏｌｅ！にいがた」別冊、「農と食でつくる新潟の元気！」Vol.２の発刊
　農商工連携を促進する一環として、フリーペーパー形式の情報誌「Ｓｏｌｅ（そーれ）! にいがた」を平成22年７月に創刊、�
年４回発行しています。
　この情報誌では、県内の農業や産業に関する幅広い情報の提供により、「農と食」を基軸としたコミュニケーションを通し
て、農業生産者・ＪＡグループと地域の企業、さらには広く地域の皆さまとの結び付き
を強め、新たなビジネスチャンスを創出するきっかけづくりを目指しています。
　このたび、「Ｓｏｌｅ！にいがた」の別冊版として、平成25年に発刊したVol.１に続き、既
刊の13号から24号までの内容を再編集した「農と食でつくる新潟の元気！」Vol.２を
刊行いたしました。
　これからも、「農と食」の切り口から、新潟の魅力をさらに発信していくことで、新潟
の元気づくりに貢献していきます。
※「Ｓｏｌｅ!にいがた」バックナンバーは、当会ホームページでご覧いただけます。

■ 不良債権の状況
● 金融再生法開示債権（単体）の推移
� （単位：百万円、％）

債 権 区 分 平成27年9月末 平成28年3月末 平成28年9月末

破産更生等債権　① 2,008 1,988 1,932

危 険 債 権　 ② 1,015 862 835

要 管 理 債 権　 ③ 903 1,061 979

小計（①＋②＋③＝Ａ） 3,927 3,913 3,747

正 常 債 権　 ④ 222,392 225,718 235,531

債権額合計（Ａ＋④＝Ｂ） 226,319 229,631 239,278

債権額に占める開示債権の
割合　（Ａ÷Ｂ×100） 1.74 1.71 1.57

・�不良債権比率は、不良債権額の減少と正常債権額の増加により、前年度末比で0.14ポイント改善し、
1.57％となりました。

● 自己査定・保全の状況と開示債権　（平成28年９月末）
　　厳格な自己査定を実施し、担保・保証等による保全のない部分に対しては適正な償却・引当等を行うなど、資産の健全性の確保に努めています。
� （単位：百万円、％）

自己査定と保全の状況 金融再生法開示債権 リスク管理債権

債務者区分 残高Ａ 担保等保全額Ｂ 貸倒引当金Ｃ 保全率（B＋C）÷A 区　分 残　高 区　分 残　高

破　綻　先 171 0 171 100.0 破産更生等
債　　　権 1,932

破綻先債権 160

実質破綻先 1,761 17 1,744 100.0
延 滞 債 権 2,606

破綻懸念先 835 293 524 97.9 危 険 債 権 835

要
注
意
先

（うち　 　　
要管理債権） （979） （27） 要管理債権 979

3ヵ月以上延滞債権 －
貸 出 条 件
緩 和 債 権 979

要管理先 987 27 小　　計 3,747 合　計 3,746
そ の 他
要注意先 2,145

正 常 債 権 235,531正　常　先
（地公体等を含む） 233,378

合　　計 239,278 合　　計 239,278

※本資料の記載金額は、原則として単位未満を切り捨てて表示しています。そのため、合計欄、増減欄等が一致しないことがあります。

金融再生法開示債権について
・�「破産更生等債権」とは、金融再生法に規定する「破産更生債権およびこれら
に準ずる債権」のことで、破産・会社更生・再生手続等の事由により、経営破
綻に陥っている債務者に対する債権です。

・�「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状況には至っていないが、財政状態お
よび経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収および利息の受取
りができない可能性の高い債権です。

・�「要管理債権」とは、「破産更生等債権」および「危険債権」を除く３ヵ月以上
延滞債権および貸出条件緩和債権です。

・�「正常債権」とは、債務者の財政状態および経営成績に特に問題がないもの
で、｢破産更生等債権｣｢危険債権｣｢要管理債権｣以外の債権です。

・�「破綻先債権」とは、未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部
分を除きます。以下「未収利息不計上貸出金」といいます。）のうち、法人税法
施行令第96条第１項第３号イからホまでに掲げる事由または同項第４号
に規定する事由が生じている貸出金です。

・�「延滞債権」とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権および債務者
の経営再建または支援を図ることを目的として利息の支払を猶予したもの
以外の貸出金です。

・�「３ヵ月以上延滞債権」とは、債務者が利息または元本の支払いを３ヵ月以
上延滞している貸出金です。

・�「貸出条件緩和債権」とは、債務者の経営再建または支援を図ることを目的とし
て、金利の減免、利息の支払猶予、債権の一部放棄等を行っている貸出金です。

リスク管理債権について

平成28年
9月末

平成27年
9月末

平成28年
3月末

合計
3,927

2,008

1,015

合計
3,747

835

1,932

破産更生等債権

危険債権

要管理債権979903

合計
3,913

1,988

1,061

862

（注）正常先、要注意先に対しては、税法上の繰入限度額により引当を行っています。
（注）平成28年９月末の計数は、次の方法により算出しています。
　　１．各債権区分額は、平成28年３月末時点の債権額を基準として、平成28年９月末時点の残高に修正しています。
　　２．平成28年３月末から９月末までの間に債務者区分の変更が必要と認識した先については、９月末時点の債務者の状況に基づき債権区分を変更しています。

地域経済への貢献
■ 資金調達および資金供給の状況 （平成28年９月末）
　当会は、県内のＪＡ等が会員となり、互いに助け合い、発展していくことを共通の理念として運営されている相互扶助型の農業専門金
融機関であるとともに、新潟県を事業区域として、地域経済の活性化に資する地域金融機関です。
　当会の資金は、その大半が県内のＪＡにお預けいただいた農家組合員および地域の皆さまの大切な財産である貯金が源泉であり、主と
して、ＪＡ・農業に関連する企業・団体および県内の一般企業や地方公共団体などにご利用いただいています。

地域密着型金融への取組み
■中小企業者等の経営支援に関する取組み方針等
　当会では、「金融円滑化にかかる基本的方針」を定め、お客さまからのご相談等に対し、より一層丁寧な対応を心がけるとともに、地域金融
機関として、農業および関連する産業の振興、地域社会の発展に寄与することを基本的使命とし、適切な業務の遂行に取り組んでいます。

● 金融円滑化にかかる基本的方針（概要）

１．新規のご融資・お借入条件の変更等のお申込みに対する柔軟な対応
２．お客さまの経営相談等、経営改善に向けた取組みへの支援
３．新規のご融資・お借入条件の変更等のご相談・お申込みに対する適切かつ十分な説明
４．新規のご融資・お借入条件の変更等に関する苦情相談への公正・迅速・誠実な対応
５．当会の金融円滑化管理に関する体制

※方針の全文を含む当会の「金融円滑化に向けた取組み」については、当会ホームページをご参照ください。

● 金融円滑化ご相談窓口

受付時間 ご相談窓口 ご利用いただける方 電話番号

平　日
9：00～17：00

融 

資 

部

融資統括担当 総合窓口 025-230-2203
法人融資担当 事業性資金ご利用のお客さま 025-230-2255、2210
生活融資担当 住宅関連資金ご利用のお客さま 025-230-2155
農　業　部 農業関連資金等ご利用のお客さま 025-230-2151

※貸出条件変更等にかかるご意見・苦情等につきましては、上記相談窓口のほか、リスク統括部（リスク管理担当）（025-230-2124）にてお受けいたします。

■ 「経営者保証に関するガイドライン」への対応
　経営者保証に関するガイドライン研究会（全国銀行協会および日本商工会議所が事務局）が平成25年12月５日に公表した「経営者
保証に関するガイドライン」を踏まえ、態勢を整備のうえ、本ガイドラインを遵守しています。
　当会は、経営者保証に過度に依存しない融資の一層の促進に努めるとともに、お客さまと保証契約を締結する場合、また、保証人のお
客さまが本ガイドラインに即した保証債務の整理を申し立てられた場合は、本ガイドラインに基づき、誠実に対応するよう努めてまいります。

● 貯金内訳
貯金（会員比率）

（単位：百万円）

区　　分 残　　高

会 員 1,574,491
地方公共団体等 13,994
そ の 他 33,954

合　　計 1,622,439

貸出金（県内比率）
（単位：百万円）

区　　分 残　　高

県 内 133,200
県 外 49,403
金 融 機 関 50,607

合　　計 233,210

会員
97.05％

地方公共団体等
0.86％

その他
2.09％

会員
22.34％

事業法人等
55.02％

地方公共団体等
22.64％

県外
21.18％

県内
57.12％

金融機関
21.70％

■ 地域農業活性化のための金融支援
　ＪＡバンク新潟（県下24ＪＡと当会）では、農業者向け資金を幅広くご用意し、新潟県農業の発展を多面的に支援しています。農業者に
対する金融面での支援強化として農業者向け資金に広く利子補給事業等を実施し、農業者の実質金利負担の軽減を図るとともに、全国
組織と連携した農業者向け各種ファンドの取扱いなど、多様なニーズにお応えしています。
　平成28年度は、「担い手支援資金（愛称：アグリ１）」の継続や保証料助成対象資金の拡充を図るとともに、飼料用米等の生産拡大を
後押しする「ＪＡ飼料用米等対策資金」の取扱いの継続（恒久化）など、農業専門金融機関として農業者に対する円滑、迅速なサービス提
供に努めています。
　今後も、関係団体、営農指導部門との連携強化により、新潟県における農業メインバンクとして、農業者の皆さまを幅広く支援していきます。

● ＪＡバンク新潟の農業資金　（平成28年９月末） （単位：件、百万円）

主　な　資　金
県下ＪＡおよび当会での取扱い

資　金　の　内　容
件　数 残　高

農業生産資金 959 2,339 農業経営の合理化を図るために必要な資金
アグリマイティー資金 2,983 13,665 農地取得等、幅広い資金用途に長期に対応できる資金
農業近代化資金 597 5,683 機械・設備の取得等、農業経営の近代化を図るために必要な長期資金
農機具ローン 5,856 8,381 農機具の購入等に必要な資金
担い手支援資金（愛称：アグリ１） 2,012 4,506 担い手の農業生産に直結する設備・運転資金
平成22年度緊急農業経営安定対策資金 403 196 平成22年産米の猛暑等による品質低下等に伴う経営の安定化に必要な資金
平成23年地震災害等復旧支援資金 110 120 長野県北部を震源とする地震等による被害に対応し、経営の早期再建に必要な資金
平成24年豪雪災害等復旧支援資金 138 105 平成24年の豪雪災害（暴風被害含む）による被害に対する復旧に必要な資金
平成25年豪雪災害等復旧支援資金 9 6 平成25年の豪雪災害（暴風被害、豪雨被害等含む）による被害に対する復旧に必要な資金
平成26年度緊急農業経営安定対策資金 810 660 米価下落や台風被害に対応し、経営の安定に資することを目的とした資金
平成27年台風被害等復旧支援資金 670 1,378 平成27年の台風15号等による被害に対する復旧に必要な資金
スーパーＬ資金 1,274 7,903 認定農業者の経営改善に必要な長期資金
にいがたアグリビジネスローン 60 668 農業法人、農業関連法人の経営に必要な資金
農業関連事業資金 5 1,097 会員等に対する農業関連の事業資金
農業関連系統当座貸越 8 38,115 農産物販売代金の決済に至るまでのつなぎ資金
その他農業資金 2,065 5,245 農家の再建を支援する資金等

合　　　計 17,959 90,077
� ※ＪＡバンク新潟ホームページ（http://www.jabank-niigata.or.jp）でもご案内しています。

「Ｓｏｌｅ！にいがた」は、�
県内のＪＡ窓口や直売
所、道の駅、スーパー等
で無料配布しています。

「農と食でつくる
新潟の元気！」Vol.２

商談会会場の様子

● 貸出金内訳
貸出金（会員比率）

（単位：百万円）

区　　分 残　　高

会 員 52,087
地方公共団体等 52,805
事 業 法 人 等 128,318

合　　計 233,210

■ 有価証券等時価情報
● 有価証券 （単位：百万円）

区　　分
平成27年9月末 平成28年3月末 平成28年9月末

取得価額 時　　価 差　額 取得価額 時　　価 差　額 取得価額 時　　価 差　額
満期保有目的 8,997 9,118 120 5,998 6,054 55 2,999 3,014 14
そ の 他 464,084 494,192 30,108 453,395 488,171 34,775 460,775 492,419 31,644

合　計 473,081 503,310 30,229 459,394 494,225 34,830 463,774 495,434 31,659

（注）
・�有価証券の時価は、各基準日にお
ける市場価格等に基づく時価とし
ています。
・�満期保有目的有価証券およびその
他有価証券の取得価額は、償却原
価適用後、減損適用後の帳簿価額
を記載しています。

● 金銭の信託 （単位：百万円）

区　　分
平成27年9月末 平成28年3月末 平成28年9月末

取得価額 時　　価 差　額 取得価額 時　　価 差　額 取得価額 時　　価 差　額
運 用 目 的 378 461 82 347 410 62 400 403 3
そ の 他 24,452 24,718 266 24,014 24,090 76 27,967 28,375 407

合　計 24,830 25,180 349 24,361 24,500 138 28,367 28,778 411

（注）
・�金銭の信託の時価は、各基準日に
おける市場価格等に基づく時価と
しています。
・�取得価額は、取得原価または償却原
価によっており、運用目的金銭の信
託については取得価額を、その他金
銭の信託については償却原価適用
後、減損適用後の帳簿価額を記載し
ています。
・�なお、運用目的金銭の信託の評価損
益は、当期の損益に含めています。

事業の概況
■ 主要勘定の推移
� （単位：百万円）

平成27年9月末 平成28年3月末 平成28年9月末

貯　　金 1,572,825 1,581,268 1,622,439
貸 出 金 219,636 223,149 233,210
預 け 金 923,186 955,707 984,024
有価証券 503,189 494,170 495,419

・�貯金残高（譲渡性貯金を含む）は、ＪＡからの貯金の増加などを主要因に、前年同期比
496億円、3.15％の増加となりました。
・�貸出金残高は、県内外の事業法人などに対し積極的な融資伸長に取り組んだ結果、
前年同期比135億円、6.18％の増加となりました。
・�有価証券残高は、日銀によるマイナス金利政策の下、分散投資に取り組んだものの、償
還額が多く前年同期比77億円、1.54％の減少となりました。

平成２８年
９月末

貯　金

貸出金

預け金

有価証券

１，６２２，４３９

２３３，２１０

９８４，０２４

４９５，４１９

平成28年
3月末

平成27年
9月末

１，５８１，２６８

２２３，１４９

９５５，７０７

４９４，１７０５０３，１８９

２１９，６３６

９２３，１８６

１，５７２，８２５

■ 収益等の推移
� （単位：百万円）

平成27年9月期
（半期）

平成28年3月期
（通期）

平成28年9月期
（半期）

経 常 収 益 10,705 19,914 10,541
経 常 費 用 6,447 13,680 6,847
経 常 利 益 4,257 6,234 3,693
当期 剰 余 金 3,156 4,991 2,716
業 務 純 益 3,283 5,101 2,652
・�マイナス金利政策の下、運用利回りの低下による経常収益の減少、資金調達費用およ
び経費の増加等による経常費用の増加から、経常利益は前年同期比５億円、13.2％
減少の36億円となりました。

業務純益

平成28年
9月期（半期）

経常利益

平成27年
9月期（半期）

平成28年
3月期（通期）

６，２３４

４，２５７

３，２８３

５，１０１

２，６５２

３，６９３

■ 単体自己資本比率の推移
� （単位：百万円、％）

平成27年9月末 平成28年3月末 平成28年9月末

自 己 資 本 額 A 149,005 143,633 156,418
リス ク・ア セット B 667,444 663,910 703,642
自己資本比率＝A÷B×100 22.32 21.63 22.22
・�会員からの後配出資受入や内部留保により自己資本額が増加し、自己資本比率は、
前年度末比0.59ポイント増加し、22.22％となりました。
・�国内基準（４％）および国際統一基準（８％）を大きく上回り、高い安全性・健全性を維持
しています。

８％

平成28年
3月末

平成28年
9月末

自己資本比率

21.63％ 22.22％22.32％

平成27年
9月末



■ 農商工連携への取組み
● 「うまさぎっしり新潟・食の大商談会2016」の開催
　新潟県の農産物の販路拡大を目指し、新潟県や新潟県内の金融機関等と共催で、食品
商談会を東京都内で開催しました。ＪＡグループからは、ＪＡ佐渡、ＪＡしおざわのほか、当
会お取引先の農業法人や企業からも出展いただき、多種多様で魅力に満ちた新潟の
「食」をＰＲしました。
　今後も、ビジネスマッチングの機会を提供するとともに、県内農産物の販路拡大への
支援を通じ、新潟県農業および地域の活性化に貢献していきます。

●   情報誌「Ｓｏｌｅ！にいがた」別冊、「農と食でつくる新潟の元気！」Vol.２の発刊
　農商工連携を促進する一環として、フリーペーパー形式の情報誌「Ｓｏｌｅ（そーれ）! にいがた」を平成22年７月に創刊、�
年４回発行しています。
　この情報誌では、県内の農業や産業に関する幅広い情報の提供により、「農と食」を基軸としたコミュニケーションを通し
て、農業生産者・ＪＡグループと地域の企業、さらには広く地域の皆さまとの結び付き
を強め、新たなビジネスチャンスを創出するきっかけづくりを目指しています。
　このたび、「Ｓｏｌｅ！にいがた」の別冊版として、平成25年に発刊したVol.１に続き、既
刊の13号から24号までの内容を再編集した「農と食でつくる新潟の元気！」Vol.２を
刊行いたしました。
　これからも、「農と食」の切り口から、新潟の魅力をさらに発信していくことで、新潟
の元気づくりに貢献していきます。
※「Ｓｏｌｅ!にいがた」バックナンバーは、当会ホームページでご覧いただけます。

■ 不良債権の状況
● 金融再生法開示債権（単体）の推移
� （単位：百万円、％）

債 権 区 分 平成27年9月末 平成28年3月末 平成28年9月末

破産更生等債権　① 2,008 1,988 1,932

危 険 債 権　 ② 1,015 862 835

要 管 理 債 権　 ③ 903 1,061 979

小計（①＋②＋③＝Ａ） 3,927 3,913 3,747

正 常 債 権　 ④ 222,392 225,718 235,531

債権額合計（Ａ＋④＝Ｂ） 226,319 229,631 239,278

債権額に占める開示債権の
割合　（Ａ÷Ｂ×100） 1.74 1.71 1.57

・�不良債権比率は、不良債権額の減少と正常債権額の増加により、前年度末比で0.14ポイント改善し、
1.57％となりました。

● 自己査定・保全の状況と開示債権　（平成28年９月末）
　　厳格な自己査定を実施し、担保・保証等による保全のない部分に対しては適正な償却・引当等を行うなど、資産の健全性の確保に努めています。
� （単位：百万円、％）

自己査定と保全の状況 金融再生法開示債権 リスク管理債権

債務者区分 残高Ａ 担保等保全額Ｂ 貸倒引当金Ｃ 保全率（B＋C）÷A 区　分 残　高 区　分 残　高

破　綻　先 171 0 171 100.0 破産更生等
債　　　権 1,932

破綻先債権 160

実質破綻先 1,761 17 1,744 100.0
延 滞 債 権 2,606

破綻懸念先 835 293 524 97.9 危 険 債 権 835

要
注
意
先

（うち　 　　
要管理債権） （979） （27） 要管理債権 979

3ヵ月以上延滞債権 －
貸 出 条 件
緩 和 債 権 979

要管理先 987 27 小　　計 3,747 合　計 3,746
そ の 他
要注意先 2,145

正 常 債 権 235,531正　常　先
（地公体等を含む） 233,378

合　　計 239,278 合　　計 239,278

※本資料の記載金額は、原則として単位未満を切り捨てて表示しています。そのため、合計欄、増減欄等が一致しないことがあります。

金融再生法開示債権について
・�「破産更生等債権」とは、金融再生法に規定する「破産更生債権およびこれら
に準ずる債権」のことで、破産・会社更生・再生手続等の事由により、経営破
綻に陥っている債務者に対する債権です。

・�「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状況には至っていないが、財政状態お
よび経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収および利息の受取
りができない可能性の高い債権です。

・�「要管理債権」とは、「破産更生等債権」および「危険債権」を除く３ヵ月以上
延滞債権および貸出条件緩和債権です。

・�「正常債権」とは、債務者の財政状態および経営成績に特に問題がないもの
で、｢破産更生等債権｣｢危険債権｣｢要管理債権｣以外の債権です。

・�「破綻先債権」とは、未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部
分を除きます。以下「未収利息不計上貸出金」といいます。）のうち、法人税法
施行令第96条第１項第３号イからホまでに掲げる事由または同項第４号
に規定する事由が生じている貸出金です。

・�「延滞債権」とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権および債務者
の経営再建または支援を図ることを目的として利息の支払を猶予したもの
以外の貸出金です。

・�「３ヵ月以上延滞債権」とは、債務者が利息または元本の支払いを３ヵ月以
上延滞している貸出金です。

・�「貸出条件緩和債権」とは、債務者の経営再建または支援を図ることを目的とし
て、金利の減免、利息の支払猶予、債権の一部放棄等を行っている貸出金です。

リスク管理債権について

平成28年
9月末

平成27年
9月末

平成28年
3月末

合計
3,927

2,008

1,015

合計
3,747

835

1,932

破産更生等債権

危険債権

要管理債権979903

合計
3,913

1,988

1,061

862

（注）正常先、要注意先に対しては、税法上の繰入限度額により引当を行っています。
（注）平成28年９月末の計数は、次の方法により算出しています。
　　１．各債権区分額は、平成28年３月末時点の債権額を基準として、平成28年９月末時点の残高に修正しています。
　　２．平成28年３月末から９月末までの間に債務者区分の変更が必要と認識した先については、９月末時点の債務者の状況に基づき債権区分を変更しています。

地域経済への貢献
■ 資金調達および資金供給の状況 （平成28年９月末）
　当会は、県内のＪＡ等が会員となり、互いに助け合い、発展していくことを共通の理念として運営されている相互扶助型の農業専門金
融機関であるとともに、新潟県を事業区域として、地域経済の活性化に資する地域金融機関です。
　当会の資金は、その大半が県内のＪＡにお預けいただいた農家組合員および地域の皆さまの大切な財産である貯金が源泉であり、主と
して、ＪＡ・農業に関連する企業・団体および県内の一般企業や地方公共団体などにご利用いただいています。

地域密着型金融への取組み
■中小企業者等の経営支援に関する取組み方針等
　当会では、「金融円滑化にかかる基本的方針」を定め、お客さまからのご相談等に対し、より一層丁寧な対応を心がけるとともに、地域金融
機関として、農業および関連する産業の振興、地域社会の発展に寄与することを基本的使命とし、適切な業務の遂行に取り組んでいます。

● 金融円滑化にかかる基本的方針（概要）

１．新規のご融資・お借入条件の変更等のお申込みに対する柔軟な対応
２．お客さまの経営相談等、経営改善に向けた取組みへの支援
３．新規のご融資・お借入条件の変更等のご相談・お申込みに対する適切かつ十分な説明
４．新規のご融資・お借入条件の変更等に関する苦情相談への公正・迅速・誠実な対応
５．当会の金融円滑化管理に関する体制

※方針の全文を含む当会の「金融円滑化に向けた取組み」については、当会ホームページをご参照ください。

● 金融円滑化ご相談窓口

受付時間 ご相談窓口 ご利用いただける方 電話番号

平　日
9：00～17：00

融 

資 

部

融資統括担当 総合窓口 025-230-2203
法人融資担当 事業性資金ご利用のお客さま 025-230-2255、2210
生活融資担当 住宅関連資金ご利用のお客さま 025-230-2155
農　業　部 農業関連資金等ご利用のお客さま 025-230-2151

※貸出条件変更等にかかるご意見・苦情等につきましては、上記相談窓口のほか、リスク統括部（リスク管理担当）（025-230-2124）にてお受けいたします。

■ 「経営者保証に関するガイドライン」への対応
　経営者保証に関するガイドライン研究会（全国銀行協会および日本商工会議所が事務局）が平成25年12月５日に公表した「経営者
保証に関するガイドライン」を踏まえ、態勢を整備のうえ、本ガイドラインを遵守しています。
　当会は、経営者保証に過度に依存しない融資の一層の促進に努めるとともに、お客さまと保証契約を締結する場合、また、保証人のお
客さまが本ガイドラインに即した保証債務の整理を申し立てられた場合は、本ガイドラインに基づき、誠実に対応するよう努めてまいります。

● 貯金内訳
貯金（会員比率）

（単位：百万円）

区　　分 残　　高

会 員 1,574,491
地方公共団体等 13,994
そ の 他 33,954

合　　計 1,622,439

貸出金（県内比率）
（単位：百万円）

区　　分 残　　高

県 内 133,200
県 外 49,403
金 融 機 関 50,607

合　　計 233,210

会員
97.05％

地方公共団体等
0.86％

その他
2.09％

会員
22.34％

事業法人等
55.02％

地方公共団体等
22.64％

県外
21.18％

県内
57.12％

金融機関
21.70％

■ 地域農業活性化のための金融支援
　ＪＡバンク新潟（県下24ＪＡと当会）では、農業者向け資金を幅広くご用意し、新潟県農業の発展を多面的に支援しています。農業者に
対する金融面での支援強化として農業者向け資金に広く利子補給事業等を実施し、農業者の実質金利負担の軽減を図るとともに、全国
組織と連携した農業者向け各種ファンドの取扱いなど、多様なニーズにお応えしています。
　平成28年度は、「担い手支援資金（愛称：アグリ１）」の継続や保証料助成対象資金の拡充を図るとともに、飼料用米等の生産拡大を
後押しする「ＪＡ飼料用米等対策資金」の取扱いの継続（恒久化）など、農業専門金融機関として農業者に対する円滑、迅速なサービス提
供に努めています。
　今後も、関係団体、営農指導部門との連携強化により、新潟県における農業メインバンクとして、農業者の皆さまを幅広く支援していきます。

● ＪＡバンク新潟の農業資金　（平成28年９月末） （単位：件、百万円）

主　な　資　金
県下ＪＡおよび当会での取扱い

資　金　の　内　容
件　数 残　高

農業生産資金 959 2,339 農業経営の合理化を図るために必要な資金
アグリマイティー資金 2,983 13,665 農地取得等、幅広い資金用途に長期に対応できる資金
農業近代化資金 597 5,683 機械・設備の取得等、農業経営の近代化を図るために必要な長期資金
農機具ローン 5,856 8,381 農機具の購入等に必要な資金
担い手支援資金（愛称：アグリ１） 2,012 4,506 担い手の農業生産に直結する設備・運転資金
平成22年度緊急農業経営安定対策資金 403 196 平成22年産米の猛暑等による品質低下等に伴う経営の安定化に必要な資金
平成23年地震災害等復旧支援資金 110 120 長野県北部を震源とする地震等による被害に対応し、経営の早期再建に必要な資金
平成24年豪雪災害等復旧支援資金 138 105 平成24年の豪雪災害（暴風被害含む）による被害に対する復旧に必要な資金
平成25年豪雪災害等復旧支援資金 9 6 平成25年の豪雪災害（暴風被害、豪雨被害等含む）による被害に対する復旧に必要な資金
平成26年度緊急農業経営安定対策資金 810 660 米価下落や台風被害に対応し、経営の安定に資することを目的とした資金
平成27年台風被害等復旧支援資金 670 1,378 平成27年の台風15号等による被害に対する復旧に必要な資金
スーパーＬ資金 1,274 7,903 認定農業者の経営改善に必要な長期資金
にいがたアグリビジネスローン 60 668 農業法人、農業関連法人の経営に必要な資金
農業関連事業資金 5 1,097 会員等に対する農業関連の事業資金
農業関連系統当座貸越 8 38,115 農産物販売代金の決済に至るまでのつなぎ資金
その他農業資金 2,065 5,245 農家の再建を支援する資金等

合　　　計 17,959 90,077
� ※ＪＡバンク新潟ホームページ（http://www.jabank-niigata.or.jp）でもご案内しています。

「Ｓｏｌｅ！にいがた」は、�
県内のＪＡ窓口や直売
所、道の駅、スーパー等
で無料配布しています。

「農と食でつくる
新潟の元気！」Vol.２

商談会会場の様子

● 貸出金内訳
貸出金（会員比率）

（単位：百万円）

区　　分 残　　高

会 員 52,087
地方公共団体等 52,805
事 業 法 人 等 128,318

合　　計 233,210

■ 有価証券等時価情報
● 有価証券 （単位：百万円）

区　　分
平成27年9月末 平成28年3月末 平成28年9月末

取得価額 時　　価 差　額 取得価額 時　　価 差　額 取得価額 時　　価 差　額
満期保有目的 8,997 9,118 120 5,998 6,054 55 2,999 3,014 14
そ の 他 464,084 494,192 30,108 453,395 488,171 34,775 460,775 492,419 31,644

合　計 473,081 503,310 30,229 459,394 494,225 34,830 463,774 495,434 31,659

（注）
・�有価証券の時価は、各基準日にお
ける市場価格等に基づく時価とし
ています。
・�満期保有目的有価証券およびその
他有価証券の取得価額は、償却原
価適用後、減損適用後の帳簿価額
を記載しています。

● 金銭の信託 （単位：百万円）

区　　分
平成27年9月末 平成28年3月末 平成28年9月末

取得価額 時　　価 差　額 取得価額 時　　価 差　額 取得価額 時　　価 差　額
運 用 目 的 378 461 82 347 410 62 400 403 3
そ の 他 24,452 24,718 266 24,014 24,090 76 27,967 28,375 407

合　計 24,830 25,180 349 24,361 24,500 138 28,367 28,778 411

（注）
・�金銭の信託の時価は、各基準日に
おける市場価格等に基づく時価と
しています。
・�取得価額は、取得原価または償却原
価によっており、運用目的金銭の信
託については取得価額を、その他金
銭の信託については償却原価適用
後、減損適用後の帳簿価額を記載し
ています。
・�なお、運用目的金銭の信託の評価損
益は、当期の損益に含めています。

事業の概況
■ 主要勘定の推移
� （単位：百万円）

平成27年9月末 平成28年3月末 平成28年9月末

貯　　金 1,572,825 1,581,268 1,622,439
貸 出 金 219,636 223,149 233,210
預 け 金 923,186 955,707 984,024
有価証券 503,189 494,170 495,419

・�貯金残高（譲渡性貯金を含む）は、ＪＡからの貯金の増加などを主要因に、前年同期比
496億円、3.15％の増加となりました。
・�貸出金残高は、県内外の事業法人などに対し積極的な融資伸長に取り組んだ結果、
前年同期比135億円、6.18％の増加となりました。
・�有価証券残高は、日銀によるマイナス金利政策の下、分散投資に取り組んだものの、償
還額が多く前年同期比77億円、1.54％の減少となりました。

平成２８年
９月末

貯　金

貸出金

預け金

有価証券

１，６２２，４３９

２３３，２１０

９８４，０２４

４９５，４１９

平成28年
3月末

平成27年
9月末

１，５８１，２６８

２２３，１４９

９５５，７０７

４９４，１７０５０３，１８９

２１９，６３６

９２３，１８６

１，５７２，８２５

■ 収益等の推移
� （単位：百万円）

平成27年9月期
（半期）

平成28年3月期
（通期）

平成28年9月期
（半期）

経 常 収 益 10,705 19,914 10,541
経 常 費 用 6,447 13,680 6,847
経 常 利 益 4,257 6,234 3,693
当期 剰 余 金 3,156 4,991 2,716
業 務 純 益 3,283 5,101 2,652
・�マイナス金利政策の下、運用利回りの低下による経常収益の減少、資金調達費用およ
び経費の増加等による経常費用の増加から、経常利益は前年同期比５億円、13.2％
減少の36億円となりました。

業務純益

平成28年
9月期（半期）

経常利益

平成27年
9月期（半期）

平成28年
3月期（通期）

６，２３４

４，２５７

３，２８３

５，１０１

２，６５２

３，６９３

■ 単体自己資本比率の推移
� （単位：百万円、％）

平成27年9月末 平成28年3月末 平成28年9月末

自 己 資 本 額 A 149,005 143,633 156,418
リス ク・ア セット B 667,444 663,910 703,642
自己資本比率＝A÷B×100 22.32 21.63 22.22
・�会員からの後配出資受入や内部留保により自己資本額が増加し、自己資本比率は、
前年度末比0.59ポイント増加し、22.22％となりました。
・�国内基準（４％）および国際統一基準（８％）を大きく上回り、高い安全性・健全性を維持
しています。

８％

平成28年
3月末

平成28年
9月末

自己資本比率

21.63％ 22.22％22.32％

平成27年
9月末



■ 農商工連携への取組み
● 「うまさぎっしり新潟・食の大商談会2016」の開催
　新潟県の農産物の販路拡大を目指し、新潟県や新潟県内の金融機関等と共催で、食品
商談会を東京都内で開催しました。ＪＡグループからは、ＪＡ佐渡、ＪＡしおざわのほか、当
会お取引先の農業法人や企業からも出展いただき、多種多様で魅力に満ちた新潟の
「食」をＰＲしました。
　今後も、ビジネスマッチングの機会を提供するとともに、県内農産物の販路拡大への
支援を通じ、新潟県農業および地域の活性化に貢献していきます。

●   情報誌「Ｓｏｌｅ！にいがた」別冊、「農と食でつくる新潟の元気！」Vol.２の発刊
　農商工連携を促進する一環として、フリーペーパー形式の情報誌「Ｓｏｌｅ（そーれ）! にいがた」を平成22年７月に創刊、�
年４回発行しています。
　この情報誌では、県内の農業や産業に関する幅広い情報の提供により、「農と食」を基軸としたコミュニケーションを通し
て、農業生産者・ＪＡグループと地域の企業、さらには広く地域の皆さまとの結び付き
を強め、新たなビジネスチャンスを創出するきっかけづくりを目指しています。
　このたび、「Ｓｏｌｅ！にいがた」の別冊版として、平成25年に発刊したVol.１に続き、既
刊の13号から24号までの内容を再編集した「農と食でつくる新潟の元気！」Vol.２を
刊行いたしました。
　これからも、「農と食」の切り口から、新潟の魅力をさらに発信していくことで、新潟
の元気づくりに貢献していきます。
※「Ｓｏｌｅ!にいがた」バックナンバーは、当会ホームページでご覧いただけます。

■ 不良債権の状況
● 金融再生法開示債権（単体）の推移
� （単位：百万円、％）

債 権 区 分 平成27年9月末 平成28年3月末 平成28年9月末

破産更生等債権　① 2,008 1,988 1,932

危 険 債 権　 ② 1,015 862 835

要 管 理 債 権　 ③ 903 1,061 979

小計（①＋②＋③＝Ａ） 3,927 3,913 3,747

正 常 債 権　 ④ 222,392 225,718 235,531

債権額合計（Ａ＋④＝Ｂ） 226,319 229,631 239,278

債権額に占める開示債権の
割合　（Ａ÷Ｂ×100） 1.74 1.71 1.57

・�不良債権比率は、不良債権額の減少と正常債権額の増加により、前年度末比で0.14ポイント改善し、
1.57％となりました。

● 自己査定・保全の状況と開示債権　（平成28年９月末）
　　厳格な自己査定を実施し、担保・保証等による保全のない部分に対しては適正な償却・引当等を行うなど、資産の健全性の確保に努めています。
� （単位：百万円、％）

自己査定と保全の状況 金融再生法開示債権 リスク管理債権

債務者区分 残高Ａ 担保等保全額Ｂ 貸倒引当金Ｃ 保全率（B＋C）÷A 区　分 残　高 区　分 残　高

破　綻　先 171 0 171 100.0 破産更生等
債　　　権 1,932

破綻先債権 160

実質破綻先 1,761 17 1,744 100.0
延 滞 債 権 2,606

破綻懸念先 835 293 524 97.9 危 険 債 権 835

要
注
意
先

（うち　 　　
要管理債権） （979） （27） 要管理債権 979

3ヵ月以上延滞債権 －
貸 出 条 件
緩 和 債 権 979

要管理先 987 27 小　　計 3,747 合　計 3,746
そ の 他
要注意先 2,145

正 常 債 権 235,531正　常　先
（地公体等を含む） 233,378

合　　計 239,278 合　　計 239,278

※本資料の記載金額は、原則として単位未満を切り捨てて表示しています。そのため、合計欄、増減欄等が一致しないことがあります。

金融再生法開示債権について
・�「破産更生等債権」とは、金融再生法に規定する「破産更生債権およびこれら
に準ずる債権」のことで、破産・会社更生・再生手続等の事由により、経営破
綻に陥っている債務者に対する債権です。

・�「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状況には至っていないが、財政状態お
よび経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収および利息の受取
りができない可能性の高い債権です。

・�「要管理債権」とは、「破産更生等債権」および「危険債権」を除く３ヵ月以上
延滞債権および貸出条件緩和債権です。

・�「正常債権」とは、債務者の財政状態および経営成績に特に問題がないもの
で、｢破産更生等債権｣｢危険債権｣｢要管理債権｣以外の債権です。

・�「破綻先債権」とは、未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部
分を除きます。以下「未収利息不計上貸出金」といいます。）のうち、法人税法
施行令第96条第１項第３号イからホまでに掲げる事由または同項第４号
に規定する事由が生じている貸出金です。

・�「延滞債権」とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権および債務者
の経営再建または支援を図ることを目的として利息の支払を猶予したもの
以外の貸出金です。

・�「３ヵ月以上延滞債権」とは、債務者が利息または元本の支払いを３ヵ月以
上延滞している貸出金です。

・�「貸出条件緩和債権」とは、債務者の経営再建または支援を図ることを目的とし
て、金利の減免、利息の支払猶予、債権の一部放棄等を行っている貸出金です。

リスク管理債権について

平成28年
9月末

平成27年
9月末

平成28年
3月末

合計
3,927

2,008

1,015

合計
3,747

835

1,932

破産更生等債権

危険債権

要管理債権979903

合計
3,913

1,988

1,061

862

（注）正常先、要注意先に対しては、税法上の繰入限度額により引当を行っています。
（注）平成28年９月末の計数は、次の方法により算出しています。
　　１．各債権区分額は、平成28年３月末時点の債権額を基準として、平成28年９月末時点の残高に修正しています。
　　２．平成28年３月末から９月末までの間に債務者区分の変更が必要と認識した先については、９月末時点の債務者の状況に基づき債権区分を変更しています。

地域経済への貢献
■ 資金調達および資金供給の状況 （平成28年９月末）
　当会は、県内のＪＡ等が会員となり、互いに助け合い、発展していくことを共通の理念として運営されている相互扶助型の農業専門金
融機関であるとともに、新潟県を事業区域として、地域経済の活性化に資する地域金融機関です。
　当会の資金は、その大半が県内のＪＡにお預けいただいた農家組合員および地域の皆さまの大切な財産である貯金が源泉であり、主と
して、ＪＡ・農業に関連する企業・団体および県内の一般企業や地方公共団体などにご利用いただいています。

地域密着型金融への取組み
■中小企業者等の経営支援に関する取組み方針等
　当会では、「金融円滑化にかかる基本的方針」を定め、お客さまからのご相談等に対し、より一層丁寧な対応を心がけるとともに、地域金融
機関として、農業および関連する産業の振興、地域社会の発展に寄与することを基本的使命とし、適切な業務の遂行に取り組んでいます。

● 金融円滑化にかかる基本的方針（概要）

１．新規のご融資・お借入条件の変更等のお申込みに対する柔軟な対応
２．お客さまの経営相談等、経営改善に向けた取組みへの支援
３．新規のご融資・お借入条件の変更等のご相談・お申込みに対する適切かつ十分な説明
４．新規のご融資・お借入条件の変更等に関する苦情相談への公正・迅速・誠実な対応
５．当会の金融円滑化管理に関する体制

※方針の全文を含む当会の「金融円滑化に向けた取組み」については、当会ホームページをご参照ください。

● 金融円滑化ご相談窓口

受付時間 ご相談窓口 ご利用いただける方 電話番号

平　日
9：00～17：00

融 

資 

部

融資統括担当 総合窓口 025-230-2203
法人融資担当 事業性資金ご利用のお客さま 025-230-2255、2210
生活融資担当 住宅関連資金ご利用のお客さま 025-230-2155
農　業　部 農業関連資金等ご利用のお客さま 025-230-2151

※貸出条件変更等にかかるご意見・苦情等につきましては、上記相談窓口のほか、リスク統括部（リスク管理担当）（025-230-2124）にてお受けいたします。

■ 「経営者保証に関するガイドライン」への対応
　経営者保証に関するガイドライン研究会（全国銀行協会および日本商工会議所が事務局）が平成25年12月５日に公表した「経営者
保証に関するガイドライン」を踏まえ、態勢を整備のうえ、本ガイドラインを遵守しています。
　当会は、経営者保証に過度に依存しない融資の一層の促進に努めるとともに、お客さまと保証契約を締結する場合、また、保証人のお
客さまが本ガイドラインに即した保証債務の整理を申し立てられた場合は、本ガイドラインに基づき、誠実に対応するよう努めてまいります。

● 貯金内訳
貯金（会員比率）

（単位：百万円）

区　　分 残　　高

会 員 1,574,491
地方公共団体等 13,994
そ の 他 33,954

合　　計 1,622,439

貸出金（県内比率）
（単位：百万円）

区　　分 残　　高

県 内 133,200
県 外 49,403
金 融 機 関 50,607

合　　計 233,210

会員
97.05％

地方公共団体等
0.86％

その他
2.09％

会員
22.34％

事業法人等
55.02％

地方公共団体等
22.64％

県外
21.18％

県内
57.12％

金融機関
21.70％

■ 地域農業活性化のための金融支援
　ＪＡバンク新潟（県下24ＪＡと当会）では、農業者向け資金を幅広くご用意し、新潟県農業の発展を多面的に支援しています。農業者に
対する金融面での支援強化として農業者向け資金に広く利子補給事業等を実施し、農業者の実質金利負担の軽減を図るとともに、全国
組織と連携した農業者向け各種ファンドの取扱いなど、多様なニーズにお応えしています。
　平成28年度は、「担い手支援資金（愛称：アグリ１）」の継続や保証料助成対象資金の拡充を図るとともに、飼料用米等の生産拡大を
後押しする「ＪＡ飼料用米等対策資金」の取扱いの継続（恒久化）など、農業専門金融機関として農業者に対する円滑、迅速なサービス提
供に努めています。
　今後も、関係団体、営農指導部門との連携強化により、新潟県における農業メインバンクとして、農業者の皆さまを幅広く支援していきます。

● ＪＡバンク新潟の農業資金　（平成28年９月末） （単位：件、百万円）

主　な　資　金
県下ＪＡおよび当会での取扱い

資　金　の　内　容
件　数 残　高

農業生産資金 959 2,339 農業経営の合理化を図るために必要な資金
アグリマイティー資金 2,983 13,665 農地取得等、幅広い資金用途に長期に対応できる資金
農業近代化資金 597 5,683 機械・設備の取得等、農業経営の近代化を図るために必要な長期資金
農機具ローン 5,856 8,381 農機具の購入等に必要な資金
担い手支援資金（愛称：アグリ１） 2,012 4,506 担い手の農業生産に直結する設備・運転資金
平成22年度緊急農業経営安定対策資金 403 196 平成22年産米の猛暑等による品質低下等に伴う経営の安定化に必要な資金
平成23年地震災害等復旧支援資金 110 120 長野県北部を震源とする地震等による被害に対応し、経営の早期再建に必要な資金
平成24年豪雪災害等復旧支援資金 138 105 平成24年の豪雪災害（暴風被害含む）による被害に対する復旧に必要な資金
平成25年豪雪災害等復旧支援資金 9 6 平成25年の豪雪災害（暴風被害、豪雨被害等含む）による被害に対する復旧に必要な資金
平成26年度緊急農業経営安定対策資金 810 660 米価下落や台風被害に対応し、経営の安定に資することを目的とした資金
平成27年台風被害等復旧支援資金 670 1,378 平成27年の台風15号等による被害に対する復旧に必要な資金
スーパーＬ資金 1,274 7,903 認定農業者の経営改善に必要な長期資金
にいがたアグリビジネスローン 60 668 農業法人、農業関連法人の経営に必要な資金
農業関連事業資金 5 1,097 会員等に対する農業関連の事業資金
農業関連系統当座貸越 8 38,115 農産物販売代金の決済に至るまでのつなぎ資金
その他農業資金 2,065 5,245 農家の再建を支援する資金等

合　　　計 17,959 90,077
� ※ＪＡバンク新潟ホームページ（http://www.jabank-niigata.or.jp）でもご案内しています。

「Ｓｏｌｅ！にいがた」は、�
県内のＪＡ窓口や直売
所、道の駅、スーパー等
で無料配布しています。

「農と食でつくる
新潟の元気！」Vol.２

商談会会場の様子

● 貸出金内訳
貸出金（会員比率）

（単位：百万円）

区　　分 残　　高

会 員 52,087
地方公共団体等 52,805
事 業 法 人 等 128,318

合　　計 233,210

■ 有価証券等時価情報
● 有価証券 （単位：百万円）

区　　分
平成27年9月末 平成28年3月末 平成28年9月末

取得価額 時　　価 差　額 取得価額 時　　価 差　額 取得価額 時　　価 差　額
満期保有目的 8,997 9,118 120 5,998 6,054 55 2,999 3,014 14
そ の 他 464,084 494,192 30,108 453,395 488,171 34,775 460,775 492,419 31,644

合　計 473,081 503,310 30,229 459,394 494,225 34,830 463,774 495,434 31,659

（注）
・�有価証券の時価は、各基準日にお
ける市場価格等に基づく時価とし
ています。
・�満期保有目的有価証券およびその
他有価証券の取得価額は、償却原
価適用後、減損適用後の帳簿価額
を記載しています。

● 金銭の信託 （単位：百万円）

区　　分
平成27年9月末 平成28年3月末 平成28年9月末

取得価額 時　　価 差　額 取得価額 時　　価 差　額 取得価額 時　　価 差　額
運 用 目 的 378 461 82 347 410 62 400 403 3
そ の 他 24,452 24,718 266 24,014 24,090 76 27,967 28,375 407

合　計 24,830 25,180 349 24,361 24,500 138 28,367 28,778 411

（注）
・�金銭の信託の時価は、各基準日に
おける市場価格等に基づく時価と
しています。
・�取得価額は、取得原価または償却原
価によっており、運用目的金銭の信
託については取得価額を、その他金
銭の信託については償却原価適用
後、減損適用後の帳簿価額を記載し
ています。
・�なお、運用目的金銭の信託の評価損
益は、当期の損益に含めています。

事業の概況
■ 主要勘定の推移
� （単位：百万円）

平成27年9月末 平成28年3月末 平成28年9月末

貯　　金 1,572,825 1,581,268 1,622,439
貸 出 金 219,636 223,149 233,210
預 け 金 923,186 955,707 984,024
有価証券 503,189 494,170 495,419

・�貯金残高（譲渡性貯金を含む）は、ＪＡからの貯金の増加などを主要因に、前年同期比
496億円、3.15％の増加となりました。
・�貸出金残高は、県内外の事業法人などに対し積極的な融資伸長に取り組んだ結果、
前年同期比135億円、6.18％の増加となりました。
・�有価証券残高は、日銀によるマイナス金利政策の下、分散投資に取り組んだものの、償
還額が多く前年同期比77億円、1.54％の減少となりました。

平成２８年
９月末

貯　金

貸出金

預け金

有価証券

１，６２２，４３９

２３３，２１０

９８４，０２４

４９５，４１９

平成28年
3月末

平成27年
9月末

１，５８１，２６８

２２３，１４９

９５５，７０７

４９４，１７０５０３，１８９

２１９，６３６

９２３，１８６

１，５７２，８２５

■ 収益等の推移
� （単位：百万円）

平成27年9月期
（半期）

平成28年3月期
（通期）

平成28年9月期
（半期）

経 常 収 益 10,705 19,914 10,541
経 常 費 用 6,447 13,680 6,847
経 常 利 益 4,257 6,234 3,693
当期 剰 余 金 3,156 4,991 2,716
業 務 純 益 3,283 5,101 2,652
・�マイナス金利政策の下、運用利回りの低下による経常収益の減少、資金調達費用およ
び経費の増加等による経常費用の増加から、経常利益は前年同期比５億円、13.2％
減少の36億円となりました。

業務純益

平成28年
9月期（半期）

経常利益

平成27年
9月期（半期）

平成28年
3月期（通期）

６，２３４

４，２５７

３，２８３

５，１０１

２，６５２

３，６９３

■ 単体自己資本比率の推移
� （単位：百万円、％）

平成27年9月末 平成28年3月末 平成28年9月末

自 己 資 本 額 A 149,005 143,633 156,418
リス ク・ア セット B 667,444 663,910 703,642
自己資本比率＝A÷B×100 22.32 21.63 22.22
・�会員からの後配出資受入や内部留保により自己資本額が増加し、自己資本比率は、
前年度末比0.59ポイント増加し、22.22％となりました。
・�国内基準（４％）および国際統一基準（８％）を大きく上回り、高い安全性・健全性を維持
しています。

８％

平成28年
3月末

平成28年
9月末

自己資本比率

21.63％ 22.22％22.32％

平成27年
9月末



■ 農商工連携への取組み
● 「うまさぎっしり新潟・食の大商談会2016」の開催
　新潟県の農産物の販路拡大を目指し、新潟県や新潟県内の金融機関等と共催で、食品
商談会を東京都内で開催しました。ＪＡグループからは、ＪＡ佐渡、ＪＡしおざわのほか、当
会お取引先の農業法人や企業からも出展いただき、多種多様で魅力に満ちた新潟の
「食」をＰＲしました。
　今後も、ビジネスマッチングの機会を提供するとともに、県内農産物の販路拡大への
支援を通じ、新潟県農業および地域の活性化に貢献していきます。

●   情報誌「Ｓｏｌｅ！にいがた」別冊、「農と食でつくる新潟の元気！」Vol.２の発刊
　農商工連携を促進する一環として、フリーペーパー形式の情報誌「Ｓｏｌｅ（そーれ）! にいがた」を平成22年７月に創刊、�
年４回発行しています。
　この情報誌では、県内の農業や産業に関する幅広い情報の提供により、「農と食」を基軸としたコミュニケーションを通し
て、農業生産者・ＪＡグループと地域の企業、さらには広く地域の皆さまとの結び付き
を強め、新たなビジネスチャンスを創出するきっかけづくりを目指しています。
　このたび、「Ｓｏｌｅ！にいがた」の別冊版として、平成25年に発刊したVol.１に続き、既
刊の13号から24号までの内容を再編集した「農と食でつくる新潟の元気！」Vol.２を
刊行いたしました。
　これからも、「農と食」の切り口から、新潟の魅力をさらに発信していくことで、新潟
の元気づくりに貢献していきます。
※「Ｓｏｌｅ!にいがた」バックナンバーは、当会ホームページでご覧いただけます。

■ 不良債権の状況
● 金融再生法開示債権（単体）の推移
� （単位：百万円、％）

債 権 区 分 平成27年9月末 平成28年3月末 平成28年9月末

破産更生等債権　① 2,008 1,988 1,932

危 険 債 権　 ② 1,015 862 835

要 管 理 債 権　 ③ 903 1,061 979

小計（①＋②＋③＝Ａ） 3,927 3,913 3,747

正 常 債 権　 ④ 222,392 225,718 235,531

債権額合計（Ａ＋④＝Ｂ） 226,319 229,631 239,278

債権額に占める開示債権の
割合　（Ａ÷Ｂ×100） 1.74 1.71 1.57

・�不良債権比率は、不良債権額の減少と正常債権額の増加により、前年度末比で0.14ポイント改善し、
1.57％となりました。

● 自己査定・保全の状況と開示債権　（平成28年９月末）
　　厳格な自己査定を実施し、担保・保証等による保全のない部分に対しては適正な償却・引当等を行うなど、資産の健全性の確保に努めています。
� （単位：百万円、％）

自己査定と保全の状況 金融再生法開示債権 リスク管理債権

債務者区分 残高Ａ 担保等保全額Ｂ 貸倒引当金Ｃ 保全率（B＋C）÷A 区　分 残　高 区　分 残　高

破　綻　先 171 0 171 100.0 破産更生等
債　　　権 1,932

破綻先債権 160

実質破綻先 1,761 17 1,744 100.0
延 滞 債 権 2,606

破綻懸念先 835 293 524 97.9 危 険 債 権 835

要
注
意
先

（うち　 　　
要管理債権） （979） （27） 要管理債権 979

3ヵ月以上延滞債権 －
貸 出 条 件
緩 和 債 権 979

要管理先 987 27 小　　計 3,747 合　計 3,746
そ の 他
要注意先 2,145

正 常 債 権 235,531正　常　先
（地公体等を含む） 233,378

合　　計 239,278 合　　計 239,278

※本資料の記載金額は、原則として単位未満を切り捨てて表示しています。そのため、合計欄、増減欄等が一致しないことがあります。

金融再生法開示債権について
・�「破産更生等債権」とは、金融再生法に規定する「破産更生債権およびこれら
に準ずる債権」のことで、破産・会社更生・再生手続等の事由により、経営破
綻に陥っている債務者に対する債権です。

・�「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状況には至っていないが、財政状態お
よび経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収および利息の受取
りができない可能性の高い債権です。

・�「要管理債権」とは、「破産更生等債権」および「危険債権」を除く３ヵ月以上
延滞債権および貸出条件緩和債権です。

・�「正常債権」とは、債務者の財政状態および経営成績に特に問題がないもの
で、｢破産更生等債権｣｢危険債権｣｢要管理債権｣以外の債権です。

・�「破綻先債権」とは、未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部
分を除きます。以下「未収利息不計上貸出金」といいます。）のうち、法人税法
施行令第96条第１項第３号イからホまでに掲げる事由または同項第４号
に規定する事由が生じている貸出金です。

・�「延滞債権」とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権および債務者
の経営再建または支援を図ることを目的として利息の支払を猶予したもの
以外の貸出金です。

・�「３ヵ月以上延滞債権」とは、債務者が利息または元本の支払いを３ヵ月以
上延滞している貸出金です。

・�「貸出条件緩和債権」とは、債務者の経営再建または支援を図ることを目的とし
て、金利の減免、利息の支払猶予、債権の一部放棄等を行っている貸出金です。

リスク管理債権について

平成28年
9月末

平成27年
9月末

平成28年
3月末

合計
3,927

2,008

1,015

合計
3,747

835

1,932

破産更生等債権

危険債権

要管理債権979903

合計
3,913

1,988

1,061

862

（注）正常先、要注意先に対しては、税法上の繰入限度額により引当を行っています。
（注）平成28年９月末の計数は、次の方法により算出しています。
　　１．各債権区分額は、平成28年３月末時点の債権額を基準として、平成28年９月末時点の残高に修正しています。
　　２．平成28年３月末から９月末までの間に債務者区分の変更が必要と認識した先については、９月末時点の債務者の状況に基づき債権区分を変更しています。

地域経済への貢献
■ 資金調達および資金供給の状況 （平成28年９月末）
　当会は、県内のＪＡ等が会員となり、互いに助け合い、発展していくことを共通の理念として運営されている相互扶助型の農業専門金
融機関であるとともに、新潟県を事業区域として、地域経済の活性化に資する地域金融機関です。
　当会の資金は、その大半が県内のＪＡにお預けいただいた農家組合員および地域の皆さまの大切な財産である貯金が源泉であり、主と
して、ＪＡ・農業に関連する企業・団体および県内の一般企業や地方公共団体などにご利用いただいています。

地域密着型金融への取組み
■中小企業者等の経営支援に関する取組み方針等
　当会では、「金融円滑化にかかる基本的方針」を定め、お客さまからのご相談等に対し、より一層丁寧な対応を心がけるとともに、地域金融
機関として、農業および関連する産業の振興、地域社会の発展に寄与することを基本的使命とし、適切な業務の遂行に取り組んでいます。

● 金融円滑化にかかる基本的方針（概要）

１．新規のご融資・お借入条件の変更等のお申込みに対する柔軟な対応
２．お客さまの経営相談等、経営改善に向けた取組みへの支援
３．新規のご融資・お借入条件の変更等のご相談・お申込みに対する適切かつ十分な説明
４．新規のご融資・お借入条件の変更等に関する苦情相談への公正・迅速・誠実な対応
５．当会の金融円滑化管理に関する体制

※方針の全文を含む当会の「金融円滑化に向けた取組み」については、当会ホームページをご参照ください。

● 金融円滑化ご相談窓口

受付時間 ご相談窓口 ご利用いただける方 電話番号

平　日
9：00～17：00

融 

資 

部

融資統括担当 総合窓口 025-230-2203
法人融資担当 事業性資金ご利用のお客さま 025-230-2255、2210
生活融資担当 住宅関連資金ご利用のお客さま 025-230-2155
農　業　部 農業関連資金等ご利用のお客さま 025-230-2151

※貸出条件変更等にかかるご意見・苦情等につきましては、上記相談窓口のほか、リスク統括部（リスク管理担当）（025-230-2124）にてお受けいたします。

■ 「経営者保証に関するガイドライン」への対応
　経営者保証に関するガイドライン研究会（全国銀行協会および日本商工会議所が事務局）が平成25年12月５日に公表した「経営者
保証に関するガイドライン」を踏まえ、態勢を整備のうえ、本ガイドラインを遵守しています。
　当会は、経営者保証に過度に依存しない融資の一層の促進に努めるとともに、お客さまと保証契約を締結する場合、また、保証人のお
客さまが本ガイドラインに即した保証債務の整理を申し立てられた場合は、本ガイドラインに基づき、誠実に対応するよう努めてまいります。

● 貯金内訳
貯金（会員比率）

（単位：百万円）

区　　分 残　　高

会 員 1,574,491
地方公共団体等 13,994
そ の 他 33,954

合　　計 1,622,439

貸出金（県内比率）
（単位：百万円）

区　　分 残　　高

県 内 133,200
県 外 49,403
金 融 機 関 50,607

合　　計 233,210

会員
97.05％

地方公共団体等
0.86％

その他
2.09％

会員
22.34％

事業法人等
55.02％

地方公共団体等
22.64％

県外
21.18％

県内
57.12％

金融機関
21.70％

■ 地域農業活性化のための金融支援
　ＪＡバンク新潟（県下24ＪＡと当会）では、農業者向け資金を幅広くご用意し、新潟県農業の発展を多面的に支援しています。農業者に
対する金融面での支援強化として農業者向け資金に広く利子補給事業等を実施し、農業者の実質金利負担の軽減を図るとともに、全国
組織と連携した農業者向け各種ファンドの取扱いなど、多様なニーズにお応えしています。
　平成28年度は、「担い手支援資金（愛称：アグリ１）」の継続や保証料助成対象資金の拡充を図るとともに、飼料用米等の生産拡大を
後押しする「ＪＡ飼料用米等対策資金」の取扱いの継続（恒久化）など、農業専門金融機関として農業者に対する円滑、迅速なサービス提
供に努めています。
　今後も、関係団体、営農指導部門との連携強化により、新潟県における農業メインバンクとして、農業者の皆さまを幅広く支援していきます。

● ＪＡバンク新潟の農業資金　（平成28年９月末） （単位：件、百万円）

主　な　資　金
県下ＪＡおよび当会での取扱い

資　金　の　内　容
件　数 残　高

農業生産資金 959 2,339 農業経営の合理化を図るために必要な資金
アグリマイティー資金 2,983 13,665 農地取得等、幅広い資金用途に長期に対応できる資金
農業近代化資金 597 5,683 機械・設備の取得等、農業経営の近代化を図るために必要な長期資金
農機具ローン 5,856 8,381 農機具の購入等に必要な資金
担い手支援資金（愛称：アグリ１） 2,012 4,506 担い手の農業生産に直結する設備・運転資金
平成22年度緊急農業経営安定対策資金 403 196 平成22年産米の猛暑等による品質低下等に伴う経営の安定化に必要な資金
平成23年地震災害等復旧支援資金 110 120 長野県北部を震源とする地震等による被害に対応し、経営の早期再建に必要な資金
平成24年豪雪災害等復旧支援資金 138 105 平成24年の豪雪災害（暴風被害含む）による被害に対する復旧に必要な資金
平成25年豪雪災害等復旧支援資金 9 6 平成25年の豪雪災害（暴風被害、豪雨被害等含む）による被害に対する復旧に必要な資金
平成26年度緊急農業経営安定対策資金 810 660 米価下落や台風被害に対応し、経営の安定に資することを目的とした資金
平成27年台風被害等復旧支援資金 670 1,378 平成27年の台風15号等による被害に対する復旧に必要な資金
スーパーＬ資金 1,274 7,903 認定農業者の経営改善に必要な長期資金
にいがたアグリビジネスローン 60 668 農業法人、農業関連法人の経営に必要な資金
農業関連事業資金 5 1,097 会員等に対する農業関連の事業資金
農業関連系統当座貸越 8 38,115 農産物販売代金の決済に至るまでのつなぎ資金
その他農業資金 2,065 5,245 農家の再建を支援する資金等

合　　　計 17,959 90,077
� ※ＪＡバンク新潟ホームページ（http://www.jabank-niigata.or.jp）でもご案内しています。

「Ｓｏｌｅ！にいがた」は、�
県内のＪＡ窓口や直売
所、道の駅、スーパー等
で無料配布しています。

「農と食でつくる
新潟の元気！」Vol.２

商談会会場の様子

● 貸出金内訳
貸出金（会員比率）

（単位：百万円）

区　　分 残　　高

会 員 52,087
地方公共団体等 52,805
事 業 法 人 等 128,318

合　　計 233,210

■ 有価証券等時価情報
● 有価証券 （単位：百万円）

区　　分
平成27年9月末 平成28年3月末 平成28年9月末

取得価額 時　　価 差　額 取得価額 時　　価 差　額 取得価額 時　　価 差　額
満期保有目的 8,997 9,118 120 5,998 6,054 55 2,999 3,014 14
そ の 他 464,084 494,192 30,108 453,395 488,171 34,775 460,775 492,419 31,644

合　計 473,081 503,310 30,229 459,394 494,225 34,830 463,774 495,434 31,659

（注）
・�有価証券の時価は、各基準日にお
ける市場価格等に基づく時価とし
ています。
・�満期保有目的有価証券およびその
他有価証券の取得価額は、償却原
価適用後、減損適用後の帳簿価額
を記載しています。

● 金銭の信託 （単位：百万円）

区　　分
平成27年9月末 平成28年3月末 平成28年9月末

取得価額 時　　価 差　額 取得価額 時　　価 差　額 取得価額 時　　価 差　額
運 用 目 的 378 461 82 347 410 62 400 403 3
そ の 他 24,452 24,718 266 24,014 24,090 76 27,967 28,375 407

合　計 24,830 25,180 349 24,361 24,500 138 28,367 28,778 411

（注）
・�金銭の信託の時価は、各基準日に
おける市場価格等に基づく時価と
しています。
・�取得価額は、取得原価または償却原
価によっており、運用目的金銭の信
託については取得価額を、その他金
銭の信託については償却原価適用
後、減損適用後の帳簿価額を記載し
ています。
・�なお、運用目的金銭の信託の評価損
益は、当期の損益に含めています。

事業の概況
■ 主要勘定の推移
� （単位：百万円）

平成27年9月末 平成28年3月末 平成28年9月末

貯　　金 1,572,825 1,581,268 1,622,439
貸 出 金 219,636 223,149 233,210
預 け 金 923,186 955,707 984,024
有価証券 503,189 494,170 495,419

・�貯金残高（譲渡性貯金を含む）は、ＪＡからの貯金の増加などを主要因に、前年同期比
496億円、3.15％の増加となりました。
・�貸出金残高は、県内外の事業法人などに対し積極的な融資伸長に取り組んだ結果、
前年同期比135億円、6.18％の増加となりました。
・�有価証券残高は、日銀によるマイナス金利政策の下、分散投資に取り組んだものの、償
還額が多く前年同期比77億円、1.54％の減少となりました。

平成２８年
９月末

貯　金

貸出金

預け金

有価証券

１，６２２，４３９

２３３，２１０

９８４，０２４

４９５，４１９

平成28年
3月末

平成27年
9月末

１，５８１，２６８

２２３，１４９

９５５，７０７
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■ 収益等の推移
� （単位：百万円）

平成27年9月期
（半期）

平成28年3月期
（通期）

平成28年9月期
（半期）

経 常 収 益 10,705 19,914 10,541
経 常 費 用 6,447 13,680 6,847
経 常 利 益 4,257 6,234 3,693
当期 剰 余 金 3,156 4,991 2,716
業 務 純 益 3,283 5,101 2,652
・�マイナス金利政策の下、運用利回りの低下による経常収益の減少、資金調達費用およ
び経費の増加等による経常費用の増加から、経常利益は前年同期比５億円、13.2％
減少の36億円となりました。

業務純益

平成28年
9月期（半期）

経常利益

平成27年
9月期（半期）

平成28年
3月期（通期）
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■ 単体自己資本比率の推移
� （単位：百万円、％）

平成27年9月末 平成28年3月末 平成28年9月末

自 己 資 本 額 A 149,005 143,633 156,418
リス ク・ア セット B 667,444 663,910 703,642
自己資本比率＝A÷B×100 22.32 21.63 22.22
・�会員からの後配出資受入や内部留保により自己資本額が増加し、自己資本比率は、
前年度末比0.59ポイント増加し、22.22％となりました。
・�国内基準（４％）および国際統一基準（８％）を大きく上回り、高い安全性・健全性を維持
しています。

８％

平成28年
3月末

平成28年
9月末

自己資本比率

21.63％ 22.22％22.32％

平成27年
9月末



安心バンク、JAバンク安心バンク、JAバンク

　組合員・利用者の皆さまに、便利で安心な金融機関

としてご利用いただけるよう、JA・信連・農林中金が一

体的に取り組む仕組みを「JAバンクシステム」といい

ます。

　「JAバンクシステム」は、JAバンクの信頼性を確保

する「破綻未然防止システム」と、スケールメリットと

きめ細かい顧客接点を生かした金融サービスの提供の

充実・強化を目指す「一体的事業運営」の２つの柱で

成り立っています。

■ JAバンクシステム

　当会の貯金は、JAバンク独自の制度である「破綻未

然防止システム」と、公的制度である「貯金保険制度

（農水産業協同組合貯金保険制度）」との二重のセー

フティーネットで守られており、組合員・利用者の皆さ

まに、より一層の安心をお届けしています。

■ JAバンク・セーフティーネット

JAバンクシステム
組合員・利用者の皆さま

便
利

金融サービスの
提供の充実

安
心

JAバンク会員の
経営健全性確保

JAバンク基本方針

・JA等の経営状況の
　モニタリング

・実質的に一つの金融機
　関として機能するよう
　な運営システムの確立

・共同運営システムの
　利用

・全国どこでも統一され
　た良質で高度な金融
　サービスの提供

・JA等に対する
　経営改善指導

・JAバンク支援基金等
　による資本注入など
　のサポート等

農林中金への
指導権限の付与など

再編強化法・・・ （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）

行政 連携

全中
全国監査機構
JA中央会

協力・連携、
経営改善指導

貯金保険機構 破綻時の支援

JAバンク
支援協会

破綻未然防止
の支援

系統債権管理
回収機構

不良債権の
管理・回収

JA 信連
（JAバンク県本部） JAバンク

中央本部

農林中金
（ （

破綻未然防止システム 一体的事業運営

JAバンク・セーフティーネット

J Aバンク全体としての信頼性を確保
するための仕組みで、JAの経営状況
のチェック（モニタリング）、経営改善へ
の取組み、「JAバンク支援基金」によ
るサポートなどを行います。

貯金者を保護するための国の公的な制度
で、貯金等の保護の範囲は、銀行等が加
入する「預金保険制度」と同じものです。
貯金業務を取り扱うすべてのJA・信連・農林
中金などが加入しています。

破綻未然防止
システム

破綻未然防止の
ためのJAバンク

独自の制度

貯金保険制度

貯金者等保護のための
公的な制度

　万全の体制で、組合員・利用者の皆さまに、より一層の「安心」と「便利」をお届けします。　万全の体制で、組合員・利用者の皆さまに、より一層の「安心」と「便利」をお届けします。

※このミニディスクロージャー誌は、環境に配慮した植物油インキおよびＦＳＣ®森林認証紙を使用しています。

編集　新潟県信用農業協同組合連合会　経営企画部

〒951-8570　新潟市中央区東中通一番町189番地3
℡ 025-230-2111
http://shinren.jabank-niigata.or.jp/

平成28年11月発行

新潟県信連

トピックス
■にいがた農業応援プログラムの取組み
　ＪＡバンク新潟では、ＪＡ自己改革で掲げる３つの基本目標（農業者の所得増大・農業生産の拡大・地域の活性化）を具体的に実現して
いくために、平成28年度から平成30年度までの３年間における農業者への支援パッケージとして、「にいがた農業応援プログラム」を展開
しています。
　中でも、「にいがた農業応援ファンド」の取組みとして上期に募集を行った、「加工・流通・販売の促進応援事業」、「『ＪＡグループ新潟
営農・経済改革プラン』推進事業」については、大変ご好評いただき、審査・抽選の結果、両事業を合わせて、54件・35百万円の助成を
行いました。今後も、農業者の取組みを後押しする、踏み込んだ支援に努めてまいります。

■にいがた農業応援定期貯金（ほほ笑
え

味
み

）の取扱い
　県下24ＪＡは、個人の方向けに、新潟県内に69か所あるJA農産物直売所やAコープで利用できるクーポン券を特典とした「にいがた
農業応援定期貯金（ほほ笑味）」を販売しました。（取扱期間：平成28年６月１日～平成28年10月31日）
　クーポン券を使って、新潟県の豊かな大地で育った農作物を購入いただき、その美味しさを実感していただくことで、JA利用者の満足度
をより一層高めるとともに、県産農畜産物の消費拡大、新潟県農業の発展に貢献すべく取り組みました。

文化的・社会的貢献活動（ＣＳＲの取組み）
　当会は、金融サービスの提供にとどまらず、地域社会の一員として、広く地域社会の発展と地域の皆さまの豊かな暮らしづくりを願い、次
のような活動に取り組んでいます。

■ＪＡバンク食農教育応援事業（ＪＡによる食農教育活動への助成、補助教材本の県下小学校への贈呈）
■「エコ定期貯金」の受入を通じた、公益社団法人にいがた緑の百年物語緑化推進委員会への寄付金の贈呈
■環境保全への取組み（エコキャップ運動への参加、業務車両へのエコカー導入、ＬＥＤ照明への切替など）
■地球温暖化対策に貢献するとともに、豊かな自然環境の保全を支援することを目的としたカーボン・オフセットの実施
■公益信託「ＪＡバンク新潟県信連創立50周年記念・ホームヘルパー支援基金」による社会福祉法人等への助成金の贈呈
■新潟県障害者スポーツ協会へのサッカー観戦チケットの寄贈
■�地域の文化振興応援と伝統文化普及のため、「松竹大歌舞伎」公演
へ特別協賛、県内在住留学生ならびに高校生の招待
■�アルビレックス新潟および新潟アルビレックスＢＢが開催する「スポーツ
教室・食育教室」への特別協賛によるスポーツ・食育を通じた青少年の
健全育成への取組み
■�役職員によるボランティア活動（地域清掃、団体献血など）、地域行事
への参加（新潟まつり大民謡流しなど）、認知症サポーターの養成 新潟アルビレックスＢＢによるバスケットボール教室

ごあいさつ
　日頃より新潟県信用農業協同組合連合会（ＪＡバンク新潟県信連）をお引き立ていただきまして、誠にありがとうございます。
　この度、当会の平成28年度上半期の業績や活動内容等についてご紹介するために、ミニディスクロージャー誌（平成28年度�仮決算
情報）を作成いたしました。
　当会は、ＪＡグループの一員として、農業専門金融機関・地域金融機関としての役割・機能を十全に発揮し、お客さまのニーズにしっかりと
応えていけるよう全役職員が一丸となって取り組んでまいりますので、引き続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

ＪＡグループ・ＪＡバンク
■ ＪＡグループの仕組み
　ＪＡグループは、農家組合員をはじめとする組合員組織を基盤に、市町村段階のＪＡ、都道府県段階および全国段階の連合会組織で構
成し、それぞれが機能分担のもと、信用事業、指導事業、経済事業、共済事業、厚生事業等を展開しています。
　当会は、信用事業を行う都道府県段階の連合会組織として、県下ＪＡの事業運営をサポートするとともに、県域を営業エリアとする地域
金融機関として、地域の皆さまに総合金融サービスを提供しています。

■ ＪＡバンクとは
　「ＪＡバンク」とは、ＪＡバンク会員（ＪＡ・信連・農林中金）で構成するグループの名称です。全国に民間最大級の店舗網を展開するネット
ワークと総合力で、地域の皆さまの、身近で便利、そして安心なメインバンクとして、お客さま一人ひとりのニーズにお応えします。
　新潟県においては、県下２4ＪＡおよび当会が「ＪＡバンク新潟」として一体的な事業運営を展開しています。

プログラム実施内容

１．「にいがた農業応援ファンド」の創設
　直面する課題の克服にチャレンジする担い
手のあと一歩を応援し、「農業者の所得増大」、
「農業生産の拡大」、「地域の活性化」の実現に寄
与することを目的としたファンドを創設する。

（１）内容
　課題克服にチャレンジする担い手に、必要な
資金の一部を助成する。

（２）助成額
　５億円（３年間総額）

（３）助成対象事業
　①農業生産の拡大、②加工・流通・販売の促進
　③農業を通じた地域の活性化

（１）「担い手支援資金（愛称：アグリ１）の継続
　利子補給・保証料助成により、当初３年間の
実質金利を１％（保証料込）で提供するアグリ
１の取扱いを継続する。

（２）保証料助成対象資金の拡大
　これまで実施している農業近代化資金に対す
る県農業信用基金協会保証料の助成を、以下の
資金まで拡大する。
　①長期資金：農機具ローン、アグリマイティー資金
　②短期資金：�スーパーＳ資金、サポートＡ、�

アグリマイティー資金

《助成対象資金90億円×３年間（助成額9.4億円）》

２．担い手向け金融支援の拡充
（１）�「JAグループ新潟担い手サポートセンター」の設置
　担い手の多様なニーズに総合的に対応する
ため、中央会・連合会による事業横断的な担い
手サポートセンターを設置する。

（２）�専門家等の活用による相談支援機能の強化
　担い手サポートセンターは、農業の現場に精
通した専門家の活用により、担い手の相談支援
に必要な体制を確保する。

３．�プログラムの推進・支援体制の構築

● JAバンク新潟

ミニディスクロージャー誌　平成28年度　仮決算情報

経 営 内 容JAバンク新潟県信連

新潟県信用農業協同組合連合会
新潟市中央区東中通一番町189番地3
昭和23年８月
１兆8,292億円
562億円
本店
173名（男子125名、女子48名）
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プロフィール （平成28年９月30日現在）


