
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【経営資料】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載金額は、百万円未満を切捨てして表示しており、金額百万円未満

の科目については「０」で表示しています。また、期末に残高がない

勘定科目は「－」で表示しています。 
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Ⅰ 決算の状況 
１．貸借対照表                                     （単位：百万円） 

科 目 26年度 27年度 科 目 26年度 27年度 

1.信用事業資産 592,214 620,992 1.信用事業負債 621,442 647,459 

 (1)現金 4,769 4,995  (1)貯金 618,897 645,054 

 (2)預金 415,226 441,910  (2)借入金 1,548 1,397 

    系統預金 414,705 441,753  (3)その他の信用事業負債 995 1,007 

    系統外預金 520 156     未払費用 313 282 

 (3)有価証券 28,366 28,260     その他の負債 681 725 

    国債 20,547 21,221 2.共済事業負債 3,475 3,788 

    地方債 7,396 6,602  (1)共済借入金 520 577 

    政府保証債 103 101  (2)共済資金 1,512 1,802 

    社債 318 334  (3)共済未払利息 5 6 

 (4)貸出金 144,017 145,934  (4)未経過共済付加収入 1,436 1,401 

 (5)その他の信用事業資産 441 430 3.経済事業負債 13,153 12,433 

    未収収益 391 358  (1)経済事業未払金 9,865 9,104 

    その他の資産 50 72  (2)経済受託債務 3,287 3,326 

 (6)貸倒引当金 △606 △538  (3)その他の経済事業負債 0 2 

2.共済事業資産 534 588 4.設備借入金 4,338 3,716 

 (1)共済貸付金 526 580 5.雑負債 4,079 4,551 

 (2)共済未収利息 5 6  (1)未払法人税等 44 802 

 (3)その他の共済事業資産 2 1  (2)リース債務 26 195 

 (4)貸倒引当金 △0 △0  (3)資産除去債務 57 45 

3.経済事業資産 36,499 36,665  (4)その他の負債 3,950 3,508 

 (1)受取手形 13 8 6.諸引当金 10,213 9,659 

 (2)経済事業未収金 18,139 16,831  (1)賞与引当金 548 521 

 (3)経済受託債権 10,296 11,702  (2)退職給付引当金 9,550 8,897 

 (4)棚卸資産 6,245 6,242  (3)役員退職慰労引当金 114 149 

    購買品 5,612 5,834 (4)固定資産撤去損失引当金 - 90 

    宅地等 28 30 7.繰延税金負債 1,377 554 

    その他の棚卸資産 604 377 8.再評価に係る繰延税金負債 3,364 3,016 

 (5)その他の経済事業資産 2,208 2,302 負債の部合計 661,445 685,180 

 (6)貸倒引当金 △404 △423 1.組合員資本 47,191 50,058 

4.雑資産 2,582 5,271  (1)出資金 22,912 22,767 

    雑資産 2,589 5,356  (2)資本準備金 5 5 

    貸倒引当金 △7 △85  (3)利益剰余金 24,522 27,489 

5.固定資産 45,802 41,338     利益準備金 13,489 13,589 

 (1)有形固定資産 45,315 40,930 その他利益剰余金 11,032 13,899 

    建物 55,612 54,202 自家保険積立金 40 40 

    構築物 8,096 7,987 固定資産再取得積立金 691 691 

    機械装置 31,685 31,116 肥料価格安定積立金 66 66 

    土地 23,592 22,211 災害積立金 330 330 

    リース資産 28 190 加工製品積立金 450 450 

    建設仮勘定 0 5 情報ｼｽﾃﾑ開発積立金 50 50 

    その他の有形固定資産 4,026 2,946 農業施設利用料積立金 40 40 

    減価償却累計額 △77,726 △77,730 固定資産圧縮積立金 30 28 

 (2)無形固定資産 486 407 営農支援対策積立金 380 380 

    その他の無形固定資産 486 407 特別積立金 8,050 8,371 

6.外部出資 50,176 46,919 当期未処分剰余金 903 3,451 

 (1)外部出資 50,181 46,924 （うち当期剰余金） (489) (2,446) 

    系統出資 28,623 28,625  (4)処分未済持分 △248 △203 

    系統外出資 16,409 13,120 2.評価・換算差額等 19,172 16,534 

    グループ会社等出資 5,148 5,178  (1)その他有価証券評価差額金 11,466 9,720 

 (2)外部出資等損失引当金 △5 △5  (2)土地再評価差額金 7,705 6,814 

 
  純資産の部合計 66,363 66,593 

資産の部合計 727,809 751,774 負債・純資産の部合計 727,809 751,774 
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２．損益計算書                                     （単位：百万円） 
科目 26年度 27年度 科目 26年度 27年度 

1.事業総利益 20,117 19,305 (1)加工事業収益 7,101 3,249 
 (1)信用事業収益 6,431 6,403 (2)加工事業費用 6,646 3,128 
   資金運用収益 5,687 5,847 加工事業総利益 455 120 
   （うち預金利息） (2,471) (2,733) (1)利用事業収益 4,260 3,999 
   （うち有価証券利息） (467) (427) (2)利用事業費用 2,425 2,283 
   （うち貸出金利息） (2,632) (2,438) （うち貸倒引当金戻入益） (△0) (△0) 
   （うちその他受入利息） (115) (247) 利用事業総利益 1,834 1,715 
   役務取引等収益 169 174 (1)宅地等供給事業収益 260 175 
   その他事業直接収益 207 12 (2)宅地等供給事業費用 195 128 
   その他経常収益 366 369 宅地等供給事業総利益 64 46 
 (2)信用事業費用 2,042 2,116 (1)その他事業収益 4,384 4,711 
   資金調達費用 688 728 (2)その他事業費用 4,115 4,451 
   （うち貯金利息） (646) (680) （うち貸倒引当金戻入益） (△１) (-) 
   （うち給付補填備金繰入） (29) (30) （うち貸倒引当金繰入額） (-) (6) 
   （うち借入金利息） (8) (8) その他事業総利益 269 259 
   （うちその他支払利息） (4) (8) (1)指導事業収入 398 366 
   役務取引等費用 67 67 (2)指導事業支出 567 546 
   その他経常費用 1,287 1,320 指導事業収支差額 △169 △179 

（うち貸倒引当金戻入益） (△55) (△2) 2.事業管理費 19,848 20,973 
（うち貸出金償却） (9) (-)  (1)人件費 13,727 13,367 

信用事業総利益 4,388 4,287  (2)業務費 1,717 1,822 
 (1)共済事業収益 4,755 4,755  (3)諸税負担金 745 732 
   共済付加収入 4,568 4,446  (4)施設費 3,567 4,959 
   共済貸付金利息 13 14  (5)その他事業管理費 90 90 
   その他の収益 174 294 事業利益 268 △1,667 
 (2)共済事業費用 428 416 3.事業外収益 1,434 1,571 
   共済借入金利息 13 13  (1)受取雑利息 17 17 
   共済推進費 290 285  (2)受取出資配当金 581 559 
   共済保全費 54 48  (3)賃貸料 557 559 
   その他の費用 69 68  (4)償却債権取立益 6 5 
   （うち貸倒引当金繰入額） (0) (0)  (5)雑収入 271 429 
 共済事業総利益 4,327 4,338 4.事業外費用 551 1,027 
 (1)購買事業収益 55,459 52,266  (1)支払雑利息 73 63 
   購買品供給高 54,015 50,927  (2)寄付金 2 2 
   修理サービス料 430 382  (3)賃貸施設償却費 271 447 
   その他の収益 1,013 956  (4)雑損失 204 513 
 (2)購買事業費用 49,962 46,976 (うち外部出資等損失引当金繰入) (-) (0) 
   購買品供給原価 49,162 46,194 (うち固定資産撤去損失引当金繰入) (-) (90) 
   購買品供給費 241 234 経常利益 1,151 △1,124 
   修理サービス費 122 82 5.特別利益 129 5,559 
   その他の費用 435 466  (1)固定資産処分益 87 55 
   (うち貸倒引当金戻入益） (△3) (-)  (2)一般補助金 24 272 
   (うち貸倒引当金繰入額） (-) (34)  (3)株式売却益 - 5,222 
   (うち貸倒損失) (0) (-)  (4)その他の特別利益 17 8 
購買事業総利益 5,496 5,289 6.特別損失 587 1,588 

  (1)販売事業収益 4,777 4,759  (1)固定資産処分損 193 915 
販売品販売高 1,275 1,186  (2)固定資産圧縮損 24 278 
販売手数料 2,746 2,855  (3)減損損失 180 278 
その他の収益 756 718  (4)早期割増退職金 187 115 

(2)販売事業費用 1,721 1,695  (5)その他の特別損失 0 1 
   販売品販売原価 1,071 1,002 税引前当期利益 693 2,845 
   販売費 165 148 法人税、住民税及び事業税 23 908 

その他の費用 483 544 法人税等調整額 181 △508 
   （うち貸倒引当金戻入益） (△6) (-) 法人税等合計 204 399 

（うち貸倒引当金繰入額） (-) (71) 当期剰余金 489 2,446 
販売事業総利益 3,056 3,064 当期首繰越剰余金 121 112 
(1)農業倉庫事業収益 1,168 1,096 固定資産圧縮積立金取崩額 2 2 
(2)農業倉庫事業費用 774 735 土地再評価差額金取崩額 290 890 
農業倉庫事業総利益 394 361 当期未処分剰余金 903 3,451  
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３．注 記 表 

26年度注記表 27年度注記表 

第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)の評価基準および評価方法 

有価証券の評価基準および評価方法は、｢金融商品に係る会計基準の設

定に関する意見書」（平成11年１月22日企業会計審議会）に基づき、有価証

券の保有目的区分ごとに次のとおり行っています。 

（１）満期保有目的の債券：定額法による償却原価法 

（２）子会社株式および関連会社株式：移動平均法による原価法 

（３）その他有価証券 

①時価のあるもの：期末の市場価格に基づく時価法（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） 

②時価のないもの：移動平均法による原価法 

なお、取得原価と券面金額との差額のうち金利調整と認められる部分に 

ついては、償却原価法による取得価額の修正を行っています。 

 

２．棚卸資産の評価基準および評価方法 

（１）購買品 

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) 

（２）宅地等（販売用不動産） 

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) 

（３）その他の棚卸資産 

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) 

 

３．固定資産の減価償却の方法 

（１）有形固定資産（リース資産を除く） 

①建物（附属設備を除く） 

ア．平成10年３月31日以前に取得したもの 

旧定率法を採用しています。ただし、カントリー、共乾施設などの共同

利用施設等については、旧定額法を採用しています。 

イ．平成10年４月１日から平成19年３月31日までに取得したもの 

旧定額法を採用しています。 

ウ．平成19年４月１日以後に取得したもの 

定額法を採用しています。 

②建物以外 

ア．平成19年３月31日以前に取得したもの 

旧定率法を採用しています。 

イ．平成19年４月１日以後に取得したもの 

250％定率法を採用しています。 

  ウ．平成24年４月１日以後に取得したもの 

200％定率法を採用しています。 

エ．カントリー、共乾施設などの共同利用施設等における建物附属設備、構

築物、機械装置、車両運搬具、器具備品および生物については、旧定額

法または定額法を採用しています。 

なお、耐用年数および残存価額については、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（リース資産を除く） 

定額法を採用しています。 

なお、自組合利用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）に基づく定額法を採用しています。 

（３）リース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価値をゼロとする定額法を採用していま

第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)の評価基準および評価方法 

有価証券の評価基準および評価方法は、｢金融商品に係る会計基準の設

定に関する意見書」（平成11年１月22日企業会計審議会）に基づき、有価証

券の保有目的区分ごとに次のとおり行っています。 

（１）満期保有目的の債券：定額法による償却原価法 

（２）グループ会社株式および関連会社株式：移動平均法による原価法 

（３）その他有価証券 

①時価のあるもの：期末の市場価格に基づく時価法（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） 

②時価のないもの：移動平均法による原価法 

なお、取得原価と券面金額との差額のうち金利調整と認められる部分に 

ついては、償却原価法による取得価額の修正を行っています。 

 

２．棚卸資産の評価基準および評価方法 

（１）購買品 

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) 

（２）宅地等（販売用不動産） 

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) 

（３）その他の棚卸資産 

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) 

 

３．固定資産の減価償却の方法 

（１）有形固定資産（リース資産を除く） 

①建物（附属設備を除く） 

ア．平成10年３月31日以前に取得したもの 

旧定率法を採用しています。ただし、カントリー、共乾施設などの共同

利用施設等については、旧定額法を採用しています。 

イ．平成10年４月１日から平成19年３月31日までに取得したもの 

旧定額法を採用しています。 

ウ．平成19年４月１日以後に取得したもの 

定額法を採用しています。 

②建物以外 

ア．平成19年３月31日以前に取得したもの 

旧定率法を採用しています。 

イ．平成19年４月１日以後に取得したもの 

250％定率法を採用しています。 

  ウ．平成24年４月１日以後に取得したもの 

200％定率法を採用しています。 

エ．カントリー、共乾施設などの共同利用施設等における建物附属設備、構

築物、機械装置、車両運搬具、器具備品および生物については、旧定額

法または定額法を採用しています。 

なお、耐用年数および残存価額については、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（リース資産を除く） 

定額法を採用しています。 

なお、自組合利用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）に基づく定額法を採用しています。 

（３）リース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価値をゼロとする定額法を採用していま
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26年度注記表 27年度注記表 

す。 

 

４．引当金の計上基準 

（１）貸倒引当金 

貸倒引当金は、予め定めている資産査定要領、経理規程および資産の引

当・償却基準に則り、次のとおり計上しています。 

① 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）にかかる債権およびそれと同等の状況にある債務者（実質破綻先）に

かかる債権については、債権額から、担保の処分可能見込額および保証

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。 

② 現在は経営破綻の状況にありませんが、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（破綻懸念先）にかかる債権については、債権

額から担保の処分可能見込額およ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。 

なお、破綻懸念先に対する債権のうち、債権の元本の回収にかかるキ

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、当該キ

ャッシュ・フローと債権の帳簿価額から担保の処分可能見込額および保証

による回収可能見込額を控除した残額との差額を計上しています。 

③ 上記以外の債権については、貸倒実績率で算定した金額に基づき計上

しています。 

すべての債権は、資産査定要領に基づき、資産査定担当部署が資産査

定を実施し、当該部署から独立した内部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 

賞与引当金は、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 

退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、当期末における退職

給付債務および特定退職共済資産の見込額に基づき、当期に発生している

と認められる額を計上しています。 

① 退職給付見込額の期間帰属方法 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属

させる方法については、期間定額基準によっています。 

②数理計算上の差異の費用処理方法 

合併以前に発生していた数理計算上の差異は、各事業年度の発生時に

おける職員の平均残存勤務期間以内の一定年数による定額法により按分し

た額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しています。なお、平成

19年度以降に発生する数理計算上の差異については、発生年度から 10年

による定額法により按分した額を費用処理しています。 

また、退職金制度ごとに職員数 300 人未満であることから、簡便法を採用

する本所（旧経済連正職員以外）、佐城地区（正職員以外）、中部地区（佐賀

市・諸富町・富士町の正職員以外）、東部地区（正職員以外）、神埼地区（正

職員以外）、みどり地区（正職員以外）の退職給付引当金は、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の見込に基づき、当

事業年度において発生していると認められる額を計上しています。 

（４）役員退職慰労引当金 

役員退職慰労引当金は、役員の退職慰労金の支給に備えて、役員退職

慰労金規程に基づき当事業年度において発生していると認められる要支給

額を計上しています。 

（５）外部出資等損失引当金 

外部出資等損失引当金は、当組合の外部出資先への出資にかかる損失

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

す。 

 

４．引当金の計上基準 

（１）貸倒引当金 

貸倒引当金は、予め定めている資産査定要領、経理規程および資産の引

当・償却基準に則り、次のとおり計上しています。 

① 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）にかかる債権およびそれと同等の状況にある債務者（実質破綻先）に

かかる債権については、債権額から、担保の処分可能見込額および保証

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。 

② 現在は経営破綻の状況にありませんが、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（破綻懸念先）にかかる債権については、債権

額から担保の処分可能見込額およ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。 

なお、破綻懸念先に対する債権のうち、債権の元本の回収にかかるキ

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、当該キ

ャッシュ・フローと債権の帳簿価額から担保の処分可能見込額および保証

による回収可能見込額を控除した残額との差額を計上しています。 

③ 上記以外の債権については、貸倒実績率で算定した金額に基づき計上

しています。 

すべての債権は、資産査定要領に基づき、資産査定担当部署が資産査

定を実施し、当該部署から独立した内部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 

賞与引当金は、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 

退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、当期末における退職

給付債務および特定退職共済資産の見込額に基づき、当期に発生している

と認められる額を計上しています。 

① 退職給付見込額の期間帰属方法 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属

させる方法については、期間定額基準によっています。 

②数理計算上の差異の費用処理方法 

合併以前に発生していた数理計算上の差異は、各事業年度の発生時に

おける職員の平均残存勤務期間以内の一定年数による定額法により按分し

た額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しています。なお、平成

19年度以降に発生する数理計算上の差異については、発生年度から 10年

による定額法により按分した額を費用処理しています。 

また、退職金制度ごとに職員数 300 人未満であることから、簡便法を採用

する本所（旧経済連正職員以外）、佐城地区（正職員以外）、中部地区（佐賀

市・諸富町・富士町の正職員以外）、東部地区（正職員以外）、神埼地区（正

職員以外）、みどり地区（正職員以外）の退職給付引当金は、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の見込に基づき、当

事業年度において発生していると認められる額を計上しています。 

（４）役員退職慰労引当金 

役員退職慰労引当金は、役員の退職慰労金の支給に備えて、役員退職

慰労金規程に基づき当事業年度において発生していると認められる要支給

額を計上しています。 

（５）外部出資等損失引当金 

外部出資等損失引当金は、当組合の外部出資先への出資にかかる損失

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
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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かかる方法に準じた会計処理によっていま

す。 

 

６．消費税および地方消費税の会計処理の方法 

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しています。 

 

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、百万円未満を切捨てして表示しており、金額百万円未満の

科目については「０」で表示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２．貸借対照表に関する注記 

１．固定資産の圧縮記帳額 

国庫補助金等の受入れにより、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24百万円であり、その内訳は次のとおりです。 

 

（１）建物          0百万円 

（２）建物附属設備    0百万円 

（３）構築物         4百万円 

（４）機械装置       9百万円 

（５）器具・備品       5百万円 

（６）リース動産      4百万円 

 

 

２．リース契約により使用する重要な固定資産 

（１）貸借対照表に計上した固定資産のほか、業務用車両、電子計算機および

端末の一部、情報系端末機、ＡＴＭ（現金自動受払機）、集中遠隔監視制御

装置、ＪＡＳＴＥＭ端末機、共済端末機、事務所備品等については、リース契

約により使用しています。 

（２）オペレーティング・リース取引 

要と認められる額を計上しています。 

（６）固定資産撤去損失引当金 

  固定資産撤去損失引当金は、新ＪＡ会館（佐賀県ＪＡ会館）建設に伴い、既

存ＪＡ会館の取り壊し等についての多額の費用負担が発生することから、経

営に与える影響を軽減させるため、取り壊し費用に対し、本組合の持分割合

を乗じた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かかる方法に準じた会計処理によっていま

す。 

 

６．消費税および地方消費税の会計処理の方法 

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しています。 

 

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、百万円未満を切捨てして表示しており、金額百万円未満の

科目については「０」で表示しています。 

 

 

第２．会計上の見積りの変更に関する注記 

有形固定資産の耐用年数および残存価額に対する見積りの変更 

当組合は、一部の有形固定資産について、今後の使用実態を検討した結

果、耐用年数を変更しています。これを契機に当組合が保有する有形固定

資産の残存価額について見直しを行った結果、平成 19年３月 31日以前に

取得した有形固定資産の残存価額を取得価額の５％から備忘価額に変更し

ています。 

この変更に伴い、従来の方法と比べて、当事業年度の事業管理費が1,261

百万円、加工事業費用が 22 百万円増加し、事業損失が同額増加していま

す。 

また、事業外費用が 158百万円増加し、経常損失が 1,442百万円増加し、

税引前当期利益が同額減少しています。 

 

 

第３．貸借対照表に関する注記 

１．固定資産の圧縮記帳額 

平成19年度合併以降、国庫補助金等の受入れにより、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4,920百万円であり、その内訳は次の

とおりです。 

（１）建物           1,245百万円 

（２）建物附属設備     321百万円 

（３）構築物         505百万円 

（４）機械装置      2,620百万円 

（５）車両・運搬具        9百万円 

（６）器具・備品        27百万円 

（７）リース動産        190百万円 

 

２．リース契約により使用する重要な固定資産 

（１）貸借対照表に計上した固定資産のほか、業務用車両、電子計算機および

端末の一部、情報系端末機、ＡＴＭ（現金自動受払機）、集中遠隔監視制御

装置、ＪＡＳＴＥＭ端末機、共済端末機、事務所備品等については、リース契

約により使用しています。 

（２）オペレーティング・リース取引 
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ファイナンス・リース取引以外の、所有権が当組合に移転しないオペレー

ティング・リース取引については通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっ

ています。 

平成20年４月１日以降締結した一契約あたり３百万円を超える解約可能な

オペレーティング・リース取引にかかる平成 27年３月31日現在の解約金は

179百万円です。 

 

３．担保に供されている資産 

担保に供されている資産は、次のとおりです。 

（１）定期預金  7,650百万円（為替決済取引の担保として差入） 

（２）定期預金 11,000百万円（当座貸越取引の担保として差入） 

（３）定期預金   170百万円（公金事務取扱の担保として差入） 

 

４．子会社等に対する金銭債権および金銭債務の総額 

子会社等に対する金銭債権の総額 5,422百万円 

子会社等に対する金銭債務の総額 7,457百万円 

 

５．役員との間の取引による役員に対する金銭債権および金銭債務の総額 

理事、監事に対する金銭債権の総額 511百万円 

理事、監事に対する金銭債務の総額 開示すべき債務はありません。 

 

６．貸出金のうち破綻先債権、延滞債権、３か月以上延滞債権および貸出条件

緩和債権の額並びにその合計額 

 （単位：百万円） 

区 分 金 額 

破綻先債権額 34 

延滞債権額 2,956 

３か月以上延滞債権額 88 

貸出条件緩和債権額 179 

合 計 額 3,258 

（注）上記に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額です。 

 

（１）破綻先債権とは、元本また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または利息の取立てまた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。 

（２）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はかる事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。 

（３）３か月以上延滞債権とは、元本または利息の支払が約定支払日の翌日から

３か月以上遅延している貸出金で破綻先債権および延滞債権に該当しない

ものです。 

（４）貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建または支援をはかることを目的

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り決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権およ

び３か月以上延滞債権に該当しないものです。 

 

７．土地の再評価に関する法律に基づく再評価を行った場合の同法第３条第３

項に規定する再評価の方法および同法第10条に規定する差額 

「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）お

よび「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                

ファイナンス・リース取引以外の、所有権が当組合に移転しないオペレー

ティング・リース取引については通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっ

ています。 

平成20年４月１日以降締結した一契約あたり３百万円を超える解約可能な

オペレーティング・リース取引にかかる平成 28年３月 31日現在の解約金は

125百万円です。 

 

３．担保に供されている資産 

担保に供されている資産は、次のとおりです。 

（１）定期預金  7,650百万円（為替決済取引の担保として差入） 

（２）定期預金 11,000百万円（当座貸越取引の担保として差入） 

（３）定期預金   170百万円（公金事務取扱の担保として差入） 

 

４．グループ会社等に対する金銭債権および金銭債務の総額 

グループ会社等に対する金銭債権の総額 6,003百万円 

グループ会社等に対する金銭債務の総額 6,933百万円 

 

 ５．役員との間の取引による役員に対する金銭債権および金銭債務の総額 

理事、監事に対する金銭債権の総額 343百万円 

理事、監事に対する金銭債務の総額 開示すべき債務はありません。 

 

６．貸出金のうち破綻先債権、延滞債権、３か月以上延滞債権および貸出条件

緩和債権の額並びにその合計額 

 （単位：百万円） 

区 分 金 額 

破綻先債権額 39 

延滞債権額 2,542 

３か月以上延滞債権額 69 

貸出条件緩和債権額 189 

合 計 額 2,840 

（注）上記に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額です。 

 

（１）破綻先債権とは、元本また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または利息の取立てまた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。 

（２）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はかる事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。 

（３）３か月以上延滞債権とは、元本または利息の支払が約定支払日の翌日から

３か月以上遅延している貸出金で破綻先債権および延滞債権に該当しない

ものです。 

（４）貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建または支援をはかることを目的

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り決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権およ

び３か月以上延滞債権に該当しないものです。 

 

７．土地の再評価に関する法律に基づく再評価を行った場合の同法第３条第３

項に規定する再評価の方法および同法第10条に規定する差額 

「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）お

よび「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                
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額については、当該再評価差額にかかる税金相当額を「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 

地区名 土地の再評価を行った年月日 

佐城地区 平成11年３月31日および平成12年３月31日 

中部地区（佐賀市） 平成11年３月31日 

中部地区（諸富町） 平成12年３月31日 

中部地区（富士町） 平成14年３月31日 

東部地区 平成11年３月31日および平成12年３月31日 

神埼地区 平成12年３月31日 

みどり地区 平成11年３月31日 

なお、白石地区と本所（旧経済連）については、土地の再評価を行っており

ません。 

（２）再評価を行った土地の期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は1,086百万円です。 

（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３号に定める、当該事業用土地について地方税法第 341 条第

10号の土地課税台帳または同条第11号の土地補充課税台帳に登録され

ている価格（固定資産税評価額）に合理的な調整を行って算出しました。 

 

 

第３．損益計算書に関する注記 

１．子会社との取引高 

（１）子会社との取引による収益総額  10,460百万円 

うち事業取引高           6,712百万円 

うち事業取引以外の取引高    3,747百万円 

（２）子会社との取引による費用総額   30,455百万円 

うち事業取引高            28,641百万円 

うち事業取引以外の取引高    1,813百万円 

 

２．減損損失に関する事項 

（１）グルーピングの方法と共用資産の概要 

当組合では、投資の意思決定を行う単位として次のグルーピングを行い 

ました。 

① 本所、地区（旧支部単位）の９グループとしました。 

② 本所においては、事業単位とし、地区については基幹（総合事業）支所ま

たは金融支所単位としました。 

③ 業務外固定資産（遊休資産、賃貸資産）および給油所等は、最小単位とし

ました。 

なお、本所・地区中央支所・諸富町支所・佐賀市ふじ町支所の事務所、指

導・販売・農業用関連施設および生活文化関連の共同利用施設は、共用資

産と位置づけました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

額については、当該再評価差額にかかる税金相当額を「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 

地区名 土地の再評価を行った年月日 

佐城地区 平成11年３月31日および平成12年３月31日 

中部地区（佐賀市） 平成11年３月31日 

中部地区（諸富町） 平成12年３月31日 

中部地区（富士町） 平成14年３月31日 

東部地区 平成11年３月31日および平成12年３月31日 

神埼地区 平成12年３月31日 

みどり地区 平成11年３月31日 

なお、白石地区と本所（旧経済連）については、土地の再評価を行っており

ません。 

（２）再評価を行った土地の期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は1,141百万円です。 

（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３号に定める、当該事業用土地について地方税法第 341 条第

10号の土地課税台帳または同条第11号の土地補充課税台帳に登録され

ている価格（固定資産税評価額）に合理的な調整を行って算出しました。 

 

  

第４．損益計算書に関する注記 

１．グループ会社との取引高の総額 

（１）グループ会社との取引による収益総額    11,893百万円 

うち事業取引高                   10,095百万円 

うち事業取引以外の取引高              1,798百万円 

（２）グループ会社との取引による費用総額     26,736百万円 

うち事業取引高                   23,502百万円 

うち事業取引以外の取引高              3,234百万円 

 

２．減損損失に関する事項 

（１）グルーピングの方法と共用資産の概要 

当組合では、投資の意思決定を行う単位として次のグルーピングを行い 

ました。 

① 本所、地区の７グループとしました。 

② 本所においては、事業単位とし、地区については基幹（総合事業）支所ま 

たは金融支所単位としました。 

③ 業務外固定資産（遊休資産、賃貸資産）および給油所等は、最小単位とし 

ました。 

なお、本所・地区中央支所の事務所、指導・販売・農業用関連施設およ

び生活文化関連の共同利用施設は、共用資産と位置づけました。 
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26年度注記表 27年度注記表 

（２）減損損失を認識した資産または資産グループ 

① 当該資産または資産グループの概要 

当期に減損を計上した固定資産は、以下のとおりです。 

場 所 用 途 種 類 その他 

久保田給油所 営業用店舗 土 地 事業用固定資産 

松梅給油所 営業用店舗 土 地 事業用固定資産 

築城給油所 営業用店舗 土 地 事業用固定資産 

佐賀市北川副町 遊 休 土地及び建物 業務外固定資産 

佐賀市蓮池町 遊 休 土 地 業務外固定資産 

三養基郡みやき町 遊 休 土地及び建物 業務外固定資産 

神埼市千代田町 遊 休 土 地 業務外固定資産 

武雄市西川登町 遊 休 土地及び建物 業務外固定資産 

武雄市山内町 遊 休 土地及び建物 業務外固定資産 

武雄市北方町 遊 休 土地及び建物 業務外固定資産 

鹿島市中村 遊 休 土 地 業務外固定資産 

鹿島市浜町 遊 休 土 地 業務外固定資産 

鹿島市古枝 遊 休 土地及び建物 業務外固定資産 

嬉野市嬉野町 遊 休 土地及び建物 業務外固定資産 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

② 減損損失を認識するに至った経緯 

ア．事業用固定資産 

固定資産を使用した事業の収益性低下により、事業を継続したとしても最

終的に固定資産の帳簿価額を上回る利益（固定資産の処分を含む）を得るこ

とができない状態であることから、実態に即した価額と帳簿価額との差額を

減損損失額としました。 

イ．業務外固定資産 

業務外固定資産として管理してきた遊休資産については、正味売却価額

と帳簿価額との差額を減損損失額としました。 

 

 

（２）減損損失を認識した資産または資産グループ 

① 当該資産または資産グループの概要 

当期に減損を計上した固定資産は、以下のとおりです。 

場 所 用 途 種 類 その他 

芦刈支所 営業用店舗 土地及び建物 事業用固定資産 

西川副給油所 営業用店舗 土 地 事業用固定資産 

営農生活センター 営業用店舗 土 地 事業用固定資産 

不動山給油所 営業用店舗 土 地 事業用固定資産 

小城市牛津町 賃貸用固定資産  土 地 業務外固定資産 

多久市西多久町 賃貸用固定資産  土 地 業務外固定資産 

佐賀市川副町 遊 休 土地及び建物 業務外固定資産 

佐賀市川副町 遊 休 土地及び建物 業務外固定資産 

佐賀市川副町 遊 休 土地及び建物 業務外固定資産 

佐賀市大和町 遊 休 土地及び建物 業務外固定資産 

小城市牛津町 遊 休 土地及び建物 業務外固定資産 

小城市牛津町 遊 休 土 地 業務外固定資産 

小城市小城町 遊 休 土地及び建物 業務外固定資産 

小城市小城町 遊 休 土地及び建物 業務外固定資産 

多久市西多久町 遊 休 土地及び建物 業務外固定資産 

多久市東多久町 遊 休 土 地 業務外固定資産 

佐賀市久保泉町 遊 休 土 地 業務外固定資産 

佐賀市久保泉町 遊 休 土 地 業務外固定資産 

佐賀市北川副町 遊 休 土 地 業務外固定資産 

佐賀市諸富町 遊 休 土 地 業務外固定資産 

佐賀市富士町 遊 休 土地及び建物 業務外固定資産 

佐賀市富士町 遊 休 土 地 業務外固定資産 

佐賀市富士町 遊 休 土地及び建物 業務外固定資産 

三養基郡みやき町 遊 休 土 地 業務外固定資産 

三養基郡基山町 遊 休 土地及び建物 業務外固定資産 

神埼市神埼町 遊 休 土 地 業務外固定資産 

神埼市脊振町 遊 休 土地及び建物 業務外固定資産 

武雄市西川登町 遊 休 土地及び建物 業務外固定資産 

嬉野市塩田町 遊 休 土 地 業務外固定資産 

嬉野市嬉野町 遊 休 土地及び建物 業務外固定資産 

杵島郡大町町 遊 休 土 地 業務外固定資産 

鹿島市中村 遊 休 土 地 業務外固定資産 

鹿島市浜町 遊 休 土 地 業務外固定資産 

② 減損損失を認識するに至った経緯 

ア．事業用固定資産 

固定資産を使用した事業の収益性低下により、事業を継続したとしても最

終的に固定資産の帳簿価額を上回る利益（固定資産の処分を含む）を得るこ

とができない状態であることから、実態に即した価額と帳簿価額との差額を

減損損失額としました。 

イ．業務外固定資産 

業務外固定資産として管理してきた賃貸資産については、固定資産の帳

簿価額を上回る利益（賃貸料・固定資産の処分を含む）を得ることができない

状態であることから、実態に即した価額と帳簿価額との差額を減損損失額と

しました。また、遊休資産については、正味売却価額と帳簿価額との差額を
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26年度注記表 27年度注記表 

 

③ 減損損失の金額および主な固定資産の種類ごとの当該金額の内訳 

事業用固定資産（営業用店舗土地） 8百万円 

業務外固定資産（遊休土地 ・ 建物） 172百万円 

減損損失額 180百万円 

④ 回収可能額の算出方法 

ア．久保田給油所、松梅給油所の資産の回収可能額は、土地の正味売却可能

価額を採用しており、その時価は当該資産の固定資産税評価額を 0.7で除し

た額とし、売却にかかる費用（解体費等）を控除し、帳簿価額と回収可能額の

差額を減損損失額としました。 

イ．築城給油所の回収可能額は、土地および建物の正味売却可能価額を採用

しており、その時価は不動産鑑定評価額に基づき算定し、売却にかかる費用

を控除し、帳簿価額と回収可能額の差額を減損損失額としました。 

ウ．佐賀市蓮池町、神埼市千代田町、武雄市西川登町、武雄市山内町、武雄市

北方町、鹿島市中村、鹿島市浜町、鹿島市古枝、嬉野市嬉野町の９遊休資産

の回収可能額は、土地の正味売却可能価額を採用しており、その時価は当

該資産の固定資産税評価額を 0.7 で除した額とし、売却にかかる費用（解体

費等）を控除し、帳簿価額と回収可能額の差額を減損損失額としました。 

エ．佐賀市北川副町、三養基郡みやき町の遊休資産の回収可能額は、土地お

よび建物の正味売却可能価額を採用しており、その時価は不動産鑑定評価

額に基づき算定し、売却にかかる費用を控除し、帳簿価額と回収可能額の差

額を減損損失額としました。 

 

 

 

第４．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、残った余裕金を佐賀県信用農業協同組合

連合会へ預けているほか、国債や地方債などの債券による運用を行っていま

す。 

（２）金融商品の内容およびそのリスク 

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

貸出金および有価証券であり、貸出金は、組合員等の契約不履行によっても

たらされる信用リスクにさらされています。 

また、有価証券は主に債券であり、満期保有目的の債券およびその他有価

証券として保有しています。これらは発行体の信用リスク、金利の変動リスクお

よび市場価格の変動リスクにさらされています。営業債権である経済事業未収

金は、組合員等の信用リスクにさらされています。 

（３）金融商品にかかるリスク管理体制 

① 信用リスクの管理 

当組合は、個別の重要案件また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、本所に債権管

理部を設置し各支所との連携をはかりながら、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・向上をはかるため、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「資産の引当・償却基

準」に基づき必要額を計上し、資産および財務の健全化につとめています。 

② 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

減損損失額としました。 

③ 減損損失の金額および主な固定資産の種類ごとの当該金額の内訳 

事業用固定資産（営業用店舗土地及び建物） 35百万円 

業務外固定資産（遊休・賃貸土地及び建物） 242百万円 

減損損失額 278百万円 

④ 回収可能額の算出方法 

ア．芦刈支所、不動山給油所の回収可能額および、佐賀市川副町（３件）、佐賀

市大和町、小城市牛津町（２件）、小城市小城町（２件）、多久市西多久町、多

久市東多久町、佐賀市久保泉町（２件）、佐賀市諸富町、佐賀市富士町（３

件）、三養基郡みやき町、三養基郡基山町、神埼市神埼町、神埼市背振町、

武雄市西川登町、嬉野市塩田町、嬉野市嬉野町、鹿島市中村、鹿島市浜町

の25遊休資産、小城市牛津町、多久市西多久町の２賃貸資産の回収可能額

は、土地の正味売却可能価額を採用しており、その時価は当該資産の固定

資産税評価額を 0.7 で除した額とし、売却にかかる費用（解体費等）を控除

し、帳簿価額と回収可能額の差額を減損損失額としました。 

イ．営農生活センターの回収可能額および、杵島郡大町町の遊休資産の回収

可能額は、土地の正味売却可能価額を採用しており、その時価は不動産鑑

定評価額に基づき算定し、売却にかかる費用（解体費等）を控除し、帳簿価

額と回収可能額の差額を減損損失額としました。 

ウ．西川副給油所の回収可能額および、佐賀市北川副町の遊休資産の回収可

能額は、土地および建物の正味売却可能価額を採用しており、その時価は

不動産鑑定評価額に基づき算定し、売却にかかる費用を控除し、帳簿価額

と回収可能額の差額を減損損失額としました。 

 

 

第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、残った余裕金を佐賀県信用農業協同組合

連合会へ預けているほか、国債や地方債などの債券による運用を行っていま

す。 

（２）金融商品の内容およびそのリスク 

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

貸出金および有価証券であり、貸出金は、組合員等の契約不履行によっても

たらされる信用リスクにさらされています。 

また、有価証券は主に債券であり、満期保有目的の債券およびその他有価

証券として保有しています。これらは発行体の信用リスク、金利の変動リスクお

よび市場価格の変動リスクにさらされています。営業債権である経済事業未収

金は、組合員等の信用リスクにさらされています。 

（３）金融商品にかかるリスク管理体制 

① 信用リスクの管理 

当組合は、個別の重要案件また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、本所に債権管

理部を設置し各支所との連携をはかりながら、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・向上をはかるため、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「資産の引当・償却基

準」に基づき必要額を計上し、資産および財務の健全化につとめています。 

② 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
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ロールすることにより、収益化および財務の安定化をはかっています。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、

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つとめていま

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

境分析およ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ＡＬＭ委

員会を定期的に開催して、日常的な情報交換およ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およびＡＬＭ委員会で決定された

方針などに基づき、運用を行っています。 

市場リスクに係る定量的情報 

（トレーディング目的以外の金融商品） 

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、有価証券のうちその他有価証券に分類し

ている債券、貯金および借入金です。 

当組合では、これらの金融資産およ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、当期末現在、指標と

なる金利が0.3％上昇したものと想定した場合には、経済価値が992百万円減

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。なお、経済価値変動額の計算にお

いて、分割実行案件にかかる未実行金額についても含めて計算しています。 

③ 資金調達に係る流動性リスクの管理 

当組合では、資金繰りリスクについては、運用・調達について資金計画を作

成し、安定的な流動性の確保につとめています。 

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（これに準ずる

価額を含む）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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロールすることにより、収益化および財務の安定化をはかっています。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、

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つとめていま

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

境分析およ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ＡＬＭ委

員会を定期的に開催して、日常的な情報交換およ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およびＡＬＭ委員会で決定された

方針などに基づき、運用を行っています。 

市場リスクに係る定量的情報 

（トレーディング目的以外の金融商品） 

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、有価証券のうちその他有価証券に分類し

ている債券、貯金および借入金です。 

当組合では、これらの金融資産およ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、当期末現在、指標と

なる金利が 0.3％上昇したものと想定した場合には、経済価値が 1,406百万円

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。なお、経済価値変動額の計算にお

いて、分割実行案件にかかる未実行金額についても含めて計算しています。 

③ 資金調達に係る流動性リスクの管理 

当組合では、資金繰りリスクについては、運用・調達について資金計画を作

成し、安定的な流動性の確保につとめています。 

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（これに準ずる

価額を含む）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。 
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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および時価等 

当年度末における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額は、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）に記載しています。 

（単位：百万円） 

 貸借対照表 
計上額 

時価 差額 

預金 415,226 414,885 △341 
有価証券 28,366 28,595 229 
 満期保有目的の債券 3,032 3,262 229 

 その他有価証券 25,333 25,333 － 
貸出金(＊１) 144,140   
 貸倒引当金(＊２) △ 606   

 貸倒引当金控除後 143,533 151,084 7,550 

    

経済事業未収金 18,152   
 貸倒引当金(＊３) △ 400     

 貸倒引当金控除後 17,751 17,751 － 

外部出資 14,995 14,995 － 

資産 計 619,873 627,312 7,439 

貯金 618,897 618,823 △74 
借入金(＊４) 6,408 6,617 208 

経済事業未払金 9,865 9,865 － 

負債 計 635,171 635,305 133 

(＊１) 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金

122百万円を含めています。 

(＊２) 貸出金に対応する一般貸倒引当金および個別貸倒引当金を控除して

います。 

(＊３) 経済事業未収金に対応する一般貸倒引当金および個別貸倒引当金

を控除しています。また、受取手形13百万円を含めています。 

(＊４) 借入金には、共済借入金520百万円および設備借入金4,338百万円

を含めています。 

（２）金融商品の時価の算定方法 

【資産】 

① 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。 

② 有価証券および外部出資 

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。 

③ 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、貸出金の種類およ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。 

なお、分割実行案件で未実行額がある場合には、未実行額も含めた元利

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

額に、帳簿価額に未実行額を加えた額に対する帳簿価額の割合を乗じ、貸

倒引当金を控除した額を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

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および時価等 

当年度末における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額は、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）に記載しています。 

（単位：百万円） 

 貸借対照表 
計上額 

時価 差額 

預金 441,910 441,885 △25 
有価証券 28,260 28,871 610 
 満期保有目的の債券 3,030 3,641 610 

 その他有価証券 25,229 25,229 － 
貸出金(＊１) 146,057   
 貸倒引当金(＊２) △538    

 貸倒引当金控除後 145,518 154,392 8,873 

    

経済事業未収金 16,840   
 貸倒引当金(＊３) △ 421     

 貸倒引当金控除後 16,418 16,418 － 

外部出資 11,685 11,685 － 

資産 計 643,793 653,252 9,459 

貯金 645,054 645,523 469 
借入金(＊４) 5,692 5,952 259 

経済事業未払金 9,104 9,104 － 

負債 計 659,851 660,580 729 

(＊１) 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金

123百万円を含めています。 

(＊２) 貸出金に対応する一般貸倒引当金および個別貸倒引当金を控除して

います。 

(＊３) 経済事業未収金に対応する一般貸倒引当金および個別貸倒引当金

を控除しています。また、受取手形8百万円を含めています。 

(＊４) 借入金には、共済借入金577百万円および設備借入金3,716百万円

を含めています。 

（２）金融商品の時価の算定方法 

【資産】 

① 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。 

② 有価証券および外部出資 

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。 

③ 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、貸出金の種類およ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。 

なお、分割実行案件で未実行額がある場合には、未実行額も含めた元利

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

額に、帳簿価額に未実行額を加えた額に対する帳簿価額の割合を乗じ、貸

倒引当金を控除した額を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
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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。 

④ 経済事業未収金 

経済事業未収金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】 

① 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。 

② 借入金および設備借入金 

借入金はすべて固定金利であり、一定の期間ごとに区分した当該借入金

の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

引いた現在価値を時価に代わる金額として算定しています。 

③ 経済事業未払金 

経済事業未払金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、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：百万円） 

 貸借対照表計上額 

外部出資(＊１) 35,186 

外部出資等損失引当金 △ 5 

引当金控除後 35,181 

(＊1) 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）金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 

（単位：百万円） 

 
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(＊１) 414,676 550 － － － － 

有価証券 5,166 3,200 1,300 5,309 3,900 8,500 

満期保有目的の債券 － － － － － 3,000 

その他有価証券のうち

満期があるもの 
5,166 3,200 1,300 5,309 3,900 5,500 

貸出金(＊２,３,４) 18,292 10,959 9,665 8,330 7,345 87,814 

経済事業未収金(＊５） 16,889 2 9 6 20 164 

合計 455,024 14,712 10,975 13,645 11,265 96,478 

(＊１) 預金のうち、系統外預金 520百万円については「１年以内」に含めてい

ます。    

(＊２) 貸出金のうち、当座貸越 2,979 百万円については「１年以内」に含めて

います。 

(＊３) 貸出金のうち、３か月以上延滞債権および期限の利益を喪失した債権

等1,553百万円は償還の予定が見込まれないため、含めていません。 

(＊４) 貸出金には分割実行案件のうち、貸付決定金額の一部実行案件 56 百

万円は、償還日が特定できないため、含めていません。 

(＊５) 経済事業未収金のうち、延滞債権・期限の利益を喪失した債権等 1,045

百万円は償還の予定が見込まれないため、含めていません。 

 

 

 

 

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。 

④ 経済事業未収金 

経済事業未収金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】 

① 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。 

② 借入金および設備借入金 

借入金はすべて固定金利であり、一定の期間ごとに区分した当該借入金

の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

引いた現在価値を時価に代わる金額として算定しています。 

③ 経済事業未払金 

経済事業未払金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、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：百万円） 

 貸借対照表計上額 

外部出資(＊１) 35,238 

外部出資等損失引当金 △ 5 

引当金控除後 35,233 

(＊1) 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）金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 

 （単位：百万円） 

 
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(＊１) 377,410 64,500 － － － － 

有価証券 3,200 1,300 5,309 3,900 502 12,200 

満期保有目的の債券 － － － － － 3,000 

その他有価証券のうち

満期があるもの 
3,200 1,300 5,309 3,900 502 9,200 

貸出金(＊２,３,４) 18,206 10,795 9,324 8,094 7,251 90,993 

経済事業未収金(＊５） 15,882 6 2 16 8 140 

合計 414,699 76,602 14,636 12,011 7,761 103,334 

(＊１) 預金のうち、系統外預金 156百万円については「１年以内」に含めてい

ます。    

(＊２) 貸出金のうち、当座貸越 2,623 百万円については「１年以内」に含めて

います。 

(＊３) 貸出金のうち、３か月以上延滞債権および期限の利益を喪失した債権

等1,190百万円は償還の予定が見込まれないため、含めていません。 

(＊４) 貸出金には分割実行案件のうち、貸付決定金額の一部実行案件 76 百

万円は、償還日が特定できないため、含めていません。 

(＊５) 経済事業未収金のうち、延滞債権・期限の利益を喪失した債権等774百

万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）借入金およびその他の有利子負債の決算日後の返済予定額 

（単位：百万円） 

 
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(＊１) 562,865 20,031 27,549 4,690 3,720 39 

借入金（＊２） 737 199 239 255 322 4,654 

合計 563,602 20,231 27,789 4,946 4,042 4,694 

(＊１) 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。 

(＊２) 借入金には、共済借入金 520 百万円（１年以内）および設備借入金

4,338百万円を含めています。 

 

 

第５．有価証券に関する注記 

１．有価証券の時価・評価差額に関する事項 

有価証券の時価および評価差額に関する事項は次のとおりです。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 

満期保有目的の債券において、種類ごとの貸借対照表計上額、時価およ

びこれらの差額については、次のとおりです。 

（単位：百万円） 
  

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 3,032 3,262 229 

 地方債 － － － 

小計 3,032 3,262 229 

時価が貸借対照表 

計上額を超えないもの 

 国債 － － － 

 地方債 － － － 

小計 － － － 

合計  3,032 3,262 229 

（２）その他有価証券で時価のあるもの 

その他有価証券において、種類ごとの取得原価または償却原価、貸借対

照表計上額およびこれらの差額については、次のとおりです。 

（単位：百万円） 
  

種類 
取得原価または 
償却原価 

貸借対照表 
計上額 

評価差額 
(注) 

貸借対照表計上額が

取得原価または 

償却原価を超えるもの 

株式 120 14,995 14,875 

 外部出資 120 14,995 14,875 

債券 24,392 25,333 941 

 国債 16,983 17,515 531 

 地方債 7,008 7,396 388 

 金融債 －  － － 

 社債 300 318 18 

 政府保証債 99 103 3 

小計 24,512 40,328 15,816 

貸借対照表計上額が

取得原価または償却

原価を超えないもの 

債券 － － － 

 国債 － － － 

 地方債 － － － 

小 計 － － － 

合 計   24,512 40,328 15,816 

(注) なお、上記評価差額から繰延税金負債 4,349 百万円を差し引いた額

11,466百万円が、「その他有価証券評価差額金」に含まれています。 

 

 

 

（５）借入金およびその他の有利子負債の決算日後の返済予定額 

（単位：百万円） 

 
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(＊１) 586,815 30,160 21,518 3,828 2,618 111 

借入金（＊２） 707 307 191 259 3,322 903 

合計 587,522 30,468 21,710 4,088 5,941 1,015 

(＊１) 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。 

(＊２) 借入金には、共済借入金 577 百万円（１年以内）および設備借入金

3,716百万円を含めています。 

 

 

第６．有価証券に関する注記 

１．有価証券の時価・評価差額に関する事項 

有価証券の時価および評価差額に関する事項は次のとおりです。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 

満期保有目的の債券において、種類ごとの貸借対照表計上額、時価およ

びこれらの差額については、次のとおりです。 

（単位：百万円） 
  

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 3,030 3,641 610 

 地方債 － － － 

小計 3,030 3,641 610 

時価が貸借対照表 

計上額を超えないもの 

 国債 － － － 

 地方債 － － － 

小計 － － － 

合計  3,030 3,641 610 

（２）その他有価証券で時価のあるもの 

その他有価証券において、種類ごとの取得原価または償却原価、貸借対

照表計上額およびこれらの差額については、次のとおりです。 

（単位：百万円） 
  

種類 
取得原価または 
償却原価 

貸借対照表 
計上額 

評価差額 
(注) 

貸借対照表計上額が

取得原価または 

償却原価を超えるもの 

株式 95 11,685 11,589 

 外部出資 95 11,685 11,589 

債券 23,411 25,229 1,817 

 国債 16,803 18,190 1,387 

 地方債 6,208 6,602 394 

 金融債 －  － － 

 社債 300 334 34 

 政府保証債 99 101 1 

小計 23,507 36,915 13,407 

貸借対照表計上額が

取得原価または償却

原価を超えないもの 

債券 － － － 

 国債 － － － 

 地方債 － － － 

小 計 － － － 

合 計   23,507 36,915 13,407 

(注) なお、上記評価差額から繰延税金負債3,687百万円を差し引いた額9,720

百万円が、「その他有価証券評価差額金」に含まれています。 
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２．当期中に売却した有価証券 

当期中に売却したその他有価証券は以下のとおりです。 

（単位：百万円） 

 売却額 売却益 売却損 

国 債 4,397 207 - 

 

３．当期中に保有目的区分を変更した有価証券 

当期中において、保有目的が変更となった有価証券はありません。 

 

４．当期中に減損処理を行った有価証券 

当期中において、減損処理を行った有価証券はありません。 

 

 

第６．退職給付に係る注記 

１．退職給付に関する注記 

（１）採用している退職給付制度の概要 

職員の退職給付に備えるため、職員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。なお、同規程に基づき退職給付の一部にあてるた

め、全国農林漁業団体共済会との契約による特定退職金共済制度を採用し

ています。 

なお、本所（旧経済連正職員以外）、佐城地区（正職員以外）、中部地区

（佐賀市・諸富町・富士町の正職員以外）、東部地区（正職員以外）、神埼地

区（正職員以外）、みどり地区（正職員以外）の退職給付債務・退職給付費用

の計上にあたっては、簡便法により行っています。 

旧適格退職年金の退職給付債務は、平成 24 年３月の適格退職年金制度

の廃止に伴い全国共済農業協同組合連合会との契約へ移行したものであ

り、既退職者にかかる企業年金です。 

(２）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表 

① 原則法適用職種                           （単位：百万円） 

項 目 金 額 

期首における退職給付債務 16,389 

勤務費用 797 

利息費用 92 

数理計算上の差異の発生額 △1 

退職給付の支払額 △2,033 

期末における退職給付債務 15,243 

② 簡便法適用職種                         （単位：百万円） 

項 目 金 額 

期首における退職給付引当金 690 

退職給付費用 27 

退職給付の支払額 △182 

 原則法適用に伴う退職給付引当金の取崩額 △3 

 期末における退職給付引当金 532 

（３）年金資産の期首残高と期末残高の調整表          （単位：百万円） 

項 目 金 額 

期首における年金資産 5,497 

期待運用収益 56 

特定退職共済制度への拠出金 625 

退職給付の支払額 △806 

 期末における年金資産 5,373 

 

 

 

 

２．当期中に売却した有価証券 

当期中に売却したその他有価証券は以下のとおりです。 

   （単位：百万円） 

 売却額 売却益 売却損 

地 方 債 815 12 - 

 

３．当期中に保有目的区分を変更した有価証券 

当期中において、保有目的が変更となった有価証券はありません。 

 

４．当期中に減損処理を行った有価証券 

当期中において、減損処理を行った有価証券はありません。 

 

 

第７．退職給付に係る注記 

１．退職給付に関する注記 

（１）採用している退職給付制度の概要 

職員の退職給付に備えるため、職員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。なお、同規程に基づき退職給付の一部にあてるた

め、全国農林漁業団体共済会との契約による特定退職金共済制度を採用し

ています。 

なお、本所（旧経済連正職員以外）、佐城地区（正職員以外）、中部地区

（佐賀市・諸富町・富士町の正職員以外）、東部地区（正職員以外）、神埼地

区（正職員以外）、みどり地区（正職員以外）の退職給付債務・退職給付費用

の計上にあたっては、簡便法により行っています。 

旧適格退職年金の退職給付債務は、平成 24 年３月の適格退職年金制度

の廃止に伴い全国共済農業協同組合連合会との契約へ移行したものであ

り、既退職者にかかる企業年金です。 

(２）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表 

① 原則法適用職種                           （単位：百万円） 

項 目 金 額 

期首における退職給付債務 15,243 

勤務費用 730 

利息費用 85 

数理計算上の差異の発生額 93 

退職給付の支払額 △1,397 

期末における退職給付債務 14,756 

② 簡便法適用職種                         （単位：百万円） 

項 目 金 額 

期首における退職給付引当金 532 

退職給付費用 18 

退職給付の支払額 △187 

 原則法適用に伴う退職給付引当金の取崩額 △2 

 期末における退職給付引当金 361 

（３）年金資産の期首残高と期末残高の調整表          （単位：百万円） 

項 目 金 額 

期首における年金資産  5,373 

期待運用収益 51 

数理計算上の差異の発生額 1 

特定退職共済制度への拠出金 585 

退職給付の支払額 △577 

 期末における年金資産 5,433 
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（４）退職給付債務およ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 

① 原則法適用職種                          （単位：百万円） 

項 目 金 額 

退職給付債務 15,243 

旧適格退職年金の退職給付債務 537 

特定退職共済制度 △5,373 

旧適格退職年金 △537 

 未積立退職給付債務 9,870 

未認識数理計算上の差異 △853 

貸借対照表計上額純額 9,017 

退職給付引当金 9,017 

② 簡便法適用職種                          （単位：百万円） 

項 目 金 額 

退職給付引当金 532 

（５）退職給付費用およびその内訳項目の金額 

① 原則法適用職種                          （単位：百万円） 

項 目 金 額 

 勤務費用 797 

 利息費用 92 

 期待運用収益 △56 

 数理計算上の差異の費用処理額 178 

 原則法適用に伴う退職給付引当金の取崩額 △3 

出向先からの戻し等 △7 

退職給付費用 1,000 

② 簡便法適用職種                          （単位：百万円） 

項 目 金 額 

簡便法で計算した退職給付費用 27 

（６）年金資産の主な内訳 

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりです。                       

項 目 数値等 

 債 券 80% 

 年金保険投資 17% 

 現金および預金 3% 

合 計 100% 

（７）長期期待運用収益率の設定方法に関する記載 

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在および予想され

る年金資産の配分と年金資産を構成する多様な資産からの現在および将

来期待される長期の収益率を考慮しています。 

（８）割引率その他の数理計算上の計算基礎に関する事項 

項 目 数値等 

 割引率 0.564% 

 長期期待運用収益率 1.00% 

 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

 数理計算上の差異の処理年数 10年 

 

２． 厚生年金保険制度および農林漁業団体職員共済組合制度の統合をはかる

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

づき存続組合から将来見込額として示された特例業務負担金の金額 

 

人件費（うち法定福利費）には、厚生年金保険制度および農林漁業団体職

員共済組合制度の統合をはかるための農林漁業団体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）が行う特

例年金等の業務に要する費用に充てるため当期に拠出した特例業務負担

（４）退職給付債務およ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 

① 原則法適用職種                          （単位：百万円） 

項 目 金 額 

退職給付債務 14,756 

旧適格退職年金の退職給付債務 375 

特定退職共済制度 △5,433 

旧適格退職年金 △375 

 未積立退職給付債務 9,323 

未認識数理計算上の差異 786 

貸借対照表計上額純額 8,536 

退職給付引当金 8,536 

② 簡便法適用職種                          （単位：百万円） 

項 目 金 額 

退職給付引当金 361 

（５）退職給付費用およびその内訳項目の金額 

① 原則法適用職種                          （単位：百万円） 

項 目 金 額 

 勤務費用 730 

 利息費用 85 

 期待運用収益 △51 

 数理計算上の差異の費用処理額 158 

 原則法適用に伴う退職給付引当金の取崩額 △2 

出向先からの戻し等 △15 

退職給付費用 906 

② 簡便法適用職種                          （単位：百万円） 

項 目 金 額 

簡便法で計算した退職給付費用 18 

（６）年金資産の主な内訳 

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりです。                       

項 目 数値等 

 債 券 78% 

 年金保険投資 18% 

 現金および預金 4% 

合 計 100% 

（７）長期期待運用収益率の設定方法に関する記載 

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在および予想され

る年金資産の配分と年金資産を構成する多様な資産からの現在および将

来期待される長期の収益率を考慮しています。 

（８）割引率その他の数理計算上の計算基礎に関する事項 

項 目 数値等 

 割引率 0.564% 

 長期期待運用収益率 0.95% 

 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

 数理計算上の差異の処理年数 10年 

 

２．特例業務負担金の将来見込額 

 

人件費（うち法定福利費）には、厚生年金保険制度および農林漁業団体職

員共済組合制度の統合をはかるための農林漁業団体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）が行う特

例年金等の業務に要する費用に充てるため当期に拠出した特例業務負担

金171百万円を含めて計上しています。 

なお、同組合より示され平成 28年３月現在における平成 44年３月までの
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金195百万円を含めて計上しています。 

なお、同組合より示され平成 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、2,972百万円となっています。 

 

 

第７．税効果会計に関する注記 

（１）繰延税金資産および繰延税金負債の内訳は次のとおりです。   

（単位：百万円） 

項  目 金  額 

 繰延税金資産  

  退職給付引当金超過額 2,626 

  賞与引当金超過額 174 

  貸倒引当金超過額 131 

  減価償却超過額および減損損失計上額 55 

債権直接償却否認額 152 

   未収貸付金利息否認額 80 

  未収収益否認額 80 

  未払費用否認額 58 

  繰越欠損金 281 

  その他 274 

  （繰延税金資産小計） 3,916 

  評価性引当額 △926 

  （繰延税金資産合計）（Ａ） 2,989 

 繰延税金負債  

  固定資産圧縮に関する繰延税金負債 △11 

  資産除去債務に関する繰延税金負債 △5 

  その他有価証券評価差額 △4,349 

  （繰延税金負債合計）（Ｂ） △4,366 

 繰延税金負債の純額（Ａ）＋（Ｂ） △1,377 

（２）法定実効税率と法人税等負担率との差異の主な原因     （単位：％） 

法定実効税率 27.4 

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 6.7 

事業分量配当金の益金に算入されない項目 △8.0 

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △17.3 

住民税均等割等 6.4 

評価性引当額の増減 18.1 

その他 △3.8 

税効果会計適用後の法人税の負担率 29.5 

 

 

 

第８．重要な後発事象に関する事項 

当該事項はありません。 

 

 

第９．その他の注記 

１．資産除去債務に関する事項 

（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 当該資産除去債務の概要 

当組合の共同利用施設や飲食・直販店舗等の一部は、設置の際に土地ま

たは建物所有者との事業用定期借地権契約や不動産賃貸借契約を締結し

ており、賃借期間終了による原状回復義務に関し資産除去債務を計上して

特例業務負担金の将来見込額は、2,564百万円となっています。 

 

 

 

 

第８．税効果会計に関する注記 

（１）繰延税金資産および繰延税金負債の内訳は次のとおりです。   

（単位：百万円） 

項  目 金  額 

 繰延税金資産  

  退職給付引当金超過額 2,446 

  賞与引当金超過額 165 

  貸倒引当金超過額 118 

  減価償却超過額および減損損失計上額 398 

債権直接償却否認額 146 

   未収貸付金利息否認額 85 

  未収収益否認額 72 

  未払費用否認額 39 

  その他 375 

  （繰延税金資産小計） 3,849 

  評価性引当額 △ 701 

  （繰延税金資産合計）（Ａ） 3,148 

 繰延税金負債  

  固定資産圧縮に関する繰延税金負債 △ 10 

  資産除去債務に関する繰延税金負債 △ 4 

  その他有価証券評価差額 △ 3,687 

  （繰延税金負債合計）（Ｂ） △ 3,702 

 繰延税金負債の純額（Ａ）＋（Ｂ） △ 554 

  

（２）法定実効税率と法人税等負担率との差異の主な原因     （単位：％） 

法定実効税率 27.5 

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.6 

事業分量配当金の損金に算入された項目 △ 2.0 

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △ 3.1 

住民税均等割等 1.4 

評価性引当額の増減 △ 7.9 

法人税額の特別控除 △ 2.4 

その他 △ 1.1 

税効果会計適用後の法人税の負担率 14.0 

 

 

第９．重要な後発事象に関する事項 

当該事項はありません。 

 

 

第10．その他の注記 

１．資産除去債務に関する事項 

（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 当組合の共同利用施設や飲食・直販店舗等の一部は、設置の際に土地ま

たは建物所有者との事業用定期借地権契約や不動産賃貸借契約を締結し

ており、賃借期間終了による原状回復義務に関し資産除去債務を計上して

います。また、支所等の一部に使用されている有害物質を除去する義務に



 

 

- 47 - 

26年度注記表 27年度注記表 

います。また、支所等の一部に使用されている有害物質を除去する義務に

関しても資産除去債務を計上しています。 

② 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13年～34年、割

引率は 0.917%～2.2%を採用しています。 

③ 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 61百万円 

有形固定資産の取得等に伴う増加 1百万円 

時の経過による調整額 1百万円 

資産除去債務の履行による減少額 6百万円 

期末残高 57百万円 

（２）貸借対照表に計上している以外の資産除去債務 

当組合は、共同利用施設や農業倉庫等の一部に関して、不動産賃貸借契

約に基づき、退去時における原状回復にかかる義務を多数有しています

が、当該共同利用施設や農業倉庫等は当組合が事業を継続する上で必須

の施設であり、現時点で除去は想定していません。また、移転が行われる予

定もないことから、資産除去債務の履行時期を合理的に見積ることができま

せん。そのため、当該義務に見合う資産除去債務を計上していません。 

 

２．当座貸越契約等に係る融資未実行残高に関する事項 

当座貸越契約、総合口座貸越契約、カードローン契約は、顧客から融資

実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない

限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約です。これらの

契約に係る融資未実行残高は33,358百万円です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関しても資産除去債務を計上しています。 

② 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13年～34年、割

引率は 0.917%～2.2%を採用しています。 

③ 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 57百万円 

有形固定資産の取得等に伴う増加 － 

時の経過による調整額 1百万円 

資産除去債務の履行による減少額 13百万円 

期末残高 45百万円 

（２）貸借対照表に計上している以外の資産除去債務 

当組合は、共同利用施設や農業倉庫等の一部に関して、不動産賃貸借契

約に基づき、退去時における原状回復にかかる義務を多数有しています

が、当該共同利用施設や農業倉庫等は当組合が事業を継続する上で必須

の施設であり、現時点で除去は想定していません。また、移転が行われる予

定もないことから、資産除去債務の履行時期を合理的に見積ることができま

せん。そのため、当該義務に見合う資産除去債務を計上していません。 

 

 

２．当座貸越契約等に係る融資未実行残高に関する事項 

当座貸越契約、総合口座貸越契約、カードローン契約は、顧客から融資

実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない

限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約です。これらの

契約に係る融資未実行残高は36,189百万円です。 
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４．剰余金処分計算書 

（単位：百万円） 

科  目 26年度 27年度 

１．当期未処分剰余金 903 3,451 

２．任意積立金取崩額 － 3,161 

 （１）自家保険積立金 － 40 

 （２）固定資産再取得積立金 － 691 

 （３）情報システム開発積立金 －  50 

 （４）営農支援対策積立金 －  380 

 （５）特別積立金  － 2,000 

３．剰余金処分額 791 6,400 

 （１）利益準備金 100 500 

 （２）任意積立金 321 5,529 

 ① 農業生産施設利用料積立金 0  － 

 ② 農業振興対策積立金 － 2,420 

  ③ 畜産酪農生産基盤強化積立金 － 2,350 

 ④ 経営基盤強化積立金 －  50 

 ⑤ 施設整備積立金 －  691 

 ⑥ 特別積立金  320 18 

 （３）出資配当金 168 168 

 （４）事業分量配当金 201 202 

４．次期繰越剰余金 112 212 

 

 

（注１）目的積立金の目的外取崩は、臨時総代会（平成 28年３月 30日開催）の決議に基づき廃止す

る目的積立金を取り崩し、新設する目的積立金へ積み立てるものです。 

 

（注２）特別積立金の取崩は、第四次３カ年計画に基づき農業生産基盤を拡充・強化するために新設

する農業振興対策積立金へ積み立てるものです。 

 

（注３）利益準備金は、定款第 65条に基づき出資金の２倍に相当する金額に達するまで、当期剰余金

の５分の１に相当する金額以上の金額を積み立てるものです。 
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（注４）任意積立金における目的積立金の種類、積立目的、積立目標額、積立基準は次のとおりです。 

 

項 目 積 立 目 的 積立目標額 積 立 基 準 

①農業生産

施設利用料

積立金 

『固定資産所得等に伴う利用者応益負担取扱内

規』第４条の規定により、固定比率の低下を防止

することを目的とする。 

― 毎年徴収する利用

料総額の 10％の範

囲内で積立てる。 

②農業振興

対策積立金 

農産、園芸、畜産・酪農部門の農業振興計画に基

づき実践する部門別振興方策の財源造成を目的と

する。 

30億円 毎年次の剰余金の

範囲内で積立てる。 

③畜産酪農

生産基盤強

化積立金 

将来にわたって、畜産、酪農の生産を維持、拡大

できる生産基盤の強化、多様な担い手経営体等の

育成に取り組むための財源造成を目的とする。 

100億円 毎年次の剰余金の

範囲内で積立てる。 

④経営基盤

強化積立金 

事業、経営基盤の強化をはかるため、環境の変化

やリスクに起因する損失に備えることを目的とす

る。 

50億円 毎年次の剰余金の

範囲内で積立てる。 

⑤施設整備

積立金 

大規模な施設の取得、補改修等に伴う償却費用や

既存施設の撤去費用、残存簿価の償却費用に備え

ることを目的とする。 

30億円 毎年次の剰余金の

範囲内で積立てる 

 
 
（注５）特別積立金は、宅地等供給事業実施規定第９条に基づく特別積立金を積み立てるものです。 

 

（注６）普通出資に対する配当金の配当割合は、26年度：0.75％、27年度：0.75％です。 

 

（注７）事業の利用分量に対する配当金の配当割合は､次のとおりです。 

項 目 26年度 27年度 

①受託販売品を含む販売品受入高 1,000円に対し 2.2円 2.2円 

②肥料農薬供給高のうち予約分 1,000円に対し 18円 18円 

 

（注８）次期繰越剰余金には、営農指導、生活・文化改善事業の費用に充てるための繰越額が含まれ

ています。 26年度：24百万円、27年度：122百万円 

 

 

＜参考＞ 

 教育情報繰越金（定款第 67条） 

この組合は、第７条第１項第１号および第 17 号の事業の費用に充てるため毎事業年度の剰余

金の 20分の１に相当する金額以上の金額を翌事業年度に繰り越すものとする。 
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５．部門別損益計算書 

（１）26年度 
（単位：百万円） 

区   分 合 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 88,998 6,431 4,755 51,933 25,508 368  

事 業 費 用 ② 68,880 2,042 428 42,702 23,195 510  

事業総利益（①－②） ③ 20,117 4,388 4,327 9,230 2,313 △142  

事 業 管 理 費 ④ 19,848 3,489 3,574 8,153 2,562 2,068 

 （うち減価償却費） ⑤ (2,037) (147) (108) (1,513) (233) (35) 

（うち人件費） ⑤' (13,727) (2,697) (2,991) (4,907) (1,386) (1,745) 

  
うち共通管理費 ⑥ 

 

543 411 1,355 440 294 △3,045 

（うち減価償却費） ⑦ (17) (14) (47) (15) (10) (△105) 

  （うち人件費） ⑦' (271) (178) (639) (214) (134) (△1,437) 

事業利益（③－④） ⑧ 268 898 753 1,077 △249 △2,211  

事 業 外 収 益 ⑨ 1,434 250 198 644 250 90  

  うち共通分 ⑩  160 125 347 101 85 △820 

事 業 外 費 用 ⑪ 551 67 56 315 92 19  

  うち共通分 ⑫  27 20 79 25 17 △170 

経常利益（⑧＋⑨－⑪） ⑬ 1,151 1,082 895 1,406 △91 △2,140  

特 別 利 益 ⑭ 129 35 36 38 13 5  

  うち共通分 ⑮  1 0 1 0 0 △5 

特 別 損 失 ⑯ 587 116 111 239 96 24  

  うち共通分 ⑰  22 11 157 61 22 △276 

税引前当期利益 
（⑬＋⑭－⑯） 

⑱ 693 1,001 820 1,205 △174 △2,159  

営農指導事業分配賦額 ⑲  411 411 1,032 304 △2,159  

営農指導事業分配賦後
税 引 前 当 期 利 益 

（⑱－⑲） 
⑳ 693 589 409 173 △479   

（注１）共通管理費等および営農指導事業の他部門への配賦基準等は、次のとおりです。 

（１）共通管理費等：勘定科目の性質等に基づき、人頭割等の配賦基準を用いています。 

（２）営農指導事業：均等割＋事業総利益割（共通を除く黒字部門）の平均値を用いています。 

 

（注２）配賦割合（注１の配賦基準で算出した配賦の割合）は、次のとおりです。配賦割合は小数点

第２位を四捨五入して表示しています。 

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 

合 計 

共通管理費等 17.9% 13.5% 44.5% 14.5% 9.7% 100.0% 

営農指導事業 19.1% 19.0% 47.8% 14.1%  100.0% 
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（２）27年度 
（単位：百万円） 

区   分 合 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 81,783 6,403 4,755 50,708 19,572 344  

事 業 費 用 ② 62,477 2,116 416 41,845 17,607 491  

事業総利益（①－②） ③ 19,305 4,287 4,338 8,862 1,964 △147  

事 業 管 理 費 ④ 20,973 3,496 3,372 9,517 2,507 2,079 

 （うち減価償却費） ⑤ (3,336) (147) (96) (2,711) (328) (52) 

（うち人件費） ⑤' (13,367) (2,709) (2,826) (4,874) (1,254) (1,703) 

  
うち共通管理費 ⑥ 

 

542 400 1,743 494 358 △3,538 

（うち減価償却費） ⑦ (17) (13) (167) (52) (26) (△278) 

  （うち人件費） ⑦' (264) (170) (714) (202) (150) (△1,503) 

事業利益（③－④） ⑧ △1,667 791 966 △654 △543 △2,227  

事 業 外 収 益 ⑨ 1,571 325 275 651 227 92  

  うち共通分 ⑩  156 124 330 85 89 △786 

事 業 外 費 用 ⑪ 1,027 97 83 577 215 54  

  うち共通分 ⑫  33 25 278 85 48 △472 

経常利益（⑧＋⑨－⑪） ⑬ △1,124 1,019 1,157 △580 △531 △2,189  

特 別 利 益 ⑭ 6,142 18 17 4,281 1,307 517  

  うち共通分 ⑮  0 0 3,988 1,302 516 △5,809 

特 別 損 失 ⑯ 2,171 313 292 1,098 303 164  

  うち共通分 ⑰  123 115 693 198 152 △1,284 

税引前当期利益 
（⑬＋⑭－⑯） 

⑱ 2,845 723 883 2,602 473 △1,836  

営農指導事業分配賦額 ⑲  353 356 879 246 △1,836  

営農指導事業分配賦後
税 引 前 当 期 利 益 

（⑱－⑲） 
⑳ 2,845 369 526 1,722 226   

（注１）共通管理費等および営農指導事業の他部門への配賦基準等は、次のとおりです。 

（１）共通管理費等：勘定科目の性質等に基づき、人頭割等の配賦基準を用いています。 

（２）営農指導事業：均等割＋事業総利益割（共通を除く黒字部門）の平均値を用いています。 

 

（注２）配賦割合（注１の配賦基準で算出した配賦の割合）は、次のとおりです。配賦割合は小数点

第２位を四捨五入して表示しています。 

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 

合 計 

共通管理費等 15.3% 11.3% 49.3% 14.0% 10.1% 100.0% 

営農指導事業 19.3% 19.4% 47.9% 13.4%  100.0% 
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