2011
Disclosure
半期 ディスクロージャー誌

JA 岡山東のご案内

岡山東農業協同組合

ＪＡ綱領

わたしたちＪＡのめざすもの

わたしたちＪＡの組合員・役職員は、協同組合運動の基本的な定義・価値・
原則（自主、自立、参加、民主的運営、公正、連帯等）に基づき行動します。
そして、地球的視野に立って環境変化を見通し、組織・事業・経営の革新
を図ります。さらに、地域・全国・世界の協同組合の仲間と連携し、より民
主的で公正な社会の実現に努めます。
このため、わたしたちは次のことを通じ、農業と地域社会に根ざした組織
としての社会的役割を誠実に果たします。
わたしたちは、
１．地域の農業を振興し、わが国の食と緑と水を守ろう。
１．環境・文化・福祉への貢献を通じて、安心して暮らせる豊かな地域社会を築こう。
１．ＪＡへの積極的な参加と連帯によって、協同の成果を実現しよう。
１．自主・自立と民主的運営の基本に立ち、ＪＡを健全に経営し信頼を高めよう。
１. 協同の理念を学び実践を通じて、共に生きがいを追求しよう。

ＪＡ岡山東の経営理念
ＪＡ岡山東は、農業振興をつうじて、「食」と「農」と「緑」を守り、
かけがえのない自然を次代に引き継ぎます。
ＪＡ岡山東は、地域のみなさまとともに生き、地域のみなさまとの共感の
中で、心ふれあう地域づくりに取り組みます。
ＪＡ岡山東は、高い倫理観と責任感を持ち、地域社会に貢献できる事業と
組織づくりに取り組みます。
［基本理念］
ＪＡ岡山東は、人と自然を大切にし、社会の発展と豊かな暮らしの実現に貢献してまいります。
ＪＡ岡山東は、人を大切にします。
ＪＡ岡山東は、自然を大切にします。
ＪＡ岡山東は、社会の発展に貢献します。
ＪＡ岡山東は、豊かな暮らしの実現に貢献します。
［基本姿勢］
みなさまから信頼されるＪＡ、
地域から必要とされるＪＡ、
社会に誇れるＪＡ、をめざします。
（注）記載金額の端数処理
記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。
そのため、内訳金額を合計した金額が合計欄記載の金額と一致しない場合があります。

ごあいさつ
平素より、私どもＪＡ岡山東をご利用、お引き立ていただき厚くお礼申し上げます。
さて、このたび当ＪＡでは半期（９月末）ディスクロージャーを以下の項目についていたし
ましたので、皆様の当ＪＡに対するご理解を深めていただければ幸いに存じます。
今後とも、皆様に信頼される協同組合として努力してまいりますので、一層のご支援を賜り
ますようお願い申し上げます。

１．金融再生法開示債権（単体）
債権区分
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権
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権

30,020

30,124
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計

30,244

30,318

74

（注）１．
「破綻更生債権およびこれらに準ずる債権」
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
債権およびこれらに準ずる債権をいいます。
２．「危険債権」
債務者が経営破綻の状態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を
いいます。
３．「要管理債権」
要注意先に対する債権のうち「３ヶ月以上延滞債権」および「貸出条件緩和債権」
をいいます。
４．「正常債権」
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として、要管理債権、危
険債権、破産更生債権およびこれらに準ずる債権以外のものに区分される債権をい
います。
５． 金融再生法債権のうち、要管理債権は貸出金、
その他の債権は信用事業与信額
（貸
出金、貸付有価証券、外国為替、債務保証見返、信用未収利息、信用仮払金）を開
示の対象債権としています。

-1-

２．単体自己資本比率
平成２３年３月末

平成２３年９月末（見込み）

１４．８２％

１４．
７７％程度

（注）１．平成１９年３月末より、「農業協同組合等がその経営の健全性を判断する
ための基準」（平成１８年金融庁・農林水産省告示２号）の規定に基づいて
自己資本比率を算定しています。

３．主要勘定の状況

（単位：百万円）
平成２２年９月末
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４．有価証券等時価情報
【有価証券】
平成２３年３月末
帳簿価格 時
価 評価損益
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―

―

―

―

―

―
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―

―

―

―

―

―

他

2,900
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2,900
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計

2,900

2,967
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2,961

61
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（単位：百万円）
平成２３年９月末
帳簿価格 時
価 評価損益

の

（注）１．９月末の有価証券の時価は９月末日における市場価格等に基づく時価としてい
ます。
２．帳簿価格は、売買目的有価証券については取得価格を、満期保有目的有価証券
またはその他有価証券については償却原価法適用後、減損適用後の帳簿価格を記
載しております。
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５．地域貢献情報
全般に関する事項
協同組織の特性

当ＪＡは、岡山市東区瀬戸町、赤磐市、備前市、和気
郡和気町を事業区域として、農業者を中心とした地域住
民の方々が組合員となって、相互扶助（お互いに助け合
い、お互いに発展していくこと）を共通の理念として運
営される協同組織であり、地域農業の活性化に資する地
域金融機関であります。
当ＪＡの資金は、その大半が組合員の皆様などからお
預かりした、大切な財産である「貯金」を源泉としてお
ります。当ＪＡでは資金を必要とする組合員の皆様方や、
地域公共団体などにもご利用いただいております。
当ＪＡは、地域の一員として、農業の発展と健康で豊
かな地域社会の実現に向けて、事業活動を展開していま
す。
また、ＪＡの総合事業を通じて各種金融機能・サービ
ス等を提供するだけでなく、地域の協同組織として、農
業や助け合いを通じた社会貢献に努めています。

組合員数・出資金

・正組合員 11,113 人

（出資1口金額＝1,000円）・准組合員 6,097 人
・出資金 1,739,114 千円
１．地域からの資金調達の状況
(1) 貯金積金残高

P. ２に掲載

(2) 貯金商品

・普通貯金
・定期貯金
・定期積金等

２．地域への資金供給の状況
(1) 貸出金残高

P. ２に掲載

(2) 制度融資取扱い状況

・農業近代化資金
・㈱日本政策金融公庫資金

(3) 融資商品

営農資金、マイカーローン、住宅ローン等
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３．農業振興活動・文化的・社会的貢献に関する事項（地域とのつながり）
(1) 農業振興活動
当ＪＡでは、地域農業の活性化を目的としてさまざま
な取り組みを行っております。
主なものとして
・担い手支援
・各生産者部会への指導・支援
・各種農業関連イベント
・学校給食への地元農産物の提供支援
(2) 文化的・社会的貢献に
関する事項

・地域行事への参加
・地域活動への協賛・後援
・図画、作文、ポスター、書道コンクールの開催
・日本赤十字社の献血への積極的参加
・本店・支店及び事業所にＡＥＤ（自動体外式除細動器）
の設置（25 箇所）
・救急医療体制の充実に資する高規格救急車の贈呈（岡山
市消防局、東備消防組合）
・地域社会への交通安全啓発資材の贈呈
カーブミラー、スポークリフレクター、交通安全夜光た
すき、交通安全夜光アームバンド、ランドセルカバー、
横断旗、横断旗入缶、横断幕、交通安全防犯ブザー
・菜の花プロジェクト等の景観環境保全活動
・新規就農者、Ｕ・Ｊ・Ｉターン者への農業研修
・稲作栽培体験（管内小学校）
・野菜栽培、料理体験学習（管内小学校）
・親子料理教室

(3) 利用者ネットワーク化へ ・年金友の会
の取り組み
・女性部
(4) 情報提供活動
・ＪＡ広報誌の発行
・インターネットを通じた組合員等利用者への情報提供
(5) 店舗体制

P. ５に掲載
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６．店舗等のご案内

（平成２３年１１月現在）
ＡＴＭ ( 現金自動化機器 )
店舗及び事務所名
住
所
電話番号
設置・稼働状況
本店
岡山市東区瀬戸町光明谷 195 086-958-0600
○（平日・土・日・祝）
瀬戸（基幹）支店 岡山市東区瀬戸町光明谷 195 086-952-0511
万富支店
岡山市東区瀬戸町万富 262-1 086-953-0615 ○（平日・土・日）
山陽（基幹）支店 赤磐市下市 110
086-955-1221 ○（平日・土・日・祝）
西山支店
赤磐市西中 1090-2
086-955-1212 ○（平日）
赤坂（基幹）支店 赤磐市町苅田 1301
086-957-2121 ○（平日・土・日・祝）
笹岡支店
赤磐市惣分 26-1
086-957-2712
熊山（基幹）支店 赤磐市松木 632
086-995-1261 ○（平日・土・日・祝）
可真支店
赤磐市稗田 850-1
086-995-1271 ○（平日・土・日）
吉井（基幹）支店 赤磐市福田 500
086-954-0311 ○（平日・土・日・祝）
仁美支店
赤磐市仁堀中 1684-1
086-958-2331 ○（平日・土・日）
備前（基幹）支店 備前市伊部 1312-8
0869-64-3381 ○（平日・土・日・祝）
備前西支店
備前市香登本 497-1
0869-66-9143 ○（平日）
伊里支店
備前市穂浪 70-1
0869-67-0026 ○（平日・土・日・祝）
日生（基幹）支店 備前市日生町日生 890-1
0869-72-1161 ○（平日・土・日・祝）
和気（基幹）支店 和気郡和気町和気 515
0869-93-0127 ○（平日・土・日・祝）
佐伯（基幹）支店 和気郡和気町佐伯 234
0869-88-1131 ○（平日・土・日・祝）
吉永（基幹）支店 備前市吉永町吉永中 502-6
0869-84-3161 ○（平日・土・日・祝）
ローンセンター
岡山市東区瀬戸町瀬戸 426-8 086-952-9310
アグリびぜん
備前市伊部 1312-8
0869-64-1105
ＪＡグリーン和気店 和気郡和気町衣笠 874
0869-92-9800 ○（平日・土・日・祝）
和気営農物流センター 和気郡和気町本 88-1
0869-93-3333
山陽やすらぎホール 赤磐市下市 117-1
086-956-1155
和気やすらぎホール 和気郡和気町和気 515
0869-93-1194
仕出センター
和気郡和気町和気 515
0869-93-1154
赤坂農機センター 赤磐市町苅田 1301
086-957-2124
吉井車輌農機センター 赤磐市仁堀東 506
086-958-2135
和気農機センター 和気郡和気町本 88-1
0869-93-1180
備前農機センター 備前市伊部 1312-8
0869-64-3381
営農センターあかいわ 赤磐市下市 110
086-955-8111
）
東鶴山経済センター 備前市佐山 1592-1
0869-65-8201 ○（平日・土［午前］
あかいわガスセンター 岡山市東区瀬戸町観音寺 213-1 086-952-9333
和気燃料ガスセンター 和気郡和気町和気 515
0869-93-1474
高月ＡＴＭ
赤磐市岩田 60
○（平日）
片上ＡＴＭ
備前市西片上 6-1
○（平日・土・日・祝）
三石ＡＴＭ
備前市三石 1094
○（平日・土・日・祝）
（注）ＡＴＭの稼動時間は店舗により異なりますのでご注意下さい。また年末年始やゴー
ルデンウィークは通常稼動と異なる場合があります。
基幹支店では平日８：００～２０：００、土日祝日９：００～１９：００の稼
動となっております。
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