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ＪＡふかやは地域社会の一員として、地域の皆さまと
ともに歩んで行きます。

皆皆

　ＪＡふかやは、深谷市、寄居町を区域として、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、農業者の所得向上や地域農業の活性化に資する地域金融
機関です。

　ＪＡふかやでは、皆さまからお預かりした大切な財産である「貯
金」を源泉として、資金を必要とする組合員の皆さま方や、地方公
共団体などにもご利用いただいています。
　ＪＡふかやは、組合員の皆さまへの奉仕はもとより、農産物の販
売や、信用事業（ＪＡバンク）、共済事業（ＪＡ共済）などの様々
な事業を、営農相談やくらしの相談活動を通じて、総合的に結びつ
け、農業や地域経済社会の健全な発展に寄与することで社会的・公
共的使命を果たします。

　また、ＪＡふかやは、地域社会の一員としての責任を自覚し、地
域の各種行事や催事等への参画やＪＡの社会･文化的活動をとおし
て、少しでも地域社会の発展や活性化のお役に立ちたいと思ってい
ます。
　今後とも協同組合運動の理念である「一人は万人のために、万人
は一人のために」を念頭におき、より良き地域社会人として、組合
員の皆さまをはじめ地域社会の皆さまと一緒に歩んで行きたいと
思っています。
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トピックス

1．とうもろこし生産者応援キャンペーン
　�　令和４年６月２日・３日の降ひょう被害を受けられた、とうもろこ
し生産者を支援するため、生産者やＪＡ・市の職員が一丸となり、被
害を受けたとうもろこしの販売を行いました。

　�　生産者を支援したいと、市内だけでなく県内や他県からもとうもろ
こしを買い求める方が多く訪れました。

2．営農経済センター謝恩セール開催
　�　組合員・利用者の皆さまへ日頃の感謝を込めた謝恩セールを、７月
に北部営農経済センター（同時に農業機械大展示会）、８月に南部営農
経済センターで開催しました。

3．とうもろこし収穫体験で農業を身近に！
　�　ふかや西部野菜協議会青壮年部は、榛沢地域特産のとうもろこし「味
来」の収穫体験を7月16日に地域の児童と保護者を対象に行いました。
39人の親子が参加し、甘くてジューシーな「味来」を袋いっぱいに収
穫しました。
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（単位：百万円）

貯　　金

貸 出 金

預 け 金

有価証券

1  売買目的有価証券
　　当JAは、2022年3月期及び2022年9月期における売買目的有価証券の残高はありません。

2  満期保有目的の債券で時価のあるもの　

注）時価は、９月末、期末における市場価格等に基づいています。

2021年9月期

187,926

19,024

146,938

21,842

2022年3月期

179,401

19,778

137,577

21,368

2022年9月期

187,716

21,246

140,409

24,997

ＪＡふかやは、地域の多くの皆さまより信頼をいただ
き、貯金は1,877億円です。この大切な財産を、安全
性と流動性を重視して資金運用しています。

2022年9月期のJAふかやの運用資産構成

皆皆
皆皆

（単位：百万円）

（単位：百万円）

《ご参考：保有有価証券の時価情報》
　有価証券の時価及び評価差額に関する事項は次のとおりです。

2022年３月期 2022年９月期
貸借対照表
計上額 時　価 差　額 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 3,105 3,142 36 792 1,003 210
時価が貸借対照表計上額
を超えないもの 7,219 7,058 △160 10,032 9,361 △670

合　　　計 10,324 10,200 △124 10,824 10,365 △459

3  その他有価証券　

2022年３月期 2022年９月期
取得原価または
償却原価

貸借対照表
計上額 差　額 取得原価または

償却原価
貸借対照表
計上額 差　額

貸借対照表計上額が取得原価
または償却原価を超えるもの 3,700 3,736 36 2,299 2,318 18
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 7,610 7,307 △302 12,601 11,854 △747

合　　計 11,310 11,043 △266 14,901 14,172 △728

注）貸借対照表計上額は、９月末、期末における市場価格等に基づいています。

4  金銭の信託
　　当JAは、運用目的・満期保有目的・その他の金銭の信託にかかる契約はありません。

預け金　75.2％

有価証券　13.4％貸出金　11.4％
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　JAふかやは、適切な資産査定を行い、不良債権に対する保全をしています。経営の透明性を高め、
その健全性と安全性をご理解いただくために、農協法及び金融再生法に基づく開示債権の状況を開示
するとともに、不良債権に対する保全状況を開示いたします。

不良債権に対する備えは充分です。

　JAふかやは、国内基準（４％）の４倍以上で、国際基準（８％）を上回る18.18％の自己資本比率と、
30億円の内部留保（特別積立金）で、安定した経営を維持しています。　

金融機関の経営健全性を示すバロメーター … 自己資本
比率も充分です。

 【用語の説明】
●�破産更生債権及びこれらに準ずる債権…･破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て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及びこれらに準ずる債権をいいます。
● 危険債権…債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息
の受取りができない可能性の高い債権をいいます。
● 要管理債権…「三月以上延滞債権」と「貸出条件緩和債権」の合計額をいいます。
● 三月以上延滞債権…元本又は利息の支払いが約定支払い日の翌日から三月以上遅延している貸出金で、破産更生債権及びこれらに準
ずる債権及び危険債権に該当しないものをいいます。
● 貸出条件緩和債権…債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄
その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で、破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権及び三月以上延滞債権に該
当しないものをいいます。
●正常債権…債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記に掲げる債権以外のものに区分される債権をいいます。

（単位：百万円、％）

（単位：百万円、％）

2022年3月期

自己資本額

自己資本比率

余　裕　額

2022年9月期

皆皆

皆皆

2022年3月期
51
73
－
－
－

125
112
9
96

19,982
20,107

　　　　　債権区分と保全状況
破産更生債権及びこれらに準ずる債権
危　　険　　債　　権
要 管 理 債 権
　　　　　　　　　　　　　  三月以上延滞債権
　　　　　　　　　　　　　  貸出条件緩和債権
　　　　　　小　　　計（A）
　　上記債権の担保・保証の額（B）
　　上記債権に対する貸倒引当金の額（C）
　　上記債権に対する保全率（B+C）／（A）
正　　常　　債　　権
　　　　　　合　　　　　計

保
全
状
況

自己資本額 自己資本比率

14,322 18.18
百万円

％

注）�2022年9月期の計数は、9月末の仮決算において3月期決算と同一に当JAの資産査定要領により実施した自己査定結果、
並びに資産の償却・引当基準に基づき計上したものです。

％

2022年9月期
32
57
－
－
－
90
78
8
96

21,705
21,795

％

2022年9月期の自己資本の状況

2022年9月期の計数は、仮決算結果に基づき、「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」(2006年3月28日　金融庁・農林水産省
告示第2号）に準拠して算出していますが、半期利益については、前年度実
績の2分の1の外部流出予定額を控除して自己資本の額とし、オペレーショナ
ルリスク相当額は2022年3月期の係数を用いて算出しています。
余裕額は自己資本額の内、国際基準（８％）を上回る部分の金額となります。

7,949 8,020

14,222 14,322

18.13％ 18.18％
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JAふかやは、組合員
の皆さまや地域のお
客さまの着実な資産
づくりのお手伝いを
させて頂いています。 うち組合員数 14,463人

※JAにおける「組合員」とは？
　地区内にお住まいや勤務の方は組
合員になる資格があります。また、
組合員以外のお客さまへも一定の範
囲内でJAのサービスをご利用頂けま
すので、お気軽にお声掛けください。

　お客さまからお預かりした大切な
貯金・積金を、資金を必要とされて
いる組合員、地域にお住まいの方や
事業者の方々へ資金を適正に供給し、
農業や地域経済の活性化に寄与して
います。

地域への資金供給の状況
（貸出金に関する事項）

＊制度融資の実績
　農業近代化資金�　　245百万円
＊農業支援融資商品
　営農ローン／農業生産特認資金etc.
＊�個人向けローン、事業者向け融資
についても各種ご用意しています。

組 合 員
地公体等
そ の 他

16,662百万円
3,459百万円
1,125百万円

貸出金残高

21,246百万円

　当JAでは、お客さまのニーズにお
応えするため、共済満期限定定期貯
金や季節毎のお得なキャンペーンな
ど特徴ある商品をご用意しています
が、今後も新商品の開発やサービス
の一層の充実に向けて努力してまい
ります。

地域からの資金調達の状況

（1）「地域との共生」を基本理念に
小さな活動からを合言葉に、福祉、
スポーツや地域活動等の活動を通じ
て文化的、社会的貢献活動を展開し
ています。

（2）利用者ネットワークとして、各
種友の会や部会を設置し、さまざま
な活動を展開しています。

（3）JA広報誌「みどりの風」やホー
ムページ、公式ＬＩＮＥアカウント
を通じて情報提供やご意見を承って
いますのでご利用ください。
https://www.ja-fukaya.jp/

文化的・社会的貢献に関する事項
（地域との繋がり）

貯金・積金残高

187,716百万円

　安全性と流動性を重視した安定収
益のため、JA県信連預金や国債等の
有価証券で運用しています。

貸出金以外の運用に関する
事項

※計数は、2022年9月末現在です。なお、記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しています。
※記載内容、商品についてご質問等がございましたら、お気軽にお声掛けください。

JAふかや

出 資 金

貯金・積金

1,684百万円

187,716百万円

常勤役職員� 259名
本・支店� 4店
プラザ� 13店
ＡＴＭ設置台数� 19台
営農経済センター� 3店
ガソリンスタンド� 3店
農産物直売所� 5店

JA県信連等預金残高 140,409百万円

有価証券残高 24,997百万円
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+
破綻未然
防止システム 貯金保険制度
破綻未然防止のための
JAバンク独自の制度

貯金者の保護のための
公的な制度

JAバンク・セーフティーネット

　JAバンクは、「破綻未然防止システム」と「貯金保険制度」により「JAバンク・セーフティーネット」を構築し、
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。

組合員・利用者の皆さまに、
より一層の「便利」と「安心」
をお届けするための農協金融
システムが「JAバンクシステ
ム」です。このシステムに
一体的に取組むJAバンク
（JA・信連・農林中金）の金融
店舗には、「JAバンク会員マ
ーク」が掲示されています。

身近で便利  JA店舗身近で便利  JA店舗

深谷北支店
　明戸プラザ
　豊里プラザ
　幡羅プラザ

TEL （048）571－ 7511
TEL （048）571－ 6363
TEL （048）587－ 2301
TEL （048）573－ 0559

TEL （048）571－ 0248
TEL （048）587－ 2311

　深谷プラザ
　八基プラザ

深谷南支店
　櫛挽プラザ
　川本プラザ
　榛沢プラザ

TEL （048）573－ 0138
TEL （048）572－ 8111
TEL （048）583－ 3231
TEL （048）585－ 2324

TEL （048）585－ 2224
TEL （048）583－ 2831

　本郷プラザ
　武川プラザ

寄居中央支店
　用土プラザ
　男衾プラザ

TEL （048）581－ 1311
TEL （048）584－ 2007
TEL （048）582－ 0022

TEL （048）581－ 1160　城南プラザ

JAふかや 本店金融部　TEL （048）574－ 1157

2022 上半期ディスクロージャー誌　2022年11月製作
JAふかや（ふかや農業協同組合）　金融部
〒366-0831　深谷市内ケ島728番地1
TEL. 0 4 8 - 5 7 4 - 1 1 5 7
E-Mail kinyu@fkya.st-ja.or.jp
【JAホームページ】https://www.ja-fukaya.jp/
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