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※本誌内の資料に掲載している計数は、独立監査人（みのり監査法人）の監査を受けていませ
ん。また、原則として単位未満を切り捨てて表示しています。 

 ごあいさつ 

皆さま方には、日ごろからＪＡあいち中央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。 

さて、このたび、当ＪＡをより深くご理解いただけるよう半期ディスク

ロージャー誌を作成いたしました。本誌の作成は、法定化されていません

が、安心・納得してご利用いただけるよう自主的に開示しましたので、ご

高覧賜りますようお願い申し上げます。 

新たな元号を迎えた令和元年度は、第６次中期計画の最終年度であると

ともに、農業、ＪＡにとって非常に重要となる次期中期計画の策定年度と

なります。そのため、第６次中期計画で掲げる取組事項の早期完遂に向

け、スピード感を持って取り組んで参ります。 

引き続き、皆さまのより一層のご指導、ご支援を賜りますようお願い申

し上げます。 

あいち中央農業協同組合   

代表理事組合長 石川 克則 
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１．ＪＡあいち中央の基本理念 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．ＪＡあいち中央の概要 
（令和元年9月末現在） 

名     称 あいち中央農業協同組合 

代表理事組合長 石川 克則 

所 在 地（本店） 愛知県安城市御幸本町9番6号 

支  店  数 碧南地区 4ヶ所  

 刈谷地区 7ヶ所  

 安城地区 12ヶ所  

 高浜地区 3ヶ所  

 知立地区 3ヶ所  

正 職 員 数 815人  

組 合 員 数 正組合員 13,785人  

 准組合員 44,277人  

 計 58,062人  

出  資  金 3,513百万円  
 
（注）正職員数は、子会社等に出向している正職員（9人）を含み、臨時雇用者(326人)は含ん

でいません。 
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３．地域貢献情報 

 

（１）これまでの取り組み 
 

4 月 10 日、ＪＡあいち中央碧南玉葱部

会は、碧南市日進町の碧南市立日進小学

校で、不審者に遭遇した際の知識を養っ

てもらい、防犯意識の向上を図る目的で、

防犯イベント『みんなで学ぼう「つみき

オニオン」』を開きました。 

子どもの連れ去り、誘拐防止の合言葉

（防犯標語）「つみきおに」の普及のた

め、出荷がピークを迎えているタマネギを意味する英語の「オニオン」を合わ

せた「つみきオニオン」をキャッチフレーズとしました。 

 

 

5 月 25 日、安城市赤松町のＪＡ総合セ

ンターの生活館で「こども農業体験スク

ール“あおみっ子”」の開校式を開きま

した。農業の振興により、地域に安全・

安心な食を提供するとともに、食農教育

活動を展開していくことを目的とし、農

業体験を通じて子どもたちに「いのち・

農業・食べ物・健康の大切さ」「ふるさ

とに対する誇り」「ＪＡの仕事と役割」

を伝えました。 

 

 

 7 月 10、11 日、各店舗で開いた貯金感

謝デーでは、定期貯金や定期積金の契約

金額に応じて、地元特産品が景品となっ

ている抽選会の開催、地元生産者や支店

組織、産直店舗などと協力し、地元農産

物の配布や販売をしたりするなど、ＪＡ

らしさを前面に出し、金融取り引きが中

心の利用者にも農業を身近に感じてもら

えるよう、地域一体となって農業をＰＲ

しました。 
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7 月 23 日、ＪＡあいち中央営農資材

課は、安城市赤松町の同ＪＡ総合センタ

ーで、使い終えた農業用廃ビニールを回

収しました。 

資源の再利用や不法投棄による環境汚

染などを防ぐことを目的に、キュウリや

イチゴなどハウス栽培農家の作業の手が

比較的空くこの時期に毎年行っています。

この日は４０戸の農家から塩化ビニールフィルムを約９トン回収。産業廃棄物

処理業者に引き渡された後、適正な処理が行われ、再生ビニールとして再利用

されました。 

 

7 月 30 日、ＪＡあいち中央組織生活

課は、安城市赤松町の同ＪＡ総合セン

ター生活館にてイキイキレディースの

会員を対象に、「心豊かな地域づくり」

をメインテーマに、女性ならではの

“仲間づくり”“健康づくり”“地域

づくり”を目的に、今年度１回目の令

和元年度第１回ＪＡあいち中央イキイ

キレディース女性学校を開き、約３００名が参加しました。 

      

8 月 23 日、ふるさと納税返礼品を提供している事業所を巡る「碧南市旬の魅

力発見ツアー（農産物コース）」で生産現場を知ってもらうとともに、旬の地

元農産物の魅力を発信し、地元農産物の

ブランド力強化と消費拡大を目的に、ふ

るさと納税寄付者を始めとする一般消費

者１６人が参加しました。参加者アンケ

ートでは「地域の特産を生かしたツアー

だった」「次回は子どもと一緒に参加し

たい」などの感想が寄せられました。 

 

 

（２）これからの取り組み 

11月に安城でＪＡまつり、刈谷、高浜で農業まつり、12月に知立、1月

に碧南で農業まつりを開催し、地域社会とのふれあいを図ります。また、

地元産の農畜産物の試食や販売を通じて地産地消への取り組みを進めると

ともに、各種イベントにおいて食育活動への取り組みを実施します。 
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４．主な事業のご案内 

 

信用事業 ： 信用事業は、貯金・融資・為替などいわゆる銀行業務といわ

れる業務を行っています。 

共済事業 ： 共済事業は、生命・医療・建物・自動車などのいわゆる保険

業務といわれる内容の業務を行っています。 

購買事業 ： 購買事業は、農業生産に必要な資材と生活に必要な物資を

「安全・安心・高品質」で供給する業務を行っています。 

販売事業 ： 販売事業は、組合員農家の生産する農産物を効率的に集荷・

選別し、市場・小売店等に対して計画的に出荷・販売する業

務を行っています。 

産直事業 ： 産直事業は、地元で取れた農産物をそのまま地元で消費する

ため、新鮮・安全・安心な野菜を販売する業務を行っていま

す。 

指導事業 ： 営農指導事業は、農産物生産にかかる営農について、専門職

員（営農指導員）を配置して指導し、その改善と地域におけ

る総合的な農業生産力の向上を図るための業務に取り組んで

います。 

生活指導事業は、生活全般について指導し、組合員や地域社

会の生活改善と向上を図るための業務に取り組んでいます。 

高齢者  ： 

福祉事業 

高齢者福祉事業は、介護が必要になっても自立した生活を送

ることができるよう、様々な福祉サービスの確立などに取り

組んでいます。 

 

５．主要勘定等の状況 

 
（単位：百万円） 

 令和元年9月末 平成31年3月末 平成30年9月末 

貯 金 942,226 937,223 917,890 

貸 出 金 150,100 144,622 141,598 

預 金 764,800 759,297 745,152 

有 価 証 券 53,499 53,847 54,798 

長期共済保有高 1,641,386 1,657,877 1,664,284 



半期 disclosure2019 

 6 

６．貸出金業種別残高 

 
（単位：百万円、％） 

業種区分 令和元年9月末 平成31年3月末 平成30年9月末 

農業・林業 1,501 (0.9) 770 (0.5) 6,896 (4.9) 

水産業 －  －  －  

製造業 129 (0.1) －  129 (0.1) 

鉱業 －  －  －  

建築・不動産業 50,513 (33.6) 50,100 (34.6) 1,562 (1.1) 

電気・ガス・ 
熱供給水道業 

－  －  88 (0.1) 

運輸・通信業 －  －  66 (0.0) 

金融・保険業 5,255 (3.5) 5,260 (3.7) 6,345 (4.5) 

卸売・小売・ 
サービス業・飲食業 

545 (0.3) 687 (0.5) 887 (0.8) 

地方公共団体 1,086 (0.8) 1,343 (0.9) 1,895 (0.6) 

非営利法人 －  －  －  

その他 91,251 (60.8) 86,530 (59.8) 123,672 (87.3) 

合計 150,175 (100.0) 144,622 (100.0) 141,598 (100.0) 

 
（注）（ ）は構成比です。 
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７．有価証券の時価情報等 
 
【有価証券】 

（１）満期保有目的の債券                （単位：百万円） 

  

令和元年 9月末 平成 31年 3月末 平成 30年 9月末 

貸借対照

表計上額 
時価 

評価

差額 

貸借対照

表計上額 
時価 

評価

差額 

貸借対照

表計上額 
時価 評価差額 

時価が貸借対

照表計上額を

超えるもの 

国 債 - - - - - - 24 25 0 

金融債 - - - - - - 1,800 1,801 1 

小 計 - - - - - - 1,824 1,826 1 

合   計 - - - - - - 1,824 1,826 1 

（注）9 月末の時価は、9 月末日における市場価格等に基づく時価により計上したもので、期末日の時価

は、期末日における市場価格等に基づく時価により計上したものです。 
 
（２）その他有価証券                   （単位：百万円） 

  

令和元年 9月末 平成 31年 3月末 平成 30年 9月末 

取得原価 

又は 

償却原価 

貸借対

照表 

計上額 

評価 

差額 

取得原価 

又は 

償却原価 

貸借対

照表 

計上額 

評価 

差額 

取得原価 

又は 

償却原価 

貸借対

照表 

計上額 

評価 

差額 

時価が貸

借対照表

計上額を

超えるも

の 

国   債 11,797 12,392 595 11,997 12,575 577 11,996 12,509 513 

地 方 債 18,190 19,193 1,003 18,990 19,856 865 12,995 13,504 509 

政府保証債 1,701 1,799 97 1,701 1,777 75 1,001 1,025 23 

社   債 16,908 17,828 920 16,909 17,710 801 10,814 11,302 488 

受 益 証 券 1,166 1,691 524 1,011 1,520 509 968 1,630 661 

小   計 49,764 52,905 3,141 50,610 53,441 2,830 37,776 39,973 2,196 

時価が貸

借対照表

計上額を

超えない

もの 

地 方 債 200 200 △0 - - - 6,000 5,918 △81 

政府保証債 - - - - - - 700 694 △5 

社 債 - - - - - - 6,300 6,176 △123 

受 益 証 券 410 393 △16 414 406 △7 217 211 △6 

小 計 611 594 △17 414 406 △7 13,217 13,000 △217 

合 計 50,375 53,499 3,124 51,024 53,847 2,822 50,994 52,973 1,979 

（注）その他有価証券については、時価を貸借対照表価額としており、9 月末においては 9 月末日の市場

価格等に基づいたもので、期末日においては期末日の市場価格等に基づいております。 
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８．各種共済保有契約高  

 

（１）長期共済保有契約高                （単位：百万円） 

種 類 令和元年９月末 平成 31年３月末 平成 30年９月末 

保障金額 保障金額 保障金額 

生命総合共済 670,987 693,599 704,648 

建物更生共済 970,399 964,277 959,636 

合  計 1,641,386 1,657,877 1,664,284 

（注）「生命総合共済」欄の金額は、生命総合共済開始以前（平成５年度以前）に契約された養老生

命、こども、終身等の各共済契約の合計金額を含めた金額を表示しています。  

 

（２）医療系共済の入院共済金額保有契約高 

      （単位：百万円） 

種 類 令和元年９月末 平成 31年３月末 平成 30年９月末 

保障金額 保障金額 保障金額 

医 療 共 済 147 146 145 

が ん 共 済 54 51 51 

定期医療共済 9 10 10 

合 計 212 208 207 

（注）保障金額は、入院共済金額を表示しています。 

 

（３）介護共済・生活障害共済の共済金額保有契約高 

（単位：万円） 

種 類 
令和元年９月末 平成 31年３月末 平成 30年９月末 

保障金額 保障金額 保障金額 

介護共済 5,875 4,918 4,498 

生活障害共済 
（一時金型） 

1,315 805 526 

生活障害共済 
（定期年金型） 

96 70 54 

（注）保障金額は、介護共済は介護共済金額、生活障害共済は生活障害共済金額又は生活障害年金額を

表示しています。 
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（４）年金共済の年金保有契約高 

（単位：万円） 

 
令和元年９月末 平成 31年３月末 平成 30年９月末 

保障金額 保障金額 保障金額 

年金開始前 12,209 12,074 11,768 

年金開始後 4,428 4,442 4,421 

合 計 16,637 16,516 16,189 

（注）保障金額は、年金年額（利率変動型年金にあっては最低保証年金額）を表示しています。 

 

（５）短期共済新契約高 

（単位：万円）  

種 類 
令和元年９月末 平成 31年３月末 平成 30年９月末 

掛 金 掛 金 掛 金 

自動車共済      1,001 2,053 1,000 

自賠責共済       237 463 215 
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９．金融再生法開示債権（単体） 

 

（単位：百万円、％） 

債権区分 
令和元年 
9月末 

  
平成31年 
3月末 

平成30年 
9月末 平成31年 

3月比 
平成30年 
9月比 

破綻再生債権及び 
これらに準ずる債権 

192 （123.07） （59.07） 156 325 

危 険 債 権 383 （91.84） （97.95） 417 391 

要 管 理 債 権 - （-） （-） - - 

正 常 債 権 149,599 （103.79） （106.12） 144,132 140,961 

合 計 150,175 （103.77） （105.99） 144,706 141,678 

 

（注１）債権額は、貸出金・信用未収利息（信用事業与信元本にかかるもののみ）、信用仮払

金等、信用事業与信額（要管理債権は貸出金のみ）を対象として開示しています。なお、

各債権の定義は以下の通りです。  

① 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 

破産、会社更生、民事再生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です。 

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ができない可能性の高い債権です。 

③ 要管理債権 

３ヵ月以上延滞貸出債権（①および②に該当する債権を除く。）および貸出条件緩和 

債権（①および②に該当する債権や３ヵ月以上延滞貸出債権を除く。）です。 

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、①から③に掲げる債 

権以外のものに区分される債権です。 

（注２）令和元年９月末の債権額については、次の方法により算出しています。 

① 各債権区分額は、平成 31 年３月末時点の債権額を基準として、令和元年９月末時点

の残高に修正しています。 

② 債務者区分は、平成 31 年３月末を基準として、令和元年９月末までの債務者の状況

等の変化に基づき変更しています。  

 

10．単体自己資本比率（国内基準） 

 

令和元年9月末(仮決算) 平成31年3月末 平成30年9月末(仮決算) 

16.47% 15.92％ 17.05% 

（注）「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・農水省告示第

2号）に基づき算出しております。 
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ＪＡあいち中央 店舗一覧 

 
令和元年 11月 1日現在 

№ 名称 郵便番号 住所 
ＴＥＬ 
（0566） 

ＦＡＸ 
（0566） 

1 碧南みなみ支店 447-0841 碧南市塩浜町7-115 41-2430 48-7113 

2 碧南ひがし支店 447-0027 碧南市照光町5-27 41-1063 48-7119 

3 西端支店 447-0074 碧南市上町5-32 48-1411 48-7199 

4 碧南中支店 447-0057 碧南市鶴見町6-77-3 41-1021 48-7100 

5 刈谷北部支店 448-0007 刈谷市東境町神田36-1 36-5211 36-5212 

6 富士松支店 448-0004 刈谷市泉田町割田78-1 21-0172 23-1057 

7 刈谷中支店 448-0851 刈谷市神田町2-20 21-0150 21-0151 

8 小山支店 448-0037 刈谷市高倉町2-202 21-0312 21-0644 

9 かりがね支店 448-0011 刈谷市築地町2-2-1 23-0227 23-0314 

10 刈谷南支店 448-0813 刈谷市小垣江町八角151 21-4324 21-5303 

11 野田支店 448-0803 刈谷市野田町六地蔵35 21-5358 21-5359 

12 新安城支店 446-0007 安城市東栄町4-5-15 97-8639 97-8701 

13 三河安城北支店 446-0073 安城市篠目町井山98-13 76-3249 76-1617 

14 安祥支店 446-0026 安城市安城町宮地18-1 74-2439 74-4386 

15 安城東支店 446-0017 安城市大岡町的場15 76-3248 76-3106 

16 古井支店 446-0025 安城市古井町鍋屋町56 76-3490 76-3153 

17 安城南支店 444-1221 安城市和泉町南家下6-1 92-0007 92-3248 

18 安城中支店 446-0046 安城市赤松町浄善50 92-7730 92-6046 

19 安城西支店 446-0052 安城市福釜町釜ヶ渕7-1 76-3235 76-6504 

20 三河安城支店 446-0051 安城市箕輪町唐生83-1 74-0646 74-1317 

21 二本木支店 446-0055 安城市緑町1-24-4 76-2208 76-3770 

22 高棚支店 446-0053 安城市高棚町中島151 92-0775 92-6395 

23 桜井支店 444-1161 安城市姫小川町芝山5-3 99-0831 99-4951 

24 吉浜支店 444-1331 高浜市屋敷町2-3-1 53-0242 52-3248 

25 高取支店 444-1311 高浜市本郷町6-7-1 53-1255 53-1256 

26 高浜支店 444-1321 高浜市稗田町4-1-2 53-0208 53-2010 

27 知立支店 472-0005 知立市新池1-34 81-1390 81-1382 

28 知立西支店 472-0058 知立市上重原2-8 81-1398 81-2298 

29 知立東支店 472-0002 知立市来迎寺町広海道20-10 81-1391 81-1392 

30 本店営業部 446-8601 安城市御幸本町9-6 73-5510 73-5534 

  安城更生病院店 446-0026 安城市安城町東広畔28 73-5551 73-5552 
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〒446-8601 愛知県安城市御幸本町 9番 6号 

Tel：0566-73-5502（総合企画部企画課） 

Fax：0566-73-5513 

http：//www.jaac.or.jp/ 

E-mail：info@jaac.or.jp 
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