
 

 

 

 

 

確かな未来へ、安心のネットワーク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＪＡ紀南の概要（令和元年９月末時点） 

●名 称     紀南農業協同組合 

●発足日     平成 15 年４月１日 

●代表理事組合長 山本 治夫 

●本所所在地   田辺市朝日ヶ丘 24 番 17 号 

●総資産     2,834 億円 

●出資金       47 億円 

●組合員数    53,626 人・団体 

  うち正組合員 10,008 人・団体 

  うち准組合員 43,618 人・団体 

●店舗数     16 店舗 

 

紀南農業協同組合 

〒646-0027 和歌山県田辺市朝日ヶ丘 24-17 

TEL(0739)23-3450  FAX（0739）23-3451 

ホームページ http ://www. ja-k inan .or . jp/ 

Ｅメール   in fo@ja-k inan .or . jp 
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ＪＡ紀南 

ディスクロージャー 

（半期開示） 
 

 令和元年度上半期における地域貢献情報や財

務状況等をお知らせします。 

（平成３１年４月１日～令和元年９月３０日） 

 



 

２．地域への資金供給の状況 

 当組合では、資金を必要とする組合員の皆様

方や、地方公共団体などにも資金をご利用いた

だいています。 

（１）貸出金残高      454 億円 

    うち、組合員等   366 億円 

    うち、地方公共団体  56 億円 

    うち、その他     32 億円 

（２）農業資金 

農業振興 

資金 

国や県等が行う制度資金を補完

し、農業振興と地域の発展に資

することを目的とした資金で

す。 

営農ローン 

組合員の農業経営の合理化をは

かるため、営農にかかる資金需

要に積極的に応えていくことを

目的とした資金です。 

（３）生活資金 

住宅ローン 

住宅の取得（新築・中古住宅）・

リフォーム・マイホーム用宅地

購入等にご利用いただけます。 

リフォーム 

ローン 

住宅のリフォーム・増改築・外

構工事・太陽光発電システムの

購入等にご利用いただけます。 

カード 

ローン 

ご利用限度額内で生活に必要な

資金として繰り返しご利用いた

だけます。 

マイカー 

ローン 

自動車・バイクの購入（中古含

む）および、その他付帯費用・

修理・車検・カー用品・運転免

許取得費用等にご利用いただけ

ます。 

教育ローン 

お子様の教育にかかる入学金・

授業料・アパート家賃等にご利

用いただけます。 

フリー 

ローン 

生活関連資金として幅広くご利

用いただけます。 

 

地域貢献への取り組み 

 当組合は、田辺市（一部を除く）・上富田町・

白浜町・すさみ町・串本町（一部を除く）を事

業区域とする農業協同組合です。 

 

 当組合の基本理念は次のとおりです。 

―基本理念― 

 農業協同組合は、「相互扶助」という不変の理

念を心とした、自主・自律の運動体です。 

 ＪＡ紀南は、「農」を基軸とした地域農業協同

組合として、「一人は万人のために、万人は一人

のために」という協同・共生の心の絆をより深

め、農業・地域の発展とＪＡの活性化をめざし

ます。 

―基本理念に基づく基本指針― 

◆紀南の大地を守り、地域農業の発展と活性化

をめざします。 

◆地域に開かれ地域を拓く運営に努め、時代に

即した事業展開で地域社会に貢献します。 

◆組合員による協同活動を基に、ＪＡ組織の更

なる改革をすすめます。 

 

１．地域からの資金調達の状況 

 当組合の資金は、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」

を源泉としています。 

（１）貯金残高 2,614 億円 

（２）貯金案内 

定期貯金 

・ＪＡ農産物直売所クーポン券付

定期貯金たわわ 

・サマーキャンペーン 

・金利優遇商品 等 

定期積金 

・ＪＡ農産物直売所クーポン券付

定期積金たわわ 

・契約記念品プレゼント 

・金利優遇商品 等 



 

３．地域との繋がりに関する事項 

（１）文化的・社会的貢献に関する事項 

 ・学校給食への地元農産物の提供 

 ・地域行事への参加や地域清掃活動の実施 

 ・各種農業関連イベントへの参加 

 ・リサイクル運動やマイバッグ運動の展開 

 ・弁護士や税理士との無料相談会の開催 

 ・学童農業体験の対応や受け入れ 

 ・農業体験ツアーの受け入れ 

 ・わがまち安全パトロールの実施 

 ・Ａコープ移動スーパーの運行 

（２）利用者ネットワーク化への取り組み 

 ・ＪＡ紀南杯ちゃぐりんバレーボール大会の

開催 

 ・ＪＡ紀南杯ゴルフコンペの開催 

 ・ＪＡ年金受給者グラウンドゴルフ競技大会

の開催 

 ・ＪＡ紀南旗争奪ちゃぐりん学童野球大会の

開催 

 ・アンパンマンこどもくらぶ会員の募集 

 ・カルチャー教室の開催（ギター・ヨーガ） 

 ・女性大学や農業塾の開催 

 ・おやこ・で・あぐりすくーる講座の開催 

（３）情報提供活動 

 ・広報誌「Ｋｉｎａｎ」の発行 

 ・コミュニティー誌「プリズム」の発行 

 ・ホームページ http://www.ja-kinan.or.jp 

 ・ＪＡ夢ネットによるメール配信 

 ・地元コミュニティー放送局との連携 

 

 

 

（４）店舗体制 

店舗名 
住  所 

電話番号 

ＡＴＭ

台数 

中央支所 
田辺市秋津町 7-1 

0739-22-3700 
2 

芳養谷支所
田辺市中芳養 1102-1 

0739-22-1832 
１ 

上秋津支所
田辺市上秋津 2010-3 

0739-35-0121 
１ 

三栖支所 
田辺市中三栖 770 

0739-34-0001 
１ 

新庄支所 
田辺市新庄町 672 

0739-22-6184 
１ 

東支所 
田辺市新万 4-4 

0739-24-7274 
２ 

田辺支所 
田辺市南新町 203 

0739-22-3994 
２ 

白浜支所 
西牟婁郡白浜町 1335-77 

0739-42-3467 
２ 

とんだ支所
西牟婁郡白浜町栄 723-3 

0739-45-0323 
１ 

朝来支所 
西牟婁郡上富田町朝来 1401-1 

0739-47-1370 
１ 

口熊野支所
西牟婁郡上富田町岩田 2430-1 

0739-47-3111 
１ 

鮎川支所 
田辺市鮎川 597-5 

0739-49-0224 
１ 

栗栖川支所
田辺市中辺路町栗栖川 76-1 

0739-64-0300 
１ 

日置支所 
西牟婁郡白浜町日置 21 

0739-52-2225 
１ 

すさみ支所
西牟婁郡すさみ町周参見 3938 

0739-55-2006 
１ 

串本支所 
東牟婁郡串本町串本 1735－77 

0735-62-3333 
１ 

信用店舗以外のＡＴＭ設置台数：24 台 

設置場所 
営農生活本部、紀南病院、稲成店、上芳養店、秋津川

店、長野店、芳養、富里店、三川店、市鹿野店、生馬、

市ノ瀬、佐本店、道の駅すさみ、和深、潮岬、大島、

Ａコープ（クックガーデン、デリシスいなり、熊野古

道ちかつゆ、あぜみち、アピア、たなみ、ヴァセオ） 

 



財務状況や事業に関する取り組み（半期開示項目） 

１．金融再生法開示債権(単体)                 (単位：百万円) 
債 権 区 分 平成３１年３月末 令和元年９月末 増 減 

破産更生債権および 

これらに準ずる債権 
４０４ ３８５ ▲１８

危 険 債 権 ３４４ ３３３ ▲１１

要 管 理 債 権  ９２ ９１ ▲０

正 常 債 権 ４６，７１８ ４４，６８１ ▲２，０３７

合     計 ４７，５６０ ４５，４９２ ▲２，０６８

注１．令和元年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 平成３１年３月末から令和元年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務者区分を変更しています。 

 ２．「破産更生債権およびこれらに準ずる債権」「危険債権」「正常債権」についての対象債権は、信

用事業与信額で、また「要管理債権」の対象債権は貸出金です。 

 ３．「破産更生債権およびこれらに準ずる債権」とは、自己査定における破綻先、実質破綻先のうち

信用事業に係る総与信（貸出金、貸付有価証券、債務保証見返、信用未収利息、信用仮払金）で

法的破綻等による経営破綻に陥っている債務者に対する債権です。 

 ４．「危険債権」とは、自己査定における破綻懸念先のうち信用事業に係る総与信で、経営破綻の状

況にはないが財政状況の悪化等により元本利息の回収ができない可能性の高い債権です。 

 ５．「要管理債権」とは、自己査定における要管理先のうち 3 か月以上延滞貸出金および貸出条件緩

和貸出金です。 

 ６．「正常債権」とは、上記２～５以外の信用事業に係る総与信です。 

 

２．単体自己資本比率 
平成３１年３月末 令和１年９月末（推計値） 

 度程％３１ ％９１．３１

注１．９月末の単体自己資本比率（推計値）は、平成３１年３月末の自己資本額・信用リスクアセッ

ト額・オペレーショナルリスク相当額を基準に、９月末までの資産増減から推計した信用リスク

アセット額を平成３１年３月末の信用リスクアセット額に加減し算出しています。 
 

３．信用事業における主要勘定の状況              (単位：百万円) 

 平成３０年９月末 平成３１年３月末 令和１年９月末 

貯     金 ２５４，７００ ２５３，０５６ ２６１，４２８

貸  出  金 ４７，５９２ ４７，５０７ ４５，４５３

預  け  金 １９０，５１１ １８７，４８７ １９９，１４８

有 価 証 券 １１，１１４ １１，９６９ １１，０９１

 

４ 有価証券等時価情報 

【有価証券】                          (単位：百万円) 

区    分 
平成３１年３月 令和１年９月 

取得価額 時 価 評価損益 取得価額 時 価 評価損益

売 買 目 的 － － － － － －

満期保有目的 ３，５００ ３，５７１ ７１ ２，９００ ２，９５３ ５３

そ の 他 ８，２１１ ８，４６９ ２５７ ７，８１６ ８，１９１ ３７４

合    計 １１，７１１ １２，０４１ ３２９ １０，７１６ １１，１４４ ４２８

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．取得価額は償却減価法適用後、減損処理前のものです。 


