
JA水郷つくば 2019上半期

※ 本冊子は令和元年度上期（平成31年2月1日～

令和元年7月31日）におけるJA水郷つくばの情報に

ついて掲載しています。

※ 記載した金額は、表示単位未満を切り捨て表示

していますので、合計と合致しない場合があります。

※ 金額については、0円の場合は「-」、表示単位

未満の端数がある場合は「0」で表示しています。

平成31年2月1日から令和元年7月31日
ディスクロージャー誌
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JA水郷つくば 活動報告

れんこんバームクーヘン（抹茶・黒糖）・れんこんめん・れんこんパウダー・
れんこんチップス等を出展し海外への販路拡大に努めています。

バンコク・シンガポールで加工品の販売促進

欧州で高まりつつある白米需要に向けて英国へ輸出

グローバルな販売に対応すべく、海外へのＰＲを
行って参りました。

管内コシヒカリを1袋5K詰めにして出荷し日本食販売店やネット販売しま
す。欧州への輸出にむけた取り組みも強化しています。

－１－



正組合員の農業資金融資に対応

ＪＡの総合事業機能を発揮して生産拡大を支援し
て参りました。

各種制度資金等にも積極対応し、担い手への支援を
実施して参りました。

外国人技能実習制度を活用した生産力拡大支援

カンボジア・タイ・中国の外国人実習生受入による
労働力支援を行いました。

現地研修や面接を実施し、実習生受入に努めています。

－２－



地元小学生へ食育活動を行いました。

管内イベントに積極的に参加しました。

食育活動を通じ、地域活性化に向けて協力してお
ります。

管内小学生児童を対象にサツマイモ苗の植え付けや、田植え体験教室を開
催しました。食育活動を通じ食に対する関心や感謝の気持ちを育んでもらうよ
う努めています。

霞ヶ浦マラソンへ出店して日本一のレンコン産地をＰＲしました。また、クリーン
作戦にも参加し、地域の美化活動へ貢献しました。

－３－
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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 1月末 令和元年 7月末 増減 

破産更生債権および 

これらに準ずる債権 

172 304 

 

132 

危 険 債 権 8 305 297 

要 管 理 債 権 － 28 28 

正 常 債 権 8,960 48,543 39,583 

合 計 9,141 49,181 40,040 

   

２ 単体自己資本比率(新ＢＩＳ基準適用) 

平成 31年 1月末 令和元年 7月末 

11.21％ 11．27％ 

   

３ 主要勘定の状況 

(単位：百万円) 

 平成 30年 7月末 平成 31年 1月末 令和元年 7月末 

貯金 62,505 62,849 240,680 

貸出金 9,546 9,105 49,102 

預け金 52,573 53,195 190,489 

有価証券 308 311 1,593 

 

４ 有価証券等時価情報 

(単位：百万円) 

種類 平成３１年１月末 令和元年 7月末 

 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    1,290 1,343 52 

その他 298 311 12 302 323 20 

合 計 298 311 12 1,593 1,666 72 

 

                           

 

※ 平成 30年 7月末、平成 31年 1月末の数値は旧 JA竜ケ崎の数値にな

ります。 
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       Ⅰ．自己査定債務者区分、金融再生法債権区分、ディスクロージャーリスク管理債権の関係 

 

○自己査定における債務者区分との比較 

 定義 対象債権 留意事項 

自己査定債務者区分 (破綻先、実質破綻先、破綻懸念先、要注意先

のうち要管理先、その他要注意先、正常先) 

総与信  

金融再生法債権区分 開示を目的   

 破産更生債権及びこれら

に準ずる債権 

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 

信用与信 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、外国為替、債務保

証見返、信用未収利息、信用仮払金） 

危険債権 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 

信用与信 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 

要管理債権 ３か月以上延滞貸出債権および条件緩和貸出

債権 

貸出金 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 

正常債権 上記以外 信用与信 上記以外の信用事業に係る総与信 

リスク管理債権 開示を目的   

 破綻先債権 未収利息不計上貸出金のうち法的破綻等して

いる先 

貸出金 自己査定における破綻先の貸出金 

延滞債権 未収利息不計上先で破綻先債権、条件緩和債

権以外の先 

貸出金 税務上の６か月以上延滞貸出金のほか、未収利息不計上

貸出金として破綻懸念先を開示(拡大解釈) 

３か月以上延滞債権 元本、利息の支払が３か月以上延滞している

貸出債権 

貸出金 自己査定における要管理先債権のうち３か月以上延滞

貸出金 

条件緩和債権 条件緩和した貸出債権(上記以外の債権) 貸出金 自己査定における要管理先債権のうち条件緩和貸出金 
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各債権額のイメージ図 

   自己査定債務者区分             金融再生法債権区分             リスク管理債権 

   （総与信ベース）         (信用事業与信額ベース、要管理債権は貸出金元金）        （貸出金元金ベース） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

破綻先（総与信） 

実質破綻先(総与信) 

破綻懸念先 

(総与信) 

要管理先 

(総与信) 

その他要注意先 

(総与信) 

要
注
意
先 

正常先(総与信) 

破産更生債権及びこれらに

準ずる債権(信用事業与信) 

危険債権 

(信用事業与信額) 

要管理債権 

(貸出金) 

正常債権 

(信用事業与信額) 

破綻先(貸出金) 

延滞債権(貸出金) 

 (税務上の延滞) 

 

 (拡大解釈不計上貸出分) 

３か月以上延滞債権(貸出金) 

条件緩和債権(貸出金) 

３か月以上延滞貸
出金または条件緩
和貸出金以外の他
の貸出金および貸
出金以外の債権 

延滞債権の要件である未収利息不
計上貸出金とは、事務ガイドライ
ンで税務要件に従い未収利息不計
上とした貸出金とされているが、
当局の検査で、事務ガイドライン
の解釈を拡大し、未収利息不計上
とした貸出金では原則延滞債権で
開示するよう求められるケースが
あり、この拡大解釈を前提として
イメージ図を作成している。 

差 

差 

差 

差 

総 与 信 と
貸 出 金 元
金の差 

差 

差 

差 

経済未収金等信
用事業以外の債
権 


