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表

Ⅰ

重要な会計方針に係る事項に関する注記

１．資産の評価基準及び評価方法
（１）有価証券（株式形態の外部出資を含む）
①満期保有目的の債券：定額法による償却原価法
②その他有価証券
時価のないもの：移動平均法による原価法
（２）棚卸資産
購買品・・・総平均法による原価法 （収益性の低下による簿価切下げの方法）

２．固定資産の減価償却の方法
（１）有形固定資産
定率法を採用しています。ただし、平成 10 年 4 月 1 日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）
並びに平成 28 年 4 月 1 日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用していま
す。
（２）無形固定資産
定額法を採用しています。

３．引当金の計上基準
（１）貸倒引当金
貸倒引当金は、あらかじめ定めている「資産査定要領」及び「貸倒償却及び貸倒引当金の計上要領」
に則り、次のとおり計上しています。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という。）に係る債
権及びそれと同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」という。）に係る債権については、債権額か
ら、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しています。
また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以
下「破綻懸念先」という。）に係る債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回
収が可能と認められる額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断して必要と認め
られる額を計上しています。
上記以外の債権については、主として今後１年間の予想損失額又は今後３年間の予想損失額を見込ん
で計上しており、予想損失額は、１年間又は３年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率等の過去の一定
期間における平均値に基づき 損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、資産査定部署が資産査定を実施し、当該部署から独
立した査定監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っています。
（２）賞与引当金
職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当期負担分を計上しています。
（３）退職給付引当金及び前払年金費用
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当期 末
に発生していると認められる額を計上しています。なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、
退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しています。
（４）役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えて、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しています。
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４．消費税及び地方消費税の会計処理の方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。

５．計算書類に記載した金額の端数処理の方法
記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しており、金額千円未満の勘定科目については「０」で表示
をしています。

６．表示方法の変更に関する注記
農業協同組合法施行規則の改正に伴い、損益計算書に各事業ごとの収益及び費用を合算し、各事業相互
間の内部損益を除去した「事業収益」「事業費用」を損益計算書に表示しています。
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Ⅱ

貸借対照表に関する注記

１．資産に係る圧縮記帳額を直接控除した額
国庫補助金等の受入れにより有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額は 1,475,846 千円で
あり、その内訳は次のとおりです。
建物 241,535 千円
機械及び装置等 1,234,311 千円

２．担保に供している資産
担保に供した資産等は次の通りです。
・担保に供している資産
預金
・担保資産に対応する債務
為替決済に係る債務

102,100 千円
2,250,000 千円

３．リスク管理債権の合計額及びその内容
貸出金のうち､破綻先債権額は 322 千円､延滞債権額は 223,805 千円です｡
なお､破綻先債権とは､元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本
又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行っ
た部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和 40 年政令第 97 号）
第 96 条第 1 項第 3 号のイからホまでに掲げる事由又は同項第 4 号に規定する事由が生じている貸出金です。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であっ て、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図
ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金です。
貸出金のうち、3 か月以上延滞債権はありません｡
なお､3 か月以上延滞債権とは､元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から 3 か月以上遅延している貸出
金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものです｡
貸出金のうち､貸出条件緩和債権額はありません｡
なお､貸出条件緩和債権とは､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 い猶 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 破綻 先債 権､延
滞債権及び 3 か月以上延滞債権に該当しないものです｡
破綻先債権額､延滞債権額､3 か月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は 224,128 千円です｡
なお､上記に掲げた債権額は､貸倒引当金控除前の金額です｡

４．土地再評価の方法等
「土地の再評価に関する法律」（平 成 10 年 3 月 31 日公布法律第 34 号）及び「土地の再評価に関する法
律の一部を改正する法律」（平成 11 年 3 月 31 日公布法律第 24 号）に基づき、事業用の土地の再評価を行
い、再評価差額については、当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負
債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しています。
再評価を行った年月日
平成 12 年 3 月 31 日
再評価を行った土地の当事業年度末における時価の合計額が再評価後の帳簿価格の合計額を下回る金額
862,664 千円
同法律第 3 条 3 項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令（平成 10 年 3 月 31 日公布政令第 119 号）第 2 条第 3 号に定める当該
事業用土地について、地方税法第 341 条第 10 号の土地課税台帳又は同条第 11 号の土地補充課税台帳に登
録されている価格（固定資産税評価額）に合理的な調整を行って算出しました。
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Ⅲ

損益計算書に関する注記

１．減損会計に関する事項
（１）グルーピングの方法と共用資産の概要
当ＪＡでは、管理会計を行う単位を基礎としてグルーピングを実施した結果、営業店舗については支
店・事業所ごとに、また、業務外固定資産（遊休資産と賃貸固定資産）については、各固定資産をグルー
ピングの最小単位としています。
本店、営農生活センター、選果場、とれたて広場、デイサービスセンター、土壌分析事務所については、
独立したキャッシュ・フローを生み出さないものの、他の資産グループのキャッシュ・フローの生成に寄
与していることから、共用資産と認識しております。
（２）減損損失を計上した資産または資産グループに関する事 項
①当該資産または資産グループの概要
当期に減損損失を計上した固定資産は、以下の通りです。
場 所
用 途
種 類
その他
美里給油所
遊休資産
土地
業務外固定資産
旧大崎支店
遊休資産
土地
業務外固定資産
旧プライスカット海南下津店
遊休資産
土地
業務外固定資産
旧加茂支店
賃貸資産
土地
賃貸固定資産
下津キウイ選果場
遊休資産
土地
業務外固定資産
②減損損失を認識するに至った経緯
場 所
減損損失を認識するに至った経緯
美里給油所
現在遊休状態にあり土地の時価が下落したため、帳簿価額を回収
旧大崎支店
可能価額まで減額した。
旧プライスカット海南下津店
旧加茂支店
賃貸資産でありキャッシュフローを見積もった結果、帳簿価額を
回収可能価額まで減額した。
下津キウイ選果場
売却予定地である為、帳簿価額を売却予定額まで減額した。
③減損損失の金額及び主な固定資産の種類ごとの当該金額の内訳
場 所
減損損失の金額
種類ごとの内訳
美里給油所
12 千円 （土地）
12 千円
旧大崎支店
688 千円 （土地）
688 千円
旧プライスカット海南下津店
13 千円 （土地）
13 千円
旧加茂支店
737 千円 （土地）
737 千円
下津キウイ選果場
40,273 千円 （土地）
40,273 千円
④回収可能価額の算定方法
（回収可能価額が正味売却価額である資産グループ）
場 所
時価の算出方法
美里給油所
旧大崎支店
土地の時価は、固定資産税評価額に基づき算出しております。
旧プライスカット海南下津店
旧加茂支店
下津キウイ選果場
土地の時価は、売却予定額に基づき算出しております。

２．事業別収益・事業別費用の内部取引の処理方法に関する追加情報の注記
（追加情報）
当組合は、事業別の収益及び費用について、事業間取引の相殺表示を行っておりません。よって、事業
別の収益及び費用については、事業間の内部取引も含めて表示しております。
ただし、損益計算書の事業収益、事業費用については、農業協同組合法施行規則に従い、各事業間の内
部損益を除去した額を記載しております。
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Ⅳ

金融商品に関する注記

１．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当ＪＡは組合員や地域から預かった貯金を原資に、組合員や地域の団体などへ貸出し、残った余裕金
は基本的に和歌山県信用農業協同組合連合会へ預けているほか、国債など債券等の有価証券による運用
を行っています。
（２）金融商品の内容及びそのリスク
当ＪＡが保有する金融資産は、主として当ＪＡ管内の組合員等に対する貸出金及び有価証券であり、
貸出金には、貸出先等の財務状況の悪化等によりもたらされる信用リスクがあります。
また、有価証券は、主に債券であり、満期保有目的で保有しています。これらには発行体の信用リス
ク、金利及び市場価格の変動リスクがあります。
（３）金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク管理：信用リスクとは、信用供与先の財務状況等の悪化等により、資産（オフ・バラ
ンスを含む。）の価値が減少ないし消失し、金融機関が損失を被るリスクのことです。
当ＪＡは、個別の重要案件又は大口案件については理事会において対応方針を決定しています。
また、通常の貸出取引については、本店に融資審査担当者を設置し、各支店と連携を図りながら与信
審査を行っています。一方、資産及び財務の健全化を図るため、不良債権の管理・回収を徹底すると
ともに、資産の自己査定の厳正な実施と、その結果に基づく適正な償却・引当に努めています。
② 市場リスク管理：市場リスクとは、金利、為替、株式等の様々な市場のリスク・ファクターの変
動により、資産・負債（オフ・バランスを含む。）の価値が変動し、損失を被るリスク、資産・負債
から生み出される収益が変動し損失を被るリスクのことで、主に金利リスク、価格変動リスクなどを
いいます。
金利リスクとは、金利変動に伴い損失を被るリスクで、資産と負債の金利又は期間のミスマッチが
存在している中で金利が変動することにより、利益が低下ないし損失を被るリスクをいいます。また、
価格変動リスクとは、有価証券等の価格の変動に伴って資産価格が減少するリスクのことです。
当ＪＡでは、有価証券運用に係るこれらのリスクに対応し、収益と財務の安定化を図るため、余裕
金 運用規 程の制 定や理事会 におけ る運用 方針の決定 などを 通じ余 裕金運用の 適正化 に努め るとと も
に、ＡＬＭ委員会の設置・運営などを通じ、資産と負債の総合管理を基本に 、金融情勢の変化に機敏
に対応できる柔軟な財務構造の構築に努めています。
③ 市場リスクに係る定量的情報：当ＪＡで保有している金融商品はすべてトレーディング目的以外
の金融商品です。
当ＪＡにおいて、主要なリスク変数である金利リスクの影響を受ける主な金融商品は、
「預金」
「貸
出金」「貯金」及び「借入金」です。
当ＪＡでは、これらの金融資産及び金融負債について、期末後１年程度の金利の合理的な予想変
動幅を用いた経済価値の変動額を、金利変動リスクの管理にあたっての定量的分析に利用しています。
金利以外の全てのリスク変数 が一定であると仮定し、当期末現在、指標となる金利が 0.01％変動
したものと想定した場合には、経済価値の減少はないものと把握しています。
当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提としており、金利とその他のリスク変
数の相関を考慮していません。
また金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、算定額を超える影響が生じる可
能性があります。
なお、経済価値変動額の計算において、分割実行案件にかかる未実行金額についても含めて計算
しています。
④ 資金調達にかかる流動性リスク管理：流動性リスクとは、 運用と調達のミスマッチや予期せぬ資
金の流出により、必要な資金確保が困難になる、又は通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀
なくされることにより損失を被るリスク（資金繰りリスク）及び市場の混乱等により市場において取
引ができないため、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされることにより損失を被るリ
スク（市場流動性リスク）のことです。
当ＪＡでは、これらのリスクに対応するため、運用・調達に係る月次の資金計画の策定や余裕金
運用方針の策定等を通じ、流動性の確保に努めています。
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（４）金融商品の時価等に関 する事項についての補足説明
金融商品の時価（時価に代わるものを含む）には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額（これに準ずる価額を含む）が含まれています。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることも
あります。

２．金融商品の時価に関する事項
（１）金融商品の貸借対照表計上額及び時価等
当期末における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりです。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、次表には含めず（３）に記載
しています。
（単位：千円）
科目
貸借対照表計上額
時価
差額
預金
113,234,453
113,239,454
5,000
有価証券
2,050,218
2,087,365
37,146
満期保有目的の債券
2,050,218
2,087,365
37,146
貸出金
10,454,479
貸倒引当金（※１）
▲102,465
貸倒引当金控除後
10,352,013
10,438,014
86,000
資産計
125,636,686
125,764,834
128,148
貯金
129,894,897
129,914,528
19,630
（※１）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しています。
（２）金融商品の時価の算定方法
【資産】
①預金：満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ
ています。満期のある預金については、期間に基づく区分ごとに、リスクフリーレートである円Ｌｉ
ｂｏｒ・スワップレートで割り引いた現在価値を時価に代わる金額として算定しています。
②有価証券：債券は取引所の価格又は取引金融機関等から提示された価格によっています。
③貸出金：貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用
状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから 当該帳簿価額によ
っています。
一方、固定金利によるものは、貸出金の種類及び期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額をリス
クフリーレートである円Ｌｉｂｏｒ・スワップレートで割り引いた額から貸倒引当金を控除して時価
に代わる金額として算定しています。
また、延滞の生じている債権・期限の利益を喪失した債権等について帳簿価額から貸倒引当金を控
除した額を時価に代わる金額としています。
なお、分割実行案件で未実行がある場合には、未実行額も含めた元利金の合計額をリスクフリーレ
ートである円Ｌｉｂｏｒ・スワップレートで割引いた額 に、帳簿価額に未実行額を加えた額に対する
帳簿価額の割合を乗じ、貸倒引当金を控除した額を時価に代わる金額として算出しています。
【負債】
①貯金：要求払貯金については、決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしてい
ます。また、定期貯金については、期間に基づく区分ごとに、将来のキャッシュ・フローをリスクフ
リーレートである円Ｌｉｂｏｒ・スワップレートで割り引いた現在価値を時価に代わる金額として算
定しています。
（３）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、これらは（１ ）の金
融商品の時価情報には含まれていません。

科目
外部出資

（単位：千円）
貸借対照表計上額
5,124,227
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（４）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
（単位：千円）
4 年超
科目
1 年以内
5 年超
5 年以内
預金
113,234,453
有価証券
600,000
600,000
600,000
250,000
満期保有目的の債券
600,000
600,000
600,000
250,000
貸出金（※1,2）
2,296,511
734,024
682,014
550,130
475,409
5,654,422
合 計
116,130,964
1,334,024
1,282,014
800,130
475,409
5,654,422
（※１）貸出金のうち、当座貸越 567,825 千円については「１年以内」に含めています。 また、期限
のない場合は「５年超」に含めています。
（※２）貸出金のうち、３カ月以上延滞債権・期限の利益を喪失した債権等 61,967 千円は償還の予定が
見込まれないため、含めていません。
1 年超
2 年以内

2 年超
3 年以内

3 年超
4 年以内

（５）その他の有利子負債の決算日後の返済予定額
（単位：千円）
1 年超
2 年超
3 年超
2 年以内
3 年以内
4 年以内
貯金（※１）
124,824,398
2,914,128
1,866,391
148,843
（※１）貯金のうち、要求払貯金については「１年以内」に含めています。
科目

1 年以内
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4 年超
5 年以内
109,462

5 年超
31,673

Ⅴ

有価証券に関する注記

（１）有価証券の時価及び評価差額
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。
① 満期保有目的の債券で時価のあるもの
満期保有目的の債券において、種類ごとの貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、
次のとおりです。
（単位：千円）
貸借対照表
種
類
時 価
差 額
計上額
時価が貸借対照表計上額を
国 債
2,050,218
2,087,365
37,146
超えるもの
合
計
2,050,218
2,087,365
37,146
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Ⅵ

退職給付に関する注記

１．退職給付に関する事項
（１）採用している退職給付制度
職員の退職給付にあてるため、退職給与規程に基づき、退職一時金制度を採用しています。また、この
制度に加え、同規程に基づき退職給付の一部にあてるため、ＪＡ共済連との契約に基づく確定給付企業年
金制度と、全国農林漁業団体共済会との契約によるＪＡ退職金共済制度を採用しています。
なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債
務とする方法を用いた簡便法を適用しています。
（２）退職給付引当金及び前払年金費用の期首残高と期末残高の調整表
期首における前払年金費用
42,079 千円
退職給付費用
37,887 千円
退職給付の支払額
▲20,990 千円
確定給付企業年金制度への拠出金
▲43,725 千円
期末における前払年金費用
68,907 千円
（３）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用
の調整表
退職給付債務
1,070,599 千円
確定給付企業年金制度
▲985,029 千円
特定退職共済制度
▲154,477 千円
前払年金費用
68,907 千円
（４）退職給付に関する損益
勤務費用（退職給付引当金繰入額）
臨時に支払った割増退職金
退職給付費用計

37,887 千円
15,061 千円
52,948 千円

２．特例業務負担金の拠出額及び将来見込額
人件費（うち福利厚生費）には、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るた
めの農林漁業団体共済組合法等を廃止する等の法律附則第 57 条に基づき、旧農林共済組合（存続組合）
が行う特例年金等の業務に要する費用に充てるため拠出した特例業務負担金 14,855 千円を含めて計上し
ています。
なお、同組合より示された令和 2 年 3 月現在における令和 14 年 3 月までの特例業務負担金の将来見込
額は、177,768 千円となっています。
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Ⅶ

税効果会計に関する注記

（１）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳等
繰延税金資産及び繰延税金負債の内訳
繰延税金資産
貸倒引当金超過額
19,990 千円
役員退職慰労金
10,504 千円
賞与引当金
11,745 千円
未払費用否認額
4,108 千円
減損損失（土地）
1,883 千円
減損損失（建物）
20,528 千円
資産除去債務
16,533 千円
その他
11,370 千円
（繰延税金資産小計）
96,666 千円
評価性引当額
▲ 55,339 千円
繰延税金資産合計（Ａ）
41,326 千円
繰延税金負債
資産除去債務（固定資産）
2,707 千円
前払年金費用
19,059 千円
繰延税金負債合計（Ｂ）
21,766 千円
繰延税金資産の純額（Ａ）－（Ｂ）
19,559 千円
（２）法定実効税率と法人税等負担率との差異の主な原因
法定実効税率
27.66％
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目
1.07％
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 ▲9.23％
住民税等均等割等
2.25％
評価性引当額の増減
▲6.35％
その他
▲0.50％
税効果会計適用後の法人税の負担率
14.88％
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Ⅷ

その他の注記

１．貸借対照表に計上している以外の資産除去債務
当ＪＡは、海南東支店・しもつ選果場等の施設に関して、不動産賃貸借契約に基づき、退去時における
原状回復に係る債務を有していますが、当該施設は当ＪＡ が事業を継続する上で必須の施設であり、現時
点で除去は想定していません。また、移転が行われる予定もないことから、資産除去債務の履行時期を合
理的に見積もることができません。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上していません。
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