
　    平成２７年８月に支店等の統廃合を行いました。 　　当ＪＡは、事業活動を通じて地域社会の一員としてより良い地域社会づくりに積極的に

    ご利用のみなさまには大変なご不便をお掛けしてしておりますが、 　参加し、地域のみなさまとのふれあいを大切にしています。

    今後ともＪＡこまちへのご理解とご協力をお願い申し上げます。 （１）文化的・社会的貢献

　　①産業祭等各種農業関連イベントや地域活動への協賛・後援

　　　　各地区でのＪＡまつり等を開催し地域のみなさまとふれあいを大切にしています。

　　　また地区行事へも積極的に参加・協賛しています。

　　②高齢者福祉活動への取組み（居宅介護支援事業・訪問介護事業・通所介護事業・小規

　　　模多機能型居宅介護事業・福祉用具貸与事業・行政受託事業）

　　　　介護相談援助・生活援助・身体介護等社会のニーズに応えるべく、ＪＡらしさを生

　　　かした高齢者福祉事業に取り組んでおります。

　　③農業用廃プラスチック・残存農薬の回収

　　　　環境汚染問題の取り組みとして農業用廃プラスチック・残存農薬の回収を積極的に

　　　行っています。

　　④年金相談会の開催

　　　　年金に関する相談会を定期的に開催しています。

　　⑤小中学校を対象としたポスターコンクールの開催

　　　　小学生、中学生を対象にＪＡ全共連主催のポスターコンクールに参加、文化や芸術

　　　の意識高揚に努めています。

　　⑥農業体験学習の開催

　　　　各地で青年部員やＪＡ役職員が次世代を担う子供を対象に農業体験学習会を開催、

　　　作る苦労や収穫の喜びを実際に体験してもらい農業への理解を深める運動を展開して

　　　います。

（２）利用者ネットワーク化への取り組み

　　①グラウンドゴルフ・ゲートボール大会等の開催（各地区年金友の会）

　　　　各地区の年金友の会主催によるグラウンドゴルフ・ゲートボール大会等を開催し、

　　　会員相互の親睦を深めています。またグラウンドゴルフ大会の上位入賞者は全県大会

　　　に参加するなど、管内のみならず他ＪＡの年金友の会の会員とも交流を図っています。

　　②助けあい組織の活動

　　　　各地区ミニデイサービス等を実施し地域と密着した活動を行っています。

（３）情報提供活動

　　①広報誌「こまち」を定期（約10,000部）発行

　○お取扱い業務内容 　　　　管内の出来事やＪＡ情勢、農作業管理情報などを定期情報として提供しています。

　　  普通貯金のご入金・ご出金を行います。 　　②インターネットを通じた情報の提供

　　　 ・通帳と印鑑での通常取引 　　　　ホームページ（http://ja-komachi.jp）を通じて組合の紹介をはじめイベント情報、

 　　　・キャッシュカードでの取引 　　　農産物情報等を提供しています。また携帯端末からも閲覧可能になっています。

 　　　・市町村税（ＪＡこまち管内）、県税 　　③支店だよりの発行

　　　 ・公共料金のお支払 　　　　中央・南部・西部総合支店では、組合員向けに地域の情報等を提供しています。

　　　 ・定期積金の掛込

 ※ご出金限度額はお一人様１日２０万円までとさせていただきます。

   ご不明な点は各支店窓口までお問い合わせください。

　　　本店　貯金運用課 ℡　0183-78-2223

　　　中央総合支店 ℡　0183-78-2222

　　　東部総合支店 ℡　0183-42-2104

　　　東成瀬支店 ℡　0182-47-2131

　　　南部総合支店 ℡　0183-52-2105

　　　西部総合支店 ℡　0183-62-1375
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 こまがたフルーツセンター駐車場内

場所

 旧秋ノ宮出張所駐車場内

 樋渡秀夫様宅前駐車場

 旧三輪支店駐車場内

 ゆるるん駐車場内

 まるごと自然館駐車場内

 旧山田出張所駐車場内

 ほっと館駐車場内

 高瀬ケアセンター駐車場内

 ポプラ館駐車場内
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支店等統廃合のお知らせ Ⅲ  文化的・社会的貢献に関する活動

走る金融移動店舗車「こまちゃん号」の運行案内
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　当ＪＡは、湯沢市、羽後町（三輪、西馬音内、田代、仙道）、東

      　日頃より、みなさまには格別のご愛顧をいただき、厚くお礼 成瀬村を事業区域として、農業者を中心とした地域住民の方々が組

      申しあげます。 合員となって、相互扶助を共通の理念として運営される協同組織で （注）９月末の自己資本比率（推計値）は、平成２７年３月

      　ＪＡこまちは、組合員、地域住民のみなさまの大切な財産を あり、地域農業の活性化に資する地域金融機関です。 　　末の自己資本額、オペレーショナル・リスク相当額を基

      お預かりし、地域社会の発展と組合員、地域住民のみなさまの 　当ＪＡは、地域の一員として、農業の発展と健康で豊かな地域社 　　準に、９月末までの資産増減から推計した信用リスク・

      豊かな暮らしの実現に向け「ＪＡバンク会員」の一員として経 会の実現に向けて、事業活動を展開しています。また、ＪＡの総合 　　アセット増減額を平成２７年３月末の信用リスク・アセ

      営の「透明性」･「安全性」･「健全性」を高めながら事業運営 事業を通じて各種金融機能・サービス等を提供するだけでなく、地 　　ット額に加減し算出しています。

      に取り組んでおります。 域の協同組合として助けあいを通じた社会貢献に努めています。

      　今後も経営理念に基づき、地域貢献等の取組み、情報開示を

      通じて経営の健全性と透明性を高め、組合員、地域住民のみな

      さまの負託にこたえられるよう、役職員一丸となって努力して 　組合員をはじめ地域のみなさまからお預 （単位：百万円）

      まいりますので、なお一層のご理解とご協力を賜りますよう、 かりしている貯金・定期積金等の残高は、

      よろしくお願い申しあげます。 平成２７年９月末で５０７億２百万円とな

っております。貯金の商品は、当座性貯金

平成27年11月 こまち農業協同組合 （総合・普通他）から定期性貯金（定期貯

代表理事組合長　井上　善蔵 金・定期積金）など各種目的・期間・金額 平成２７年９月末現在

に合わせてご利用いただいております。

　経営理念

　　「 地域をまもり　　人と人との命を慈しむ 　資金を必要とする地域の組合員のみなさ （単位：百万円）

　　　　　　　　物心豊かな　　雄湯郷づくりを目指します 」 まや公共団体等へ貸出をしている残高は、

平成２７年９月末で１３２億３５百万円と

　概　要（平成２７年９月３０日現在） なっております。貸出金の商品は、住宅ロ

 　　出　資　金　…………………………         ３，０７８百万円 ーン、マイカーローン等の各種ローンから

 　　貯　　　金　…………………………      ５０，７０２百万円 農業者向けの制度資金等各種取り揃えてお

　 　貸　出　金　…………………………      １３，２３５百万円 りますので、目的に合わせてご利用いただ 平成２７年９月末現在

 　　組 合 員 数　………………………… 　　     １０，２７１名 けます。

　 　役　員　数　………………………… 理事 ２７名　監事 ６名

　 　職　員　数　…………………………　　            　３６４名

（注）平成２７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２７年３月末時点の債権額を基準と

　　して、平成２７年９月末時点の残高に修正しています。

　２．平成２７年３月末から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月末時点での状況に基づ

　　き債権区分を変更しています。

（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．帳簿価額は償却原価法適用前、減損処理前のものです。
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ご あ い さ つ
Ⅰ 地域貢献に関する取り組み ２ 単体自己資本比率

◇地域からの資金調達の状況◇

◇地域への資金供給の状況◇

Ⅱ  財務状況や事業に関する開示項目
１ 金融再生法開示債権（単体）

【債権区分】

「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

務者に対する債権及び

これらに準ずる債権

「危険債権」

経営破綻の状況には

ないが、財政状況の悪

化等により元本及び利

息の回収ができない可

能性の高い債権

「要管理債権」

３か月以上延滞貸出

債権及び貸出条件緩和

貸出債権

「正常債権」

上記以外の債権

【自己資本比率】

自己資本比率は、貸

出残高、保有有価証

券などの総資産に占

める資本金、引当金

など内部資金の割合

であり、国内業務に

特化した銀行の最低

基準である４％を維

持することが求めら

れています。

３ 主要勘定の状況
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４ 有価証券等時価情報
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