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は じ め に 

 
 

日頃、皆さまには格別のご愛顧をいただき厚く御礼申し上げます。 

  ＪＡおおいたは、ＪＡバンクの一員として、情報開示を通じ経営の透明性を高めると

ともに、当ＪＡに対するご理解を一層深めていただくために、当ＪＡの信用事業の内容

や組織概要、経営の内容などについて、利用者のためにわかりやすくまとめた「事業の

ご案内」（半期ディスクロージャー誌、令和 4年 9月）を作成いたしました。 

  皆さまが当ＪＡの事業をさらにご利用いただくための一助として、是非ご一読いただ

きますようお願い申し上げます。 

  今後とも一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。 

 

（注）記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しているため、各項目の合計金額や差引金額

と一致しない場合があります。また、金額が単位未満の科目については「 0 」で表

示し、期末に残高がない科目については「 － 」で表示しています。 

 

令和 4年 9月 大分県農業協同組合 

 

 

ＪＡおおいたのプロフィール 
（令和 4年 9月末現在） 

 

(1)設立              2008（平成 20）年 6月 

(2)本店所在地           大分市花園三丁目 2番 10号 

(3)組合員数            104,415人（令和 4年 3月末  105,454人） 

うち正組合員      53,244人 （  〃      54,041人） 

うち准組合員      51,171人 （  〃      51,413人） 

(4)役員数                47人 

 (5)職員数              1,942人 

(6)出資金           8,799,405千円（令和 4年 3月末 8,925,888千円） 

うち処分未済持分  △142,075千円（  〃       △152,214千円） 
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１．経営理念 

 

合併メリットを最大限発揮し、健全な経営の基に、組合員の営農と生活の向上を図り、その活

動を通じて地域社会に貢献します。 

 

〔基本理念〕 

● 組合員の声を反映し、サービス向上につながる運営をします。 

● 組合員の農業所得向上を図るための販売力の向上や生産流通コストを縮減します。 

● 経済関連施設の計画的集約により、稼働率向上と運営コストを縮減します。 

● 内部統制機能を強化し、コンプライアンス重視の運営に努めます。 

● 効率的な人員配置と渉外体制の充実強化により、組合員サービスの維持・向上に努めます。 

● 健全な経営を図るため、不良債権処理と債権管理を強化します。 

● 自己資本の増強・資金量増大化を図り、様々な環境に対応できる財務基盤を確立します。 

 

 

２．経営方針 

 

〔基本方針〕 

１．組合員の要望に応える営農・販売・経済事業 

◇ 「充実した営農支援体制」を確立します。 

◇ 「高く売れる」販売戦略を展開します。 

◇ 各種経費の削減と価格競争力の強化に努めます。 

２．地域で安心して暮らせる生活事業 

◇ 専門性をもったきめ細やかなサービスを提供します。 

◇ 食育・スポーツ活動等の積極的展開によりＪＡファンづくりを展開します。 

◇ 女性部、青年部等を中心とした地域の活性化へ取り組みます。 

３．組合員の財産・生活を守る金融・共済事業 

◇ 高度な専門性をもった相談機能の強化に努めます。 

◇ 渉外員の充実と拡充による相談機能強化に努めます。 

◇ 迅速な対応を構築します。 

 

〔重点施策〕 

１．持続可能な農業の実現～「農業者の所得増大」「農業生産の拡大」を実現～ 

 有利販売による販売単価アップ、需要に応じた生産量の拡大、生産コストの引き下げ実施と、

営農経済事業を強化し、持続可能な農業を目指します。 

① マーケットインに基づく生産・販売強化 

実需者への直接販売の強化及び実需者との多様な契約方式による生産・販売体制の強化に

取り組みます。 

② 地域の実態に応じた持続可能な農業・農村の振興と政策の確立 

持続可能な農業生産の実現、地域・作目に応じた農業・農村の振興及び持続可能な農業・

農村に資する政策の確立・推進に努めます。 

③ 組合員参画による事業運営、営農・経済事業体制の構築 

組合員参画型の事業モデルの構築及び組合員参画を支える体制・職員づくりに取り組みま

す。 

④ 将来を見据えた多様な生産者の育成・支援対策の実施 

地域農業振興計画の策定と次世代総点検運動を通じた多様な次世代担い手の確保、担い手

経営体への対応強化及び多様な担い手への伴走支援に努めます。 

 

２．豊かでくらしやすい地域社会の実現～「地域の活性化」への貢献～ 

    総合事業・組合員組織活動の強みを活かし、組合員や地域住民が必要とする生活サービスを提

供する活動を展開することで、地域コミュニティの活性化・豊で暮らしやすい地域社会を目指し

ます。 
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① 生活インフラ機能の発揮 

店舗・サービスのあり方を踏まえた生活インフラ機能の発揮や事業収支改善に向けた体制

整備に努めます。 

② 連携強化による地域活性化 

新たな健康増進活動の展開に取り組みます。 

③ 「 食 」「 農 」「 地域 」「 ＪＡ 」 にかかる国民理解の醸成 

国消国産の意義等に関する国民理解醸成と「 なくてはならない・必要とされる JA 」 とい

う信頼と共感づくりに努めます。 

④ 「 ＪＡグループ広報戦略 」 にもとづくＪＡグループ大分一体となった情報発信の強化 

広報戦略にもとづくＪＡグループ一体となった情報発信、訴求対象の重点化及び広報戦略

に合致した広報手段の選定に取り組みます。 

 

  ３．協同組合としての役割発揮 

～組合員の「積極的な参加と利用（アクティブ・メンバーシップの確立）」の促進～ 

 自己改革の実践と組織の活性化を図り「食と農を基軸として地域に根差した協同組合」を確立

し、協同組合としての役割の発揮を目指します。 

① 組合員の拡大と「 アクティブ・メンバーシップ 」 の確立 

② 農業を応援する准組合員との接点強化と加入促進 

③ 正組合員の世代交代への対策支援 

④ 女性・青年の活躍推進 

⑤ 相談に関する対応とくらしの課題解決に向けての実践 

組合員の多様な類型に対応したメンバーシップ強化施策の実践と組合員の拡大に取り組み

ます。 

⑥ 協同組合としての人づくり 

⑦ 組織基盤の確立に向けた人づくり 

⑧ 経営基盤の強化に向けた人づくり 

協同組合運動者としての職員教育の強化、組合員組織・学習活動の担当者育成、経営者の

自己学習・相互研鑽、マネジメント力の向上等、専門性と総合力を発揮する人材の育成に取

り組みます。 

 

４．持続可能な経営基盤の確立・強化 

 組織基盤や将来の見通し等の状況を踏まえた、管理者の選考、施設・店舗の再構築、収支の改

善、経営管理の高度化を目指します。また、不祥事再発防止に向けた内部管理態勢の強化を目指

します。  

① 将来見通しを踏まえた経営計画の策定・見直し 

「 新改革プラン 」 及び 「 経営改善計画 （ 令和２年度～４年度 ）」 を着実に実践し、

組織基盤や収支の将来見通し ( 収支シミュレーション ) 等、当組合の状況を踏まえ収支の

改善・経営管理の高度化により、要改善ＪＡ指定 （ 経営点検基準 ） 解除へ取り組みます。 

② 経済事業の収益力向上に向けた実践 

総合事業の特性を活かした店舗・施設の再構築を図り、組合員・利用者サービスの強化並

びに営農経済事業・農業金融の充実に取り組みます。    

   ③ ガバナンス・内部統制の確立・実効性向上及び不祥事未然防止の取り組み 

「 会員の行動規範 」「 ＪＡバンク基本方針 」 の遵守、内部監査部門の強化、「 ＪＡ内

部統制確立に向けた重点化対策 」 による不祥事未然防止計画の実践に取り組みます。 

④ 事業計画に基づいた行動計画の策定 

本店主導による事業計画の策定や事業量拡大に向けた行動計画を策定します。（ 行動計画

に裏付けられた事業計画の実践 ） 

⑤ ＰＤＣＡ管理による行動・進捗管理の徹底 

利益責任を明確化し目標達成に向けたＰＤＣＡ管理の徹底 （ 迅速にＰＤＣＡサイクルを

まわすとともに、具体的行動計画に裏付けられた計画策定と実践 ） します。 

⑥ 自己改革の着実な実践と進捗管理 

組合員との対話と評価の把握をもとに自己改革の取組施策・見直しを行なうとともに、「 業
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績評価指標 （ ＫＰＩ ）」 を設定し、可能な限り数値化や 「 見える化 」 を図ります。 

⑦ 「 バーゼルⅢ 」 に対応できる自己資本の充実 

資本造成のための計画的増資と内部留保の確保や総合ポイント会員加入促進と合わせて組

合員加入促進運動を行います。 

⑧ 不良債権管理の徹底 

延滞債権回収のＰＤＣＡサイクルの確立と系統サービサーを活用した債権管理体制の強化

及び長期固定化債権の流動化を図ります。 

⑨ リスク管理体制の強化と不祥事未然防止の徹底 

「 新改革プラン 」 及び 「 業務改善計画 」 を着実に実践し、内部管理態勢の充実・強

化によりレベル格付指定 （ 不祥事基準 ） 解除へ取り組みます。 

 

５．新改革プラン（再発防止策）の取り組み 

第三者委員会の調査結果及び提言等を踏まえて、令和２年に策定している「改革プラン」に、

ガバナンス・機構改革、組織風土改革、不祥事再発防止、収支・財務改善にかかる取組項目を強

化・新設した、「新改革プラン（再発防止策）」を実践します。 

 

３．地域貢献情報 

 

１．社会貢献活動 

（１） 環境負荷に配慮した安全・安心な農産物づくりの徹底 

農薬の適正使用と生産履歴帳の徹底、残留農薬自主検査の実施、JGAP（農業生産工程管理）指

導員等の育成に取り組んでいます。 

 

（２） 「こころ」「からだ」「つながり」を軸とした健康増進活動の展開 

厚生連等と連携し、広報誌 JOIN 等での健康情報の掲載や厚生連等から講師を招いて、女性部員等を

対象とした健康教室等を実施しています。 

 

（３） 地域清掃活動の実施 

県下一斉「JAおおいたクリーンクリーン活動」を実施し、地域清掃活動に取り組んでいます。 

 

２．地域貢献情報 

（１） 地域貢献活動の実施 

 ① 地域貢献活動「１店舗１協同活動」の実施に取り組んでいます。 

 ② 新型コロナウイルス感染状況を見極め、対策を講じたうえで生産部会や女性部・青壮年部等 

の組織・組合・地域住民の交流の場となるJAまつり等のイベントを実施しています。 

 ③ 正組合員・准組合員・地域住民との「農」に基づく接点の強化に取り組んでいます。 

 

（２） 広報活動 

組合員向けＪＡ広報誌「ＪＯＩＮ」の定期発行（毎月１回）や地域住民向けコミュニティ紙「Hodge Podge

（ハッジパッジ）」を年2回発行しています。また、大分県農業・農畜産物のPRを行う独自テレビ番組「ハ

ッジパッジTV」を制作しています。 
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４．信用事業のご案内 

（１）業務の内容 

１．主な事業の内容 

（１）信用事業 

信用事業は、貯金、貸出、為替などいわゆる銀行業務といわれる内容の業務を行っています。この

信用事業は、ＪＡ・信連・農林中金という３段階の組織が有機的に結びつき、「ＪＡバンク」として大きな力

を発揮しています。 

 

◇ 貯金業務 

組合員の方はもちろん、地域住民の皆さまや事業主の皆さまからの貯金をお預かりしています。普通

貯金、当座貯金、定期貯金、定期積金、総合口座などの各種貯金を目的・期間・金額にあわせてご利用

いただいています。 

また、公共料金、県税、市町村税、各種料金のお支払い、年金のお受け取り、給与振込等もご利用い

ただけます。 

 

◆主な貯金商品一覧 

いつでも自由に、預入・払戻のできる貯金です。公共料金等の自動支払いや給与・年金などの自動受
取り口座として最適です。

《預入期間：定めなし　預入金額：１円以上》

総合口座
１冊の通帳に普通貯金と定期貯金をセットした貯金です。普通貯金の残高が不足して公共料金等の自
動振替ができなくなった場合、不足額について自動的に定期貯金を担保とする貸越取引（定期貯金の
90％　最高300万円）を行うことができます。

残高に応じた金額階層別の金利が適用される貯金です。

《預入期間：定めなし　預入金額：１円以上》

資金の一時保管に便利です。払い出しの２日前に通知が必要です。

《預入期間：７日以上　預入金額：５万円以上》

いくらからでもお預け入れできる身近な定期貯金です。個人の方でお預入れ期間が３年以上のもの
は、お利息を半年複利で計算します。

《定型方式の預入期間：１カ月,２カ月,３カ月,６カ月,１年,２年,３年,４年,５年,７年,10年》

《期日指定方式の預入期間：１カ月超10年未満》

《預入金額：１円以上》

大口資金の運用に適した定期貯金です。

《定型方式の預入期間：１カ月,２カ月,３カ月,６カ月,１年,２年,３年,４年,５年,７年,10年》

《期日指定方式の預入期間：１カ月超10年未満》

《預入金額：1,000万円以上》

６カ月ごとに市場金利の動向に合わせて金利が変動する定期貯金です。個人の方で複利型を選択され
た場合、お利息を半年複利で計算します。

《預入期間：１年以上３年以内　預入金額：１円以上》

１年複利の計算で、据置期間(１年)経過後は１カ月前の通知でいつでも必要額のお引き出しができま
す。

《預入期間：１～３年以内　　預入金額：１円以上300万円未満》

一定額を一定期間積み立てて、無理なくコツコツ蓄える貯金です。

《預入期間：６カ月以上120カ月以内　　預入金額：1,000円以上》

納税などの目的貯金。目的通りの払い出しは非課税となります。

《預入期間：定めなし　　預入金額：１円以上》

財形貯金 勤労者を対象とした貯金です。給料からの自動振替で蓄えられます。

期日指定定期

定期積金

納税準備貯金

普通貯金

貯蓄貯金

通知貯金

スーパー定期

大口定期

変動金利定期
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◇ 貸出業務 

農業専門金融機関として、農業の振興を図るための農業関連資金はもとより、組合員の皆さまの生活

を豊かにするための生活改善資金等を融資しています。 

また、地域金融機関の役割として、地域住民の皆様の暮らしに必要な資金や、地方公共団体、農業

関連産業・地元企業等、農業以外の事業へも必要な資金を貸し出し、農業の振興はもとより、地域社会

の発展のために貢献しています。 

さらに、株式会社日本政策金融公庫をはじめとする政府系金融機関等の代理貸付、個人向けローン

も取り扱っています。 

 

◆主な貸出商品一覧 

農業近代化資金 農業経営の近代化を図るために借りることができる身近で使い道の広い資金です。
認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織等の方が対象者となります。
《融資金額：個人1，800万円以内　　法人2億円以内　融資期間：15年以内》

農業経営基盤強化資金 農地の取得、造成、改良、経営の改善を図る資金等にご利用できます。
認定農業者の方が対象となります。

（スーパーL資金） 《融資金額：個人3億円以内　　法人10億円以内　融資期間：25年以内》
農業経営改善促進資金 農業改善計画の達成に必要な運転資金としてご利用できます。

認定農業者の方が対象となります。
（スーパーS資金） 《融資金額：個人500万円以内　　法人2，000万円以内　融資期間：１年》
アグリマイティー資金 20歳以上で完済時76歳未満の方で農業の設備資金・運転資金、加工資金・

流通販売資金等にご利用できます。
《融資金額：事業費の100％以内　融資期間：20年以内》

新規就農支援資金 農地の取得、農業施設の建築、農業機械の購入する資金等にご利用できます。
《融資金額：700万円以内　融資期間：10年以内》

アグリ農機具資金 20歳以上で完済時76歳未満の方で農機具購入・借換、パイプハウス等の資材・建設費用等にご利用できます。
《融資金額：個人700万円以内　法人1，000万円以内　融資期間：10年以内》　

住宅ローン 20歳以上66歳未満、完済時80歳未満（申込時年齢、完済時年齢は商品内容で異なります）の方で住宅新築、
増改築、借換および土地の取得資金にご利用できます。
《融資金額：1億円以内　融資期間：40年以内》

リフォームローン 20歳以上66歳未満、完済時80歳未満の方で住宅の増改築や関連設備資金等にご利用できます。
《融資金額：1,000万円以内　融資期間：　15年以内》

マイカーローン 18歳以上75歳未満、完済時80歳未満の方で自動車の購入や免許取得資金等にご利用できます。
《融資金額：1,000万円以内(71歳以上は200万円以内)　融資期間：10年以内》

多目的ローン 18歳以上完済時71歳未満の方で組合員が必要とする一切の資金（負債整理資金、所定の期日
経過後の経済未収金の肩代り資金、営農資金、事業資金は除きます）にご利用できます。
《融資金額：500万円以内　融資期間：10年以内》

カードローン 契約時に20歳以上65歳未満の方で、最高300万円まで生活に必要な一切の資金にご利用できます。
教育ローン 20歳以上完済時71歳未満の方で就学子弟の入学金、授業料、学費およびアパート家賃等教育

に関するすべてにご利用できます。
《融資金額：1,000万円以内　融資期間：15年以内(在学期間＋９年》

住
宅

生
活

農
業
関
係

教
育

 
◇ 為替業務 

全国のＪＡ・信連・農林中金の店舗を始め、全国の銀行や信用金庫などの各店舗と為替網で結び、当Ｊ

Ａの窓口を通して全国のどこの金融機関へでも振込・送金や手形・小切手等の取立が安全・確実・迅速

にできます。 

 

◇ その他の業務およびサービス 

当ＪＡでは、コンピュータ・オンラインシステムを利用して、各種自動受取、各種自動支払や事業主の皆

さまのための給与振込サービス、自動集金サービスなどを取り扱っています。 

また、国債(新窓販国債、個人向け国債)の窓口販売、国債の保護預かり、全国のＪＡでの貯金の出し
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入れや、銀行、信用金庫、コンビニエンス・ストアなどでも現金引き出しのできるキャッシュサービスなど、

あらゆるサービスに努めています。 

 

◇ 手数料一覧 

◆内国為替手数料 

　送金・振込の組戻し料　　　　 　 １件につき　　  

　※ただし、当組合が取扱金融機関に指定されている場合は無料。

　取立手形組戻し料　 　　　　　 　１通につき  　   

  取立手形店頭呈示料　　　　　   １通につき　　 

　※ただし、６６０円を超える経費を要する場合は、その実費を徴する。

  不渡手形返却料　　　　　　　　　 １通につき　　  

  その他特殊扱手数料　　　　　　　　　　　　　　　　　

  ※無通帳による入金につきましては、電信扱いとさせていただきます。

その他の手数料

６６０円

  税金・公共料金等の納付料は、文書扱いに準ずる。

６６０円

６６０円

６６０円

実　費

　法人ＪＡネットバンク（振替）の系統金融機関は、県内ＪＡ・信連のみ取扱い可能。

４４０円 ６６０円 ６６０円

口座振替（振込）
手数料

窓口受付分 １件につき １１０円 １１０円 ２２０円 ５５０円

ＣＤ等データ農協持込分 １件につき ５５円 ５５円 ２２０円 ５５０円

　法人ＪＡネットバンク(振替）
　ＪＡデータ伝達サービス(ADP) １件につき ３３円 ３３円 ３３円 -

無   料 ５５円 １１０円

無   料 ２２０円 ３３０円 ６６０円

６６０円

代金取立手数料
至急扱い １件につき 無   料 ６６０円 ８８０円 ８８０円

普通扱い １件につき

送金手数料 (送金小切手)普通扱い １件につき 無   料 無   料 ６６０円

無   料 

給与振込手数料
窓口受付 １件につき 無   料 無   料 １１０円

無   料 ３３０円 ６６０円

ファームバンキング
※新規の取扱い不可

３万円未満１件につき 無   料 １１０円 １１０円 ４４０円

３万円以上１件につき

振込手数料

窓
口
利
用

電信扱い

文書扱い

２２０円

ＣＤ等ﾃﾞｰﾀ持込及び法人JAﾈｯﾄﾊﾞﾝｸ １件につき 無   料 

定時自動送金

個人ＪＡネットバンク
法人ＪＡネットバンク

ＪＡデータ伝達サービス(ADP)

３万円未満１件につき 無   料 無   料 １１０円 ４４０円

３万円以上１件につき 無   料 

Ａ
Ｔ
Ｍ
利
用

(

注

2

)

現金利用(注1)

当ＪＡキャッシュカード利用
県内ＪＡバンクキャッシュカード利用

６６０円

他行キャッシュカード利用(注3)
３万円未満１件につき １１０円 １１０円 ２２０円 ５５０円

３万円以上１件につき １１０円 １１０円

県外ＪＡバンクキャッシュカード利用

ＪＦマリンバンクキャッシュカード利用

３万円未満１件につき 無   料 

無   料 

無   料 １１０円 ４４０円

３万円以上１件につき 無   料 無   料 ３３０円

４４０円 ７７０円

１１０円 ４４０円

３万円以上１件につき ３３０円 ３３０円 ４４０円 ６６０円

３万円以上１件につき 無   料 無   料 ３３０円 ６６０円

４４０円

３万円以上１件につき ２２０円 ２２０円 ３３０円 ６６０円

３万円未満１件につき １１０円 １１０円 １１０円

３万円未満１件につき 無   料 

区分
当組合

同一店舗宛
当組合

本支店宛
系統

金融機関宛
他金融
機関宛

２２０円 ４４０円

２２０円 ５５０円

３万円以上１件につき ３３０円 ３３０円 ４４０円 ７７０円

３万円未満１件につき １１０円 １１０円

３万円未満１件につき １１０円 １１０円

 
注１ ＡＴＭでの現金による振込は、ご利用いただけないＡＴＭがございます。 

注２ ＡＴＭ振込における同一店舗宛・本支店宛の区分は、ご利用されるＡＴＭの管理店舗と振込先口座 

が同一の場合を同一店舗宛、異なる店舗の場合を本支店宛とします。支払口座（キャッシュカーの 

口座開設店）は関係ありませんのでご注意ください。 

注３ 他行キャッシュカードご利用によるお振込の場合、別途ＡＴＭ利用手数料がかかります。 

※上記金額には、消費税が含まれています。 
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◆貯金業務に関する手数料 
取扱内容 手数料

残高証明書発行手数料
所定様式

  都度発行による店頭交付 ３３０円 

  都度発行による郵送交付 ６６０円 

  継続発行による店頭交付 ２２０円 

  継続発行による郵送交付 ５５０円 

  住宅ローン年末残高証明書 無　　料

  住宅ローン年末残高証明書再発行 １，１００円 

所定外様式   監査法人・英文・制度資金等 １，１００円 

各種証明書等発行手数料 ５５０円 

取引明細書発行手数料 1口座につき ５５０円 

公的機関による調査依頼に係るもの　　

１対象者につき 貯金・貸出金等の残高の有無 ３３円 

１枚につき 取引明細等 ２２円 

１枚につき 資料（印鑑票、本人確認資料等） ４４円 

通帳・証書の再発行手数料   （１件につき） ５５０円 

キャッシュカード発行手数料
         （１枚につき）

ＩＣキャッシュカード
ＪＡカード一体型

新規（磁気キャッシュカードからの切替含む）・更新 無　　料 

再発行（紛失・盗難・氏名変更・ＩＣチップ不良等） １，１００円 

手形・小切手帳等発行手数料（小切手帳・約束手形帳・為替手形帳 各１冊につき／自己宛小切手 1枚につき） ５５０円 

貯蓄貯金スウィングサービス手数料（１回につき） １１０円 

ファームバンキング手数料
　※新規の取扱い不可

基本利用手数料（１契約につき※ただし、使用機器により契約額が異なります。） ２，７５０円～４，４００円 

伝送システムサービス手数料
契      約      料 ２８，６００円 

月額基本手数料 １６，５００円 

個人ＪＡネットバンク手数料

基本利用手数料 無　　料 

口座開設手数料 無　　料 

入出金明細照会・残高照会手数料　 無　　料 

基本サービス(伝送サービス)

法人ＪＡネットバンク手数料 月額基本手数料
基本サービス（照会・振込サービス） １，１００円 

基本サービス＋伝送サービス（データ伝送・ファイル伝送） ３，３００円 

５，５００円

国債証券等の保護預り口座管理手数料（１ヶ月あたり） 無　　料 

未利用口座管理手数料（令和３年１０月１日以降に新規開設した口座、かつ最終異動日から２年経過した口座）  １，３２０円 

ＪＡデータ伝達サービス(ADP)手数料 月額基本手数料

個人情報の開示等にかかる手数料（利用目的の通知及び個人情報開示の請求・１件につき） ８８０円

 
※上記金額には、消費税が含まれています。 

◆自動化機器利用手数料・ＡＴＭ利用手数料 

当ＪＡのキャッシュカードでの他金融機関のＣＤ・ＡＴＭご利用手数料 

出金

8：00 ～ 8：45 ２２０円

8：45 ～ 18：00 １１０円

18：00 ～ 21：00 ２２０円

8：00 ～ 9：00 ２２０円

9：00 ～ 14：00 １１０円

14：00 ～ 21:00 ２２０円

8：00 ～ 21:00 ２２０円日曜日・祝日 無料 １１０円 １１０円 １１０円 ２２０円

無料 １１０円 ２２０円

無料 １１０円 １１０円 １１０円 ２２０円

土曜日

無料 １１０円 １１０円 １１０円 ２２０円

無料 無料

１１０円

無料 １１０円 １１０円 １１０円 ２２０円

平　　日

無料 １１０円 １１０円 １１０円 ２２０円

無料 無料 無料 １１０円

お取引内容 入出金 入出金 入出金 入金 出金

金融機関名（ＣＤ・ＡＴＭ） 他ＪＡバンク セブン銀行
ＬＡＮｓ　（注１）
Ｅ－ｎｅｔ（注２）

ゆうちょ銀行 他金融機関（注３）

 
※設置場所により、ご利用時間が異なる場合があります。 

※上記金額には、消費税が含まれています。 

注１ ＬＡＮｓとは、コンビニエンス・ストア『ローソン』に設置されているＡＴＭを指しますが、一部店 

舗ではＬＡＮｓのＡＴＭが設置されていない場合があります。 

注２ Ｅ－ｎｅｔとは、コンビニエンス・ストア『ファミリーマート』『ポプラ』等に設置されているＡＴＭを 

指しますが、一部店舗ではＥ－ｎｅｔのＡＴＭが設置されていない場合があります。 

注３ 三菱ＵＦＪ銀行については、平日 8:45～18:00 までは無料、その他の時間帯は 110 円です。 
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◆貸出業務に関する手数料 

５，５００円 

５２，８００円 

既貸出金の固定金利適用期間（特約期間）の選択
（住宅・アパート・ワイド・賃貸住宅・リフォーム、ソーラーローン）

3年固定 ３，３００円 

5年固定 ５，５００円 

10年・20年固定

事務変更管理手数料（１件につき） １，１００円 

住宅ローン・ソーラーローン取扱手数料
（リフォームローンで抵当権設定有の場合を含む）

１９，８００円 

保証先が全国保証株式会社の場合 ７４，８００円 

保証先が協同住宅ローン株式会社の場合

その他貸出金

窓口

利息証明発行手数料（１件につき） ５５０円 

貸出償還金証明発行手数料（１件につき） ５５０円 

(根）抵当権抹消事務手数料（通常完済時および全額繰上完済時を除く）　 １，１００円 

貸出金の条件変更事務取扱手数料 ５，５００円 

１，１００円 

ＪＡネットバンク 無　　　料 

３，３００円 窓口 全額繰上げ償還

賃貸住宅ローン
一部繰上げ償還 ５５，０００円 

全額繰上げ償還 ８８，０００円 

一部繰上げ償還

無　　　料 

窓口 全額繰上げ償還 ２２，０００円 

貯金担保・共済担保貸付金取扱手数料（確定日付取得分） １，１００円 

証書貸出金繰上償還手数料

住宅ローン

窓口
一部繰上げ償還

２，２００円 

ＪＡネットバンク

融資取扱手数料　(抵当権設定を要する貸出金）
※住宅･リフォーム･ソーラーローン･農業資金は除きます。

新規設定 ５５，０００円 

追加・変更設定（※ただし、新規設定手数料と重複しないものとします。） ３３，０００円 

融資可能証明書 １，１００円 

ローンカード再発行手数料 １，１００円 

取扱内容 手数料

 
※上記金額には、消費税が含まれています。 

 

◆その他の業務手数料 

（１）両替手数料 

７０１枚～８００枚

取引内容 枚数 手数料

・両替枚数は持込の紙幣・硬貨の合計枚数と受取
  の紙幣・硬貨の合計枚数の多い方を対象とします。
　

・お取引口座から出金で金種を指定される場合、
 実質的に両替とみなされる場合は有料となります。
　

・損券・損貨を新券の同一金種に交換、同一金種
  で新券に交換する場合については無料とします。

　  １枚～１００枚 無　　料 

１０１枚～２００枚 １１０円

２０１枚～３００枚 ２２０円

３０１枚～４００枚 ３３０円

４０１枚～５００枚 ４４０円

５０１枚～６００枚 ５５０円

６０１枚～７００枚 ６６０円

７７０円

８０１枚～９００枚 ８８０円

９０１枚～１０００枚 ９９０円

１００１枚以上（千枚ごとに） １，１００円  
※上記金額には、消費税が含まれています。 
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（２）大量硬貨入金手数料 

枚数 手数料

１枚～２００枚 無料

２０１枚～５００枚 １１０円

５０１枚～１０００枚 ３３０円

１００１枚～ ６６０円

以降１０００枚ごとの加算額 ３３０円
 

※上記金額には、消費税が含まれています。 
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（２）系統セーフティネット（貯金者保護の取り組み） 

当ＪＡの貯金は、ＪＡバンク独自の制度である「破綻未然防止システム」と公的制度であ

る「貯金保険制度（農水産業協同組合貯金保険制度）」との２重のセーフティネットで守られ

ています。 

 

 ◇「ＪＡバンクシステム」の仕組み 

   組合員・利用者から一層信頼され利用される信用事業を確立するために、「再編強化法（農

林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律）」に

則り、ＪＡバンク会員（ＪＡ・信連・農林中金）総意のもと「ＪＡバンク基本方針」に基

づき、ＪＡ・信連・農林中金が一体的に取り組む仕組みを「ＪＡバンクシステム」といい

ます。 

「ＪＡバンクシステム」は、ＪＡバンクの信頼性を確保する「破綻未然防止システム」

と、スケールメリットときめ細かい顧客接点を生かした金融サービスの提供の充実・強化

を目指す「一体的事業運営」の２つの柱で成り立っています。 

 

 ◇「破綻未然防止システム」の機能 

「破綻未然防止システム」は、ＪＡバンクの健全性を確保し、ＪＡ等の経営破綻を未然

に防止するためのＪＡバンク独自の制度です。具体的には、（1）個々のＪＡ等の経営状況

についてチェック（モニタリング）を行い、問題点を早期に発見、（2）経営破綻に至らな

いよう、早め早めに経営改善等を実施、（3）全国のＪＡバンクが拠出した「ＪＡバンク支

援基金※」等を活用し、個々のＪＡの経営健全性維持のために必要な資本注入などの支援

を行います。 

※2021 年 3 月末における残高は 1,711 億円となっています。 

 

 ◇「一体的な事業運営」の実施 

   良質で高度な金融サービスを提供するため、ＪＡバンクとして商品開発力・提案力の強

化、共同運営システムの利用、全国統一のＪＡバンクブランドの確立等の一体的な事業運

営の取り組みをしています。 

 

 ◇貯金保険制度 

   貯金保険制度とは、農水産業協同組合が貯金などの払い戻しができなくなった場合など

に、貯金者を保護し、また資金決済の確保を図ることによって、信用秩序の維持に資する

ことを目的とする制度で、銀行、信金、信組、労金などが加入する「預金保険制度」と同

様な制度です。 

なお、この制度を運営する貯金保険機構（農水産業協同組合貯金保険機構）の責任準備

金残高は、2021 年 3 月末現在で 4,522 億円となっています。 
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（３）主要勘定の状況 

（単位：千円) 

 令和 4年 9月末 令和 4年 3月末 令和 3年 9月末 

貯金 580,341,138 588,125,800 589,545,664 

貸出金 133,593,735 134,030,626 133,395,390 

預け金 405,426,899 424,750,972 426,359,809 

有価証券 20,907,608 12,127,539 10,019,202 

 

５．地域からの資金調達の状況 

◇貯金平均残高                            （単位：千円） 

 令和 4年 9月末 令和 4年 3月末 

流動性貯金 288,386,162 278,038,872 

定期性貯金 297,455,853 312,790,090 

その他の貯金 249,596 260,975 

合 計 586,091,612 591,089,938 

注１ 流動性貯金＝当座貯金＋普通貯金＋貯蓄貯金＋通知貯金 

注２ 定期性貯金＝定期貯金＋定期積金 

 

６．地域への資金供給の状況 

◇貸出金平均残高                           （単位：千円） 

 令和 4年 9月末 令和 4年 3月末 

組合員等 104,354,834 104,217,664 

地方公共団体等 19,529,015 19,857,107 

その他 9,182,665 9,614,279 

合 計 133,066,516 133,689,051 

注１ 組合員等には、組合員と同一世帯に属する者、非営利法人（地方公共団体を除く）

の貯金担保貸付を含まれています。 

注２ 地方公共団体等には、地方公社等（農業協同組合法第 10条第 22項第 1号及び第

2号の規定によるいわゆる過半出資非営利法人、産業基盤整備関連法人及び生活環

境整備関連法人）、金融機関を含まれています。 
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◇制度融資の残高                                       （単位：千円） 

 令和 4年 9月末 令和 4年 3月末 

農業近代化資金 4,466,114 4,061,994 

その他制度資金 604,653 603,090 

合 計 5,070,768 4,665,085 

 

７．有価証券の時価情報                        (単位：千円) 

区分 
令和 4年 9月末 令和 4年 3月末 

帳簿価額 時価 評価損益 帳簿価額 時価 評価損益 

売買目的 - - - - - - 

満期保有目的 15,571,209 14,832,950 △738,259 6,576,829 6,345,950 △230，879 

その他 5,202,122 5,335,610 133,488 5,202,122 5,550,710 348,588 

合 計 20,773,331 20,168,560 △604,771 11,778,951 11,896,660 117,709 

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。 

注２ 帳簿価額は、売買目的有価証券については取得価額を、満期保有目的有価証券およ 

びその他目的有価証券については償却減価適用後、減損適用後の帳簿価額を記載して

います。 
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８．農協法に基づく開示債権の状況及び金融再生法開示債権区分に基づく債権の保全状況 

（単位：百万円） 

債 権 区 分 債権額 
保全額 

担保 保証 引当 合計 

破産更生債権及びこ

れらに準ずる債権 

令和 4年 

9月末 
431 66 93 271 431 

令和 4年 

3月末 
394 58 63 272 394 

危 険 債 権 

令和 4年 

9月末 
702 259 244 164 667 

令和 4年 

3月末 
733 284 239 193 717 

要 管 理 債 権 

令和 4年 

9月末 
297 152 116 16 284 

令和 4年 

3月末 
255 145 71 17 235 

 三 月 以 上 

延 滞 債 権 

令和 4年 

9月末 
20 9 10 1 20 

令和 4年 

3月末 
2 1 - 0 2 

貸 出 条 件 

緩 和 債 権 

令和 4年 

9月末 
276 142 106 15 264 

令和 4年 

3月末 
252 144 71 17 232 

小 計 

令和 4年 

9月末 
1,430 477 454 452 1,383 

令和 4年 

3月末 
1,382 489 374 483 1,346 

正 常 債 権 

令和 4年 

9月末 
132,270 

    

令和 4年 

3月末 
132,757 

    

合 計 

令和 4年 

9月末 
133,701 

    

令和 4年 

3月末 
134,139 

    

 

注１．破産更生債権及びこれらに準ずる債権 

破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て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及びこれらに準ずる債権をいいます。 
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注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、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に
従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいいます。 

注３．要管理債権 

４．「三月以上延滞債権」に該当する貸出金と５．「貸出条件緩和債権」に該当する貸出
金の合計額をいいます。 

注４．三月以上延滞債権 

元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で、破産更生
債権及びこれらに準ずる債権及び危険債権に該当しないものをいいます。 

注５．貸出条件緩和債権 

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、破産更生
債権及びこれらに準ずる債権、危険債権及び三月以上延滞債権に該当しないものをいいま
す。 

注６．正常債権 

    債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記に掲げる債権以外の
ものに区分される債権をいいます。 

 

９．単体自己資本比率の状況 

令和 4年 9月末(推計値) 令和 4年 3月末 

9.98％程度 9.62％ 

注) 令和 4年 9月末の単体自己資本比率（推計値）は、令和 4年 3月末の自己資本額とオペ 

レーショナル・リスク相当額、および令和 4年 9月末の信用リスク・アセット額（推計値 

に基づき算出しています。 

なお、令和 4年 9月末の信用リスク・アセット額（推計値）は、令和 4年 3月末から令 

和 4年 9月末までの総資産額の増減を令和 4年 3月末の信用リスク・アセット額に加減し 

て算定しています。 
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１０．店舗等のご案内 

(令和 4 年 9 月末現在) 

店舗および ＡＴＭ（現金自動化機器）

事務所名 設置・稼働状況

国東支店 国東市国東町鶴川56-1 0978-72-1331 店舗内1台

国見支店 国東市国見町伊美2995 0978-82-1211 店舗内1台
よりそいプラザ武蔵 国東市武蔵町古市1073-1 0978-68-1121 店舗内1台

安岐支店 国東市安岐町瀬戸田669 0978-67-1311 店舗内1台・店舗外１台

姫島支店 東国東郡姫島村1560-4 0978-87-2331 店舗内1台

杵築支店 杵築市大字杵築740番地-1 0978-63-1766 店舗外1台

山香支店 杵築市山香町大字内河野2736-1 0977-75-1213 店舗外1台

大分支店 大分市花園3丁目2番10号 097-546-1211 店舗内1台・店舗外３台

城東支店 大分市高松東2-5-7 097-558-3511 店舗内1台

滝尾支店 大分市大字羽田58 097-569-3400 店舗内1台

稙田支店 大分市大字市407-1 097-541-1111 店舗内1台・店舗外1台
よりそいプラザ東稙田 大分市大字田尻585-1 097-541-2916 店舗内1台
よりそいプラザ賀来東院 大分市大字中尾288-4 097-549-1566 店舗内1台

大南支店 大分市大字中戸次4538-1 097-597-2111 店舗内1台・店舗外2台
よりそいプラザ明治 大分市大字猪野1426-3 097-520-0221 店舗内1台
よりそいプラザ松岡 大分市大字松岡4720-1 097-520-2484 店舗内1台

東陽支店 大分市大字下徳丸357-1 097-521-0501 店舗内1台・店舗外1台
よりそいプラザ大在 大分市大在中央2-8-15 097-592-0005 店舗内1台

坂ノ市支店 大分市坂ノ市西1-9-18 097-592-1670 店舗内1台

庄内支店 由布市庄内町柿原634-1 097-582-2111 店舗内1台
よりそいプラザ挾間 由布市挾間町向原95-1(挟間グリーン店内) 097-583-5288 店舗内1台
よりそいプラザ野津原 大分市大字野津原856-1(野津原グリーン店内) 097-588-0014 店舗内1台

湯布院支店 由布市湯布院町川上2914-1 0977-84-2121 店舗内1台

うすき中央支店 臼杵市大字江無田266-1 0972-63-8550 店舗内1台・店舗外3台
よりそいプラザうすき 臼杵市大字野田297-1 0972-62-4240 店舗内1台

さがのせき支店 大分市大字佐賀関966-10 097-575-0159 店舗外3台

つくみ支店 津久見市中央町22-3 0972-82-4191 店舗内1台

コスモス支店 佐伯市弥生大字上小倉1180 0972-46-2211 店舗内1台・店舗外3台
よりそいプラザ宇目 佐伯市宇目大字千束1846-3 0972-52-1222 店舗内1台

住　所 電話番号
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店舗および ＡＴＭ（現金自動化機器）

事務所名 設置・稼働状況
よりそいプラザ鶴見 佐伯市鶴見大字地松浦1987 0972-33-1125 店舗内1台
よりそいプラザ米水津 佐伯市米水津大字浦代浦599-13 0972-35-6211 店舗外1台

蒲江支店 佐伯市蒲江大字蒲江浦5102-33 0972-42-1800 店舗内1台

佐伯支店 佐伯市長島町1-2-4 0972-25-1270 店舗内2台・店舗外1台
よりそいプラザ佐伯八幡 佐伯市大字海崎3648-6 0972-27-8010 店舗内1台

みなみ支店 佐伯市大字池田2104 0972-22-0559 店舗内1台・店舗外1台

野津支店 臼杵市野津町大字野津市625 0974-32-2539 店舗内1台・店舗外1台

三重支店 豊後大野市三重町芦刈965-20 0974-22-0590 店舗内1台・店舗外３台

緒方支店 豊後大野市緒方町馬場55-1 0974-42-3131 店舗外２台

大野支店 豊後大野市大野町田中2313-1 0974-34-2333 店舗内1台・店舗外１台

竹田支店 竹田市大字飛田川2095-1 0974-63-1003 店舗内1台・店舗外１台

久住支店 竹田市久住町大字久住6161-1 0974-76-1121 店舗内1台・店舗外２台

荻支店 竹田市荻町馬場519-1 0974-68-2222 店舗内1台

日田支店 日田市中城町205 0973-23-2223 店舗内1台・店舗外3台
玉川支店 日田市渡里衣織手1455-1 0973-23-2226 店舗外1台
よりそいプラザ天瀬 日田市天瀬町合田神ノ釣3133-10 0973-57-9111 店舗内1台
玖珠支店 玖珠郡九重町大字右田1918-14 0973-72-7200 店舗外１台
九重支店 玖珠郡九重町大字右田1918-14 0973-77-7111 店舗内1台
飯田高原支店 玖珠郡九重町大字田野1624-21 0973-79-2011 店舗内1台
よりそいプラザ大明 日田市大字大肥1447-1 0973-28-2131 店舗内1台
豊後高田支店 豊後高田市是永町39-1 0978-22-2200 店舗内1台・店舗外４台

中津支店 中津市大字大悟法281-1 0979-32-1212 店舗内1台・店舗外２台
よりそいプラザ耶馬溪 中津市耶馬溪町大字戸原1938-3 0979-54-3161 店舗内1台

本耶馬渓支店 中津市本耶馬渓町跡田523-3 0979-52-2356 店舗外2台

宇佐支店 宇佐市大字四日市1062-1 0978-32-2301 店舗内1台・店舗外４台

安心院支店 宇佐市安心院町下毛2186-1 0978-44-0185 店舗内1台

住　所 電話番号

 


