
1． 本誌に掲載している計数は単位未満を切り捨て表示しておりますので、合計と一致しない場合があります。
2． 記載金額が表示単位未満の場合は「0」、期末残高がない場合は「－」で表示しております。

本紙は再生紙を使用しています。

■さといも選果場の稼働について

■狭山ヶ丘高校野球部へ 米の寄贈
　令和２年度夏季埼玉県高等学校野球大会で初優勝
した狭山ヶ丘高等学校野球部に、JAいるま野産

「彩のきずな」を原料にした金芽米100㌔を寄贈し
ました。
　これまでも、箱根駅伝に出場したJA管内の大学
に米を寄贈してきました。
　今後とも、地元との繋がりを大切に、地域に根差したJAを積極的に発信していきます。

　「JAいるま野さといも選果場」が完成し、今年10月
8日に竣工式が行われました。
　10月11日より本格稼働が始まり、日量は最大で
40tの選別処理が可能です。
　JA出荷者の作付面積は延べ172㌶、年間およそ
50万㌜（1㌜10㌔）の出荷量を誇り、市場などでも
高い評価を得ています。
　主力品目であるサトイモの安定供給体制の確立、
農作業の省力化などの実現に努めてまいります。

旬旬 なオススメ情報発信中

右記ＱＲコードよりダウンロードできます。
アプリストアからもダウンロードできます。

https://www.
facebook.com/
jairumano.saitama/ 

JAいるま野
公式Facebookにいいね
してリアルタイムに
オススメ情報をゲット！

https://www.
youtube.com/
user/jairumano

JAいるま野
公式YouTube
始めました！

JAいるま野
公式YouTube
始めました！

『とれ蔵KITCHEN』レシピ動画を公開中！

3. 自己資本比率（健全経営のバロメーター）

4. ＪＡバンク・セーフティネット

自己資本比率……13.73％（単体）
自己資本額……754億49百万円
自己資本額のうち出資金の額…57億98百万円

自己資本比率

13.74% 13.73%

●ＪＡは自主ルールにより基準を8％以上と独自に健全性のハードルを高くしています。
●令和2年9月期の計数は、仮決算結果に基づき、「農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準」（平成18年3月28日金融庁・農林
　水産省告示第2号）に準拠して算出していますが、半期利益については、前年度実績の2分の1の外部流出予定額を控除して自己資本の額とし、オペ
　レーショナルリスク相当額は令和2年3月期の計数を用いて算出しています。
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（単位：百万円） 自己資本額

73,995

75,449 自己資本比率の基準

国内基準

　4％以上

国際基準

　8％以上

　海外に拠点を有さず、国
内だけで事業を行う金融機
関に求められる基準

　海外に拠点を有する金融
機関に求められる基準

※各金融機関は、該当する基準をクリアすることを求められています。
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　営農・生活指導はもとより、法務・税務相談や宅地等供給事業として資産保全と適正な土
地利用へつながる資産管理相談を行っており、これらの総合的な相談機能により、暮らし
の全般にわたってサポートしています。

　組合員とそのご家族、地域住民が老後
を安心して過ごしていただくために、認
知症サポーターによる見守り活動や助け
合い組織によるミニデイサービスなどの
各種サービスを提供しています。

注 ： 貸出金については、貸付留保金を控除した数値としています。

保有有価証券
　　484億13百万円（貸借対照表計上額）

＜種類別構成割合＞

満
期
保
有
目
的
の
債
券

株式
1.17％

政府保証債
4.49％

国債2.07％

その他
有価証券
86.35％

地方債8.28％

受益証券
2.18％

社債
32.74％

国債
25.28％

地方債
20.49％

社債3.30％

　有価証券の運用にあたっては、中長期貯金等の金利リスクの軽減および安定収益の確保を基本として、安
全性を重視した債券運用を中心にポートフォリオ（分散運用の組み合せ）の構築を図っています。

● 満期保有目的の債券で時価のあるもの　　（単位：百万円）

種 類
令和２年9月期

貸借対照表
計上額 時　価 評価差額 うち益 うち損

国 債 999 1,016 16 16 ー
地 方 債 4,010 4,186 175 175 ー
社 債 1,599 1,657 58 58 ー
合 計 6,609 6,860 250 250 ー

● その他有価証券で時価のあるもの　　 　（単位：百万円）

種 類
令和２年9月期

貸借対照表
計上額

取得原価
（償却原価） 評価差額 うち益 うち損

債 券 40,183 39,506 676 747 70
国 債 12,236 12,011 225 247 21
地方債 9,921 9,698 223 237 14
政府保証債 2,173 2,099 74 74 ー
社 債 15,850 15,697 153 188 34
株 式 566 623 ー57 3 61
受益証券 1,053 1,063 ー10 93 103
合 計 41,803 41,193 609 844 235
　注1:時価は、期末日における市場価格等に基づいております。
　注2:令和2年9月における売買目的有価証券はありません。
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1． 本誌に掲載している計数は単位未満を切り捨て表示しておりますので、合計と一致しない場合があります。
2． 記載金額が表示単位未満の場合は「0」、期末残高がない場合は「－」で表示しております。
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■さといも選果場の稼働について

■狭山ヶ丘高校野球部へ 米の寄贈
　令和２年度夏季埼玉県高等学校野球大会で初優勝
した狭山ヶ丘高等学校野球部に、JAいるま野産

「彩のきずな」を原料にした金芽米100㌔を寄贈し
ました。
　これまでも、箱根駅伝に出場したJA管内の大学
に米を寄贈してきました。
　今後とも、地元との繋がりを大切に、地域に根差したJAを積極的に発信していきます。

　「JAいるま野さといも選果場」が完成し、今年10月
8日に竣工式が行われました。
　10月11日より本格稼働が始まり、日量は最大で
40tの選別処理が可能です。
　JA出荷者の作付面積は延べ172㌶、年間およそ
50万㌜（1㌜10㌔）の出荷量を誇り、市場などでも
高い評価を得ています。
　主力品目であるサトイモの安定供給体制の確立、
農作業の省力化などの実現に努めてまいります。
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