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財務諸表の適正性等に係る確認

（注）　財務諸表とは，貸借対照表，損益計算書，剰余金処分計算書，注記表，連結貸借対照表，連結損益計算書，連結剰余金計算書，連結注記表，
連結キャッシュ・フロー計算書を指しています。

◦会計監査人の監査報告
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索　引
　このディスクロージャー誌は，農業協同組合法第54条の 3 に基づき作成しており，農業協同組合法施行規則にお
ける各項目は，以下のページに記載しています。

単体開示項目（農業協同組合法施行規則第204条関連）

1．概況及び組織に関する事項
　⑴　業務の運営の組織…………………………………………27
　⑵　理事，経営管理委員及び
　　　監事の氏名及び役職名……………………………………27
　⑶　事務所の名称及び所在地…………………………………28
　⑷　特定信用事業代理業者に関する事項……………………27

2 ．主要な業務の内容 ……………………………………………24

３ ．主要な業務に関する事項
　⑴　直近の事業年度における事業の概況…………………… 2
　⑵　直近の 5 事業年度における主要な業務の状況………… 2
　　①　経常収益
　　②　経常利益又は経常損失
　　③　当期剰余金又は当期損失金
　　④　出資金及び出資口数
　　⑤　純資産額
　　⑥　総資産額
　　⑦　貯金等残高
　　⑧　貸出金残高
　　⑨　有価証券残高
　　⑩　単体自己資本比率
　　⑪　剰余金の配当の金額
　　⑫　職員数
　⑶　直近の 2 事業年度における事業の状況
　　①　主要な業務の状況を示す指標…………………………42
　　②　貯金に関する指標………………………………………43
　　③　貸出金等に関する指標………………………… 43 ～ 47
　　④　有価証券に関する指標…………………………………47

4 ．業務の運営に関する事項
　⑴　リスク管理の体制………………………………… 10 ～ 12
　⑵　法令遵守の体制……………………………………………10
　⑶　中小企業の経営の改善及び
　　　地域の活性化のための取組の状況…………………15，19
　⑷　苦情処理措置及び紛争解決措置の内容…………………14

５ ．直近の 2事業年度における財産の状況に関する事項
　⑴　貸借対照表，損益計算書及び剰余金処分
　　　計算書又は損失金処理計算書…………………… 30 ～ 32
　⑵　貸出金に係る額及びその合計額…………………………46
　　①　破綻先債権に該当する貸出金
　　②　延滞債権に該当する貸出金
　　③　 3 か月以上延滞債権に該当する貸出金
　　④　貸出条件緩和債権に該当する貸出金
　⑶　元本補填契約のある信託に係る貸出金に係る事項……47
　⑷　自己資本の充実の状況…………………………… 51 ～ 62
　⑸　取得価額又は契約価額，時価及び評価損益………48，49
　　①　有価証券
　　②　金銭の信託
　　③　デリバティブ取引
　⑹　貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額………………47
　⑺　貸出金償却の額……………………………………………47

連結開示項目（農業協同組合法施行規則第20５条関連）

1．連合会及びその子会社等の概況に関する事項
　⑴　連合会及びその子会社等の
　　　主要な事業の内容及び組織の構成………………………63
　⑵　連合会の子会社等に関する事項…………………………63
　　①　名称
　　②　主たる営業所又は事務所の所在地
　　③　資本金又は出資金
　　④　事業の内容
　　⑤　設立年月日
　　⑥　連合会が有する子会社等の議決権の総株主，
　　　　総社員又は総出資者の議決権に占める割合
　　⑦　連合会の一の子会社等以外の子会社等が有
　　　　する当該一の子会社等の議決権の総株主，
　　　　総社員又は総出資者の議決権に占める割合

2 ．連合会及びその子会社等の主要な業務につき連結したもの
　⑴　直近の事業年度における事業の概況……………………63
　⑵　直近の 5 連結会計年度における主要な業務の状況……63
　　①　経常収益
　　②　経常利益又は経常損失
　　③　当期利益又は当期損失
　　④　純資産額
　　⑤　総資産額
　　⑥　連結自己資本比率

３ ．連合会及びその子会社等の直近の 2連結会計年度における
財産の状況

　⑴　貸借対照表，損益計算書及び剰余金計算書………64，65
　⑵　貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額……75
　　①　破綻先債権に該当する貸出金
　　②　延滞債権に該当する貸出金
　　③　 3 か月以上延滞債権に該当する貸出金
　　④　貸出条件緩和債権に該当する貸出金
　⑶　自己資本の充実の状況…………………………… 76 ～ 86
　⑷　事業の種類ごとの経常収益の額，
　　　経常利益又は経常損失の額及び資産の額………………75
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この冊子は，農業協同組合法第54条の3に基づいて作成したディスクロージャー誌です。
記載金額は，原則として単位未満を切り捨てて表示しています。

　海に山に広がる兵庫の豊かな自然，そして人々の活気に溢れる街角。この美しい兵庫のまちを，次代へと受け継ぐために，金融業

務を通して，更なる発展を求め続けている「ＪＡ兵庫信連」。

　豊富な資金量と安定した経営，徹底したリスク管理で，農家の皆様はもとより，多くの人々に親しまれている地域に根ざした金融機関です。
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ＪＡ兵庫信連の概況（平成29年度）ＪＡ兵庫信連の概況（平成29年度）

信頼と実績を誇りに兵庫の未来を拓く

貯金量

5兆3,539億円

貸出金残高

9,519億円

経常利益

120億円

自己資本比率

15.75％

編　集

当会の概要や経営・財務の情報をはじめ，
ＪＡバンク兵庫の各種お知らせは

インターネットでご覧いただくことができます。

当会の概要や経営・財務の情報をはじめ，
ＪＡバンク兵庫の各種お知らせは

インターネットでご覧いただくことができます。

JA兵庫信連のホームページアドレス
http://www.jahs.or.jp/hyogo/

兵庫県信用農業協同組合連合会　総合企画部
〒650-8691 神戸市中央区海岸通1番地
TEL 078 -333 -5751　FAX 078 -333 -5812
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J Aバンク兵庫は
「地域社会の発展に寄与する」ことを目標に，
テーマカラーを設定しています。

「オレンジ」  は貢献活動を
「 ブルー 」     は更なる飛躍を
「グリーン」 で私どもJAバンクを表しています。

JAバンク兵庫
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