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９．リスク管理の状況 
 

◆ リスク管理の体制 
≪リスク管理方針≫ 

はじめに 

この方針は、当組合の余裕金運用等にかかるリスク管理について、基本的な考え方、管理を要する

リスクの特定、リスク管理の体制について定めるものである。当組合の経営において、健全性維持や

安定的な収益確保のために適切なリスク管理を行うことは、最重要課題のひとつであり、役職員はこ

の方針の趣旨および考え方に従いリスク管理を行う。 

1 基本的な考え方 

（１）リスクの定義 

当組合におけるリスクとは、経営に負の影響（何らかの損失）を与える事象が発生する可能性や、

発生した場合の影響度合いをいう。当組合は、安定的な収益を確保するために不確実性を内包した

様々な業務を行う必要があり、リスクを管理することは当組合にとっての本来業務である。 

（２）リスク管理の目的 

  当組合においてリスクが顕在化し、その影響度合いが許容水準に照らして過大な場合には、当組

合は、経営が不安定となり、農業振興と地域社会に貢献するという使命および役割を果たすことが

困難な状態となる。当組合の経営にとって最も重要な課題は、こうした事態に陥らないよう健全性

を維持し、安定的な収益を確保するためにリスクを適切に管理していくことであり、当組合におけ

るリスク管理とは、経営方針や事業計画の達成に向けて行う業務から生ずるリスクを、当組合とし

て許容できるレベルまでコントロールし、そのために必要な施策を行うことである。 

（３）リスク管理の進め方 

  当組合の経営をとりまく環境が多様化・複雑化している状況下では、経営の健全性維持を第一義

に、様々なリスクの特性を踏まえ、対応を行うことが不可欠である。リスク管理の進め方としては、

様々なリスクの特性に応じた個別リスク管理を行うことにとどまらず、リスクを総体として捉え、

自己資本と比較・対照する等、複線的な管理を行う。 

（４）リスク管理の方針 

  リスク量の計測・分析が可能なリスクについては、その計測・分析方法の利用を踏まえ、自己資

本等経営体力の許容範囲に収まるようバランスをとって、リスクコントロールを行う。リスク量の

計測が困難なリスクについては、その内容を個々に分析し、業務上の統制をもって、リスクが発生

した場合の影響を極小化する。 

2 環境変化への対応 

（１）経営をとりまく経済情勢や金利環境に変化が生じたときは、機動的な対応を行う。 

（２）リスク管理時点の情勢や環境認識にとどまらず、その後の状況変化も勘案したうえで、リスク

コントロールを行う。 

3 方針の検証と見直し 

（１）経営をとりまく経済情勢や金利環境は、急激な変化が起こりうるという認識に基づき、この方

針の有効性や妥当性、リスク管理態勢の実行性については、不断の検証を行う。 

（２）前項を踏まえ、この方針やリスク管理態勢については、随時見直しを行う。 
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<<リスク管理への取組み>> 

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。当組合は、個別の重要案件または大口

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、本店に融資課及びリスク管理課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。審査にあたっては、取引先のキャッシュ・フローなどにより償還能

力の評価を行うとともに、担保評価基準など厳格な審査基準を設けて、与信判定を行っています。 

貸出取引において資産の健全性の維持・向上を図るため、資産の自己査定を厳正に行っています。

不良債権については管理・回収方針を作成・実践し、資産の健全化に取組んでいます。また、資産自

己査定の結果、貸倒引当金については「資産の償却・引当基準」に基づき必要額を計上し、資産及び

財務の健全化に努めています。 

 

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

のことです。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。 

当組合では、金利リスク、価格変動リスクなどの市場性リスクを的確にコントロールすることによ

り、収益及び財務の安定化を図っています。このため、財務の健全性維持と収益力強化とのバランス

を重視したＡＬＭを基本に、資産・負債の金利感応度分析などを実施し、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。 

とりわけ、有価証券運用については、市場動向や経済見通しなどの投資環境分析及び当組合の保有

有価証券ポートフォリオの状況やＡＬＭなどを考慮し、理事会において運用方針を定めるとともに、

経営層で構成するＡＬＭ委員会を定期的に開催して、日常的な情報交換及び意思決定を行っています。 

運用部門は、理事会で決定した運用方針及びＡＬＭ委員会で決定した方針などに基づき、有価証券

の売買やリスクヘッジを行っています。運用部門が行った取引についてはリスク管理部門が適切な執

行を行っているかどうかチェックし定期的にリスク量の測定を行い経営層に報告しています。 

 

3 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。 

 

当組合では、資金繰りリスクについては、運用・調達について月次の資金計画を作成し、安定的な

流動性の確保に努めています。また、市場流動性リスクについては、投資判断を行う上での重要な要

素と位置づけ、商品ごとに異なる流動性（換金性）を把握したうえで、運用方針などの策定の際に検

討を行っています。 
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4 オペレーショナル・リスク管理 

オペレーショナル・リスクとは、金融機関の業務の過程において、事務事故・システム障害・不正

行為等で損失を被るリスクのことです。 

当組合では、収益発生を意図し能動的な要因により発生する信用リスクや市場リスク及び流動性リ

スク以外のリスクで、受動的に発生する事務、システム、法務などについて事務処理や業務運営の過

程において、損失を被るリスクと定義しています。事務リスク、システムリスクなどについて、事務

手続にかかる各種規程を理事会で定め、その有効性について内部監査や監事監査の対象とするととも

に、事故・事務ミスが発生した場合は速やかに状況を把握して理事会に報告する体制を整備して、リ

スク発生後の対応及び改善が迅速・正確に反映できるよう努めています。 

 

5 事務リスク管理 

事務リスクとは、役職員が正確な事務を怠る、あるいは事故・不正等を起こすことにより金融機関

が損失を被るリスクのことです。当組合では、業務の多様化や事務量の増加に対応して、正確な事務

処理を行うため事務マニュアルを整備するとともに、自主検査・自店検査を実施し事務リスクの削減

に努めています。また、事故・事務ミスが発生した場合には、発生状況を把握し改善を図るとともに、

内部監査により重点的なチェックを行い、再発防止策を実施しています。 

 

6 システムリスク管理 

システムリスクとは、コンピューターシステムのダウン又は誤作動等、システムの不備に伴い金融

機関が損失を被るリスク、さらにコンピューターが不正に使用されることにより金融機関が損失を被

るリスクのことです。当組合では、コンピューターシステムの安定稼働のため、安全かつ円滑な運用

に努めています。 

 

≪リスク管理体制図≫ 
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◆ 法令遵守体制 
≪コンプライアンス基本方針≫ 

利用者保護への社会的要請が高まっており、また最近の企業不祥事に対する社会の厳しい批判に鑑

みれば、組合員・利用者からの信頼を得るためには、法令等を遵守し、透明性の高い経営を行うこと

がますます重要になっています。このため、コンプライアンス（法令等遵守）を経営の重要課題のひ

とつとして位置づけ、その徹底こそが不祥事を未然に防止し、ひいては組織の信頼性向上に繋がると

の観点にたち、コンプライアンスを重視した経営に取組みます。 

 

≪コンプライアンス運営態勢≫ 

コンプライアンス態勢全般にかかる検討・審議を行うため、代表理事組合長を委員長とするコンプ

ライアンス委員会を設置するとともに、コンプライアンスの推進を行うため、本店各部門・各支店に

コンプライアンス担当者を設置しています。 

基本姿勢及び遵守すべき事項を記載した手引書「コンプライアンス・マニュアル」を策定し、全役

職員に徹底しています。 

毎年度、コンプライアンス・プログラムを策定し、実効ある推進に努めるとともに、統括部署を設

置し、その進捗管理を行っています。また、組合員・利用者の皆さまの声を真摯に捉え、前向きに事

業に反映するため、苦情・相談等の窓口を設置しています。 

 

【コンプライアンス体制図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理事・理事会 

（コンプライアンス態勢の確立・維持） 

監事 

統括部署（企画部） 

（統括管理者） 

主管部署（業務の主管部署） 

（コンプライアンス責任者） 

課・支店・事業所等 

（コンプライアンス担当者） 

監査室 

報告 

指示 

報告・連絡・相談・指示 

報告・連絡・相談・指示 

報告 

連絡 

相談 

指示 

連携 

監査 

監査 

コンプライアンス委員会 

（コンプライアンス態勢全般の検討・審議） 

報告 

指示 



 

- 22 - 

◆ 反社会的勢力との取引排除 
当組合は、事業を行うにつきまして、平成 19 年 6 月 19 日犯罪対策閣僚会議幹事会申合わせに

おいて決定された「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」等を遵守し、反社会

的勢力に対して、次のとおり断固とした姿勢で臨むことをここに宣言します。また、マネー・ロ

ーンダリング等組織犯罪等の防止に取組み、顧客に組織犯罪等による被害が発生した場合には、

被害者救済など必要な対応を講じます。 

 

1. 当組合は、反社会的勢力等との取引排除および組織犯罪等の防止の重要性を認識し、適用と

なる法令等や政府指針を遵守するため、当組合の特性に応じた態勢を整備します。また、適

切な措置を随時に実施できるよう、役職員に指導・研修を実施し、反社会的勢力等との取引

排除及び組織犯罪等の防止について周知徹底を図ります。 

2. 当組合は、反社会的勢力等に対して取引関係を含めて、排除の姿勢をもって対応し、反社会

的勢力による不当要求を拒絶します。 

3. 当組合は、反社会的勢力に対して、組織的な対応を行い、職員の安全確保を最優先に行動し

ます。 

4. 当組合は、警察、財団法人暴力追放推進センター、弁護士など、反社会的勢力を排除するた

めの各種活動を行っている外部専門機関等と密接な連携をもって、反社会的勢力には毅然と

対応します。 

5. 当組合は、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認について、適切な措

置を適時に実施します。 

6. 当組合は、疑わしい取引について、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき、速や

かに適切な措置を行い、速やかに主務省に届け出を行います。 

 

◆ 金融ＡＤＲ制度への対応 
 当組合では、苦情処理措置として、業務運営体制・内部規則等を整備のうえ、その内容をホームペ

ージ・チラシ等で公表するとともに、ＪＡバンク相談所やＪＡ共済連とも連携し、迅速かつ適切な対

応に努め、苦情等の解決を図ります。 

 当組合の苦情等受付窓口は、各支店出張所（本誌 p35 14.事務所の名称及び所在地をご参照下さい）

窓口、もしくは下記となります。 

 

苦情等受付窓口 電話番号 受付時間 

信用事業  （貯金為替課） 059-384-1113 9:00～17:00（金融機関の休日を除く） 

共済事業  （共済業務課） 

059-384-1117 
9:00～17:00 
（土日・祝祭日・12 月 31 日～1月 3日を除く） 

共済事業  （共済普及課） 

共済事業 （自動車共済課） 059-384-1190 
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当組合では、紛争解決措置として、次の外部機関を利用しています。 

【信用事業】 

弁護士会名 電話番号 受付時間 

愛知県弁護士会紛争解決センター※ 052-203-1777 
10:00～16:00 月～金 

（祝祭日・年末年始等を除く） 

民間総合調停センター（大阪府） 三重県ＪＡバンク相談所を通じてのご利用となります。 

 ＊ 利用に際しては当組合の JA バンク相談・苦情等受付窓口または三重県下ＪＡバンク相談所（059-229-9104）

にお申出ください。なお、（※）の付いた各弁護士会には、直接をお申し立ていただくことも可能です。 

 

【共済事業】 

機関名称 電話番号 備考 

(社) 日本共済協会 共済相談所 03-5368-5757 
9:00～17:00 月～金 

（祝祭日・年末年始等を除く） 

(財) 自賠責保険・共済紛争処理機構 03-5296-5031(本部) 
9:00～12:00 13:00～17:00 

月～金（祝祭日・年末年始等を除く） 

(財) 日弁連交通事故相談センター 03-3581-4724(本部) 
 

(財) 交通事故紛争処理センター 03-3346-1756(東京本部) 
 

 

◆ 内部監査体制 
当組合では、内部監査部門を被監査部門から独立して設置し、経営全般にわたる管理及び各部門の

業務の遂行状況を、内部管理態勢の適切性と有効性の観点から検証・評価し、改善事項の勧告などを

通じて業務運営の適切性の維持・改善に努めています。 

また、内部監査は、ＪＡの本店・支店のすべてを対象とし、中期及び年度の内部監査計画に基づき

実施しています。監査結果は代表理事組合長及び監事に報告したのち被監査部門に通知され、定期的

に被監査部門の改善取り組み状況をフォローアップしています。また、監査結果の概要を定期的に理

事会に報告することとしていますが、特に重要な事項については、直ちに理事会、代表理事組合長、

監事に報告し、速やかに適切な措置を講じています。 

 

◆ 金融商品の勧誘方針 
当組合は、貯金・定期積金、共済その他の金融商品の販売等の勧誘にあたっては、次の事項を遵守

し、組合員・利用者の皆さまに対して適正な勧誘を行います。 

1. 組合員・利用者の皆さまの商品利用目的ならびに知識、経験、財産の状況および意向を考慮のう

え、適切な金融商品の勧誘と情報の提供を行います。 

2. 組合員・利用者の皆さまに対し、商品内容や当該商品のリスク内容など重要な事項を十分に理解

していただくよう努めます。 

3. 不確実な事項について断定的な判断を示したり、事実でない情報を提供するなど、組合員・利用

者の誤解を招くような説明は行いません。 

4. 電話や訪問による勧誘は、組合員・利用者の皆さまのご都合に合わせて行うよう努めます。 

5. 組合員・利用者の皆さまに対し、適切な勧誘が行えるよう役職員の研修の充実に努めます。 

6. 販売・勧誘に関する組合員・利用者の皆さまからのご質問やご照会については、適切な対応に努

めます。 
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◆ 金融円滑化にかかる基本的方針 
 当組合は、農業者の協同組織金融機関として、「健全な事業を営む農業者をはじめとするご利用者に

対して必要な資金を円滑に供給していくこと」を、「当組合の最も重要な役割のひとつ」として位置付

け、当組合の担う公共性と社会的責任を強く認識し、その適切な業務の遂行に向け、以下の方針を定

め、取組んでまいります。 

1. 当組合は、ご利用者からの新規融資や貸付条件の変更等の申込みがあった場合には、ご利用者の

特性および事業の状況を勘案しつつ、できる限り、柔軟に対応するよう努めます。 

2. 当組合は、事業を営むご利用者からの経営相談に積極的かつきめ細かく取組み、ご利用者の経営

改善に向けた取組みをご支援できるよう努めてまいります。また、役職員に対する研修等により、

上記取組みの対応能力の向上に努めてまいります。 

3. 当組合は、ご利用者から新規融資や貸付条件の変更等の相談・申込みがあった場合には、ご利用

者の経験等に応じて、説明および情報提供を適切かつ十分に行うように努めてまいります。また、

お断りさせていただく場合には、その理由を可能な限り具体的かつ丁寧に説明するよう努めます。 

4. 当組合は、ご利用者からの、新規融資や貸付条件の変更等の相談・申込みに対する問い合わせ、

相談及び苦情については、公正・迅速・誠実に対応し、ご利用者の理解と信頼が得られるよう努

めてまいります。 

5. 当組合は、ご利用者からの新規融資や貸付条件の変更等の申込み、事業再生ＡＤＲ手続の実施依

頼の確認または地域経済活性化支援機構もしくは東日本大震災事業者再生支援機構からの債権買

取申込み等の求めについて、関係する他の金融機関等（政府系金融機関等、信用保証協会等およ

び中小企業再生支援協議会を含む。）と緊密な連携を図るよう努めてまいります。 

また、これらの関係機関等から照会を受けた場合は、守秘義務に留意しつつ、ご利用者の同意を

前提に情報交換しつつ連携に努めます。 

6. 当組合は、ご利用者からの上述のような申込に対し、円滑に措置をとることが出来るよう、必要

な体制を整備いたしております。 

 (1) 組合長以下、関係役員部課長を構成員とする「金融円滑化管理委員会」にて、金融円滑化にか

かる対応を一元的に管理し、組織横断的に協議します。 

 (2) 信用事業担当理事を「金融円滑化管理責任者」として、当ＪＡ全体における金融円滑化の方針

や施策の徹底に努めます。 

(3)  本店金融部および各支店（出張所）に「金融円滑化管理担当者」を設置し、本店および各支店

（出張所）における金融円滑化の方針や施策の徹底に努めます。 

7. 当組合は、本方針に基づく金融円滑化管理態勢について、その適切性および有効性を定期的に検

証し、必要に応じて見直しを行います。 

 

◆ 個人情報の取扱い方針 
【個人情報保護方針】 

当組合は、組合員・利用者等の皆様の個人情報を正しく取扱うことが当組合の事業活動の基本であり

社会的責務であることを認識し、以下の方針を遵守することを誓約します。  

１．関連法令等の遵守 

当組合は、個人情報を適正に取扱うために、個人情報の保護に関する法律（以下「法」といます。）

その他、個人情報保護に関する関係諸法令及び農林水産大臣をはじめ主務大臣のガイドライン等に

定められた義務を誠実に遵守します。 
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個人情報とは、法第２条第１項に規定する、生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別で

きるものをいい、以下も同様とします。 

２．利用目的 

当組合は、利用目的をできる限り特定したうえ、あらかじめご本人の同意を得た場合及び法令に

より例外として扱われるべき場合を除き、その利用目的の達成に必要な範囲内でのみ個人情報を取

扱います。ご本人とは、個人情報によって識別される特定の個人をいい、以下同様とします。 

利用目的は、法令により例外として扱われるべき場合を除き、あらかじめ公表するか、取得後速

やかにご本人に通知し、又は公表します。ただし、ご本人から直接書面で取得する場合には、あら

かじめ明示します。 

３．適正取得 

当組合は、個人情報を取得する際、適正かつ適法な手段で取得いたします。 

４．安全管理措置 

当組合は、取扱う個人データを利用目的の範囲内で正確・最新の内容に保つよう努め、また安全

管理のために必要・適切な措置を講じ従業者及び委託先を適正に監督します。個人データとは、法

第２条第４項が規定する、個人情報データベース等（法第２条第２項）を構成する個人情報をいい、

以下同様とします。 

５．第三者提供の制限 

当組合は、法令により例外として扱われるべき場合を除き、あらかじめご本人の同意を得ること

なく、個人データを第三者に提供しません。 

６．機微（センシティブ）情報の取り扱い 

  当組合は、ご本人の機微（センシティブ）情報（政治的見解、信教、労働組合への加盟、人種・

民族、門地・本籍地、保健医療等に関する情報）については、法令等に基づく場合や業務遂行上必

要な範囲においてご本人の同意をいただいた場合等を除き、取得・利用・第三者提供はいたしませ

ん。 

７．開示・訂正等 

当組合は、保有個人データにつき、法令に基づきご本人からの開示、訂正等に応じます。 

保有個人データとは、法第２条第５項に規定するデータをいいます。 

８．苦情窓口 

当組合は、取扱う個人情報につき、ご本人からの苦情に対し迅速かつ適切に取り組み、そのため

の内部体制の整備に努めます。 

９．継続的改善 

当組合は、取扱う個人情報について、適正な内部監査を実施するなどして、本保護方針の継続的

な改善に努めます。  

 

【情報セキュリティ基本方針】 

当組合は、組合員・利用者等の皆様との信頼関係を強化し、より一層の安心とサービスを提供する

ため、当組合内の情報及びお預かりした情報のセキュリティの確保と日々の改善に努めることが当組

合の事業活動の基本であり社会的責務であることを認識し、以下の方針を遵守することを誓約します。 

1. 当組合は、情報資産を適正に取扱うため、コンピューター犯罪に関する法律、不正アクセス行為

の禁止に関する法律、ＩＴ基本法その他の情報セキュリティに関係する諸法令、および農林水産

大臣をはじめ主務大臣の指導による義務を誠実に遵守します。 
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2. 当組合は、情報の取扱い、情報システムならびに情報ネットワークの管理運用にあたり、適切な

組織的・人的・技術的安全管理措置を実施し、情報資産に対する不正な侵入、紛失、漏洩、改ざ

ん、破壊、利用妨害などが発生しないよう努めます。 

3. 当組合は、情報セキュリティに関して、業務に従事する者の役割を定め、組合全体で情報セキュ

リティを推進できる体制を維持します。 

4. 当組合は、万一、情報セキュリティを侵害するような事象が発生した場合、その原因を迅速に解

明し、被害を最小限に止めるよう努めます。 

5. 当組合は、上記の活動を継続的に行うと同時に、新たな脅威にも対応できるよう、情報セキュリ

ティマネジメントシステムを確立し、維持改善に努めます。 

 

◆ 貸出運営についての考え方 
他事業部門との連携により資金需要動向を把握し、農協の基盤資金である農業経営資金については、

低利な制度資金の活用を促進し農業経営の合理化・効率化を支援する一方、賃貸住宅資金などの土地

活用資金や、低金利設定によるマイカーローン・住宅ローンの拡大にも努め、キャンペーン運動の展

開により積極的に資金需要者への対応に取組みます。 

 

 

10．自己資本の状況 
 

◆ 自己資本比率の状況 
当組合では、多様化するリスクに対応するとともに、組合員や利用者のニーズに応えるため、財務

基盤の強化を経営の重要課題として取り組んでいます。内部留保に努めるとともに、不良債権処理及

び業務の効率化等に取り組んだ結果、平成 27 年 3 月末における自己資本比率は、22.84％となりまし

た。 

 

◆ 経営の健全性の確保と自己資本の充実 
当組合の自己資本は、組合員の普通出資によっています。 

当組合は、「自己資本比率算出要領」を制定し、適正なプロセスにより正確な自己資本比率を算出し

て、当組合が抱える信用リスクやオペレーショナル・リスクの管理及びこれらのリスクに対応した十

分な自己資本の維持を図るとともに、内部留保の積み増しにより自己資本の充実に努めています。 

また、19 年度から、信用リスク、オペレーショナル・リスク、金利リスクなどの各種リスクを個別

の方法で質的または量的に評価し、リスクを総体的に捉え、自己資本と比較・対照し、自己資本充実

度を評価することにより、経営の健全性維持・強化を図っております。 

 

◆ 普通出資による資本調達額 

項   目 内   容 

発 行 主 体 鈴 鹿 農 業 協 同 組 合 

資 本 調 達 手 段 の 種 類 普 通 出 資 

コア資本に係る基礎項目に算入した額 1,658 百万円（前年度 1,667 百万円） 


