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第１節　自己査定の重要性

自己査定とは、JAが保有する貸出金や購買未収金をはじめとする信用事業資産および経済事

業資産などすべての資産について、JA自らの責任で行う査定のことをいいます。

ではなぜ、JAにとっての自己査定の重要性が認識されるようになったのでしょうか。

次の【JAの組合員数】をみてください。JAで貯金や住宅ローンなどの取引を行っている准組

合員は、その多くが農家ではない利用者いわゆる一般消費者ですが、正組合員を約75万人上回り、

総組合員数の過半数を超えていることがわかります。

また、【平成26年３月末金融機関別預貯金残高状況】のとおり、全国JA貯金残高は91兆5,077

億円と第二地銀を30兆円強上回っています。そして上に述べたように、その貯金の多くが一般

消費者である准組合員から受け入れた貯金であるといえます。

そこで、政府はJAの貯金者保護の観点から、JAに対しても銀行や信用金庫など他業態の金融

機関と同様の検査が必要であると考え、方策を講じることになったのです。

【JAの組合員数（平成24事業年度末）】

組合員数 割　合

JAの組合員数 997万7,967人 ―

　うち正組合員数 461万4,306人 46.2％

　うち准組合員数 536万3,661人 53.8％

（出典）農林水産省「平成24事業年度総合農協統計表」をもとに作成

【平成26年３月末金融機関別預貯金残高状況】
（単位：億円）

都市銀行 地方銀行 第二地銀 JA 信用金庫 労働金庫 ゆうちょ銀行

2,903,822 2,352,271 614,209 915,077 1,279,037 180,142 1,766,127

（出典）JAバンク「全国JA貯金・貸出金残高速報」、信金中央金庫 地域・中小企業研究所「全国信用
金庫主要勘定」、全国労働金庫協会「全国労働金庫 預金・貸出金残高」、ゆうちょ銀行「個別
財務諸表の概要」、それぞれ平成26年３月末のデータをもとに作成

第１節第１節
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（▶演習問題は162ページ）
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金融検査はもともと、金融証券検査官による金融機関の貸出先に対する査定が中心でした。例

えば、当時６人の検査官が派遣されると、そのうち４人は貸出金、有価証券、その他資産、償却・

引当及び集計などと分担して資産査定管理にかかわっていたほどです。そのような構成は、平成

19年２月に金融検査マニュアルが全面改訂されるまでは続けられました。

いまでは、コンプライアンスやリスク管理など内部管理態勢の検証が主要項目となりましたが、

資産査定は検査官にとっては必須分野であり、できなければ検査官としては失格といえます。

事実、次の【平成25年度　農林水産省検査部、地方農政局および都道府県において検査業務

に従事する職員の資産査定を中心とした研修実績】をみると、中堅職員に対しては資産査定実務

のみで４日間の研修期間を設けて検査能力水準向上に向けて取り組んでいることがわかります。

このような資産査定に関連する研修は毎年行われています。

だからこそ、JAの皆さまにも行政庁による検査時に、JAの自己査定が適切かつ正確に行われ

ていることを評価してもらえるように、自己査定実務を習得することが求められます。

【平成25年度　農林水産省検査部、地方農政局および都道府県において検査業務に従事する職員の
資産査定を中心とした研修実績】

研修名（コース名） ⑴初任者研修（基礎共通コース） ⑵初任者研修（発展コース） ⑶資産査定研修

目　的

検査業務未経験者に対し、
検査の意義、根拠法令・マ
ニュアル等検査に係る基礎
的な知識を付与することを
目的とする。

左記⑴研修、OJT等により
基礎知識を習得した検査職
員に対し、財務会計、税法、
実践的資産査定等検査業務
を行う上で必要不可欠な第
２段階の知識を付与するこ
とを目的とする。

中堅の検査職員等既に資産
査定の基礎知識をマスター
し、資産査定に携わってい
る者に対し、より迅速に資
産査定が行えるよう、演習
を行い応用力の強化を図る
ことを目的とする。

対象者
原則として、はじめて検査
業務に従事する職員

原則として、左記⑴の初任
者研修を受講した職員

原則として、検査業務に従
事し、資産査定の基礎知識
をマスターしている職員

参加人数
221名
内訳 都道府県 177名
　 検査部 21名
　 農政局等 23名

108名
内訳 都道府県 75名
　　 検査部 9名
　　 農政局等 24名

100名
内訳 都道府県 78名
　　 検査部 6名
　　 農政局等 16名

日　数 5日間　※２回実施 ５日間 ４日間

研修科目

検査職員に求められるもの、
検査の手順等（体験を踏ま
えた検証ポイントを学ぶ）、
検査実務（農業協同組合編
（信用事業、共済事業、経済
事業、系統金融検査マニュ
アル入門）、漁業協同組合・
森林組合編、農業共済組合
編、土地改良編、卸売市場編）
（業務の特徴、体験を踏まえ
た検証ポイントを学ぶ）、簿
記の基礎（初級・演習）、財
務諸表の基本的見方、会計
伝票と帳簿の見方

会計学（財務会計と管理会
計を中心として）（問題と
解説を含む）、法人税の仕
組みと法人税申告書の読み
方、簿記演習（中級）、実
践的資産査定（理論編・演
習編・模擬演習編）

資産査定実務（信用・経済）
（ラインシートの見方、債
務者区分、分類区分のポイ
ント、貸出の仕振り、財務
分析等）、系統金融検査マ
ニュアル別冊〔農林漁業者・
中小企業融資編〕、償却・
引当の算定（予想損失率（貸
倒実績率）の算出方法とそ
の検証）、自己資本比率の
算定と不良債権の開示、事
例発表Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・総括
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第２節　自己査定の目的

１．自己査定とは
系統金融機関自らが行う資産査定を自己査定といいます。資産査定とは、検査官が、系統金融

機関の保有する資産を個別に検討して、回収の危険性または価値の毀損の危険性の度合いに従っ

て区分することであり、預貯金者の預貯金などが資産の不良化によりどの程度の危険にさらされ

ているかを判定するものです。

２．信用リスクを管理するための手段
自己査定は、「信用リスクを管理するための手段」として、日々の事業活動のなかで活用する

ことができます。これにより、自己査定を正確なものにすることができます。農家組合員が、ほ

ぼ１年をかけて水稲を栽培するのと同じように、系統金融機関の職員が、組合員等債務者の状況

などについて年間を通じて日々の事業活動のなかで特段の問題がないかどうかを判断するという

ものです。

３．「適切な償却・引当」と「正確な自己資本比率の算出」
自己査定を正確に行うことによってはじめて「適切な償却・引当」を行うことができ、さらに

は「正確な自己資本比率の算出」を行うことができます。自己査定を正確に行うとともに、自然

災害による栽培施設の倒壊などにより、貸出金や購買未収金の回収可能性が低下することを見越

して「適切な償却・引当」を行い、将来の損失に備えることで「正確な自己資本比率の算出」が

できることになります。

【自己査定の目的】

第２節第２節

信用リスクを
管理するための手段

正確な自己資本比率
の算出

自己査定

適切な償却・引当
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第３節　三大検査マニュアル

行政庁の検査にあたっては、信用事業や経済事業などを行うJAの自己査定について、次に掲

げる３つの検査マニュアルに基づいて行うこととなっています。

支店（支所）の自己査定担当者が最低限知っておくべきことは次のとおりです。

第３節第３節

　正式名称は、「預貯金等受入系統金融機関に係る検査マニュアル」といいます。

　自己査定においては、「資産査定管理態勢の確認検査用チェックリスト」、「自己査定（別表

１）」、「償却・引当（別表２）」、「信用リスク管理態勢の確認検査用チェックリスト」および「金

融円滑化編チェックリスト」を一読してください。

系統金融検査マニュアル

　正式名称は、「預貯金等受入系統金融機関及び共済事業を行う協同組合連合会における経済

事業資産及び外部出資の自己査定及び償却・引当に関する検査基準」といいます。

　この検査基準は、総合事業体であるJAの自己査定の最大の特徴である購買未収金などの経

済事業資産を査定する基準を定めたものです。

経済事業資産等検査基準

　正式名称は、「系統金融検査マニュアル別冊〔農林漁業者・中小企業融資編〕」といいます。

　JAの農業資金貸出先は個人経営の農業者が多いことから、財務情報などの定量面だけでな

く、定性面から経営実態を把握するために、この別冊を活用することが最適です。

系統金融検査マニュアル別冊
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