
はじめに

　周知のように、農協法の改正により、一定規模以上の信用事業を行うＪ
Ａ等に対し、会計監査人による監査を受けることが義務づけられています。
　この結果の1つとして、協同組合組織としてのＪＡ等の存在意義が広く
認知されたとともに、金融機関としてのＪＡ等の役割や社会的責任が改め
て注目されることとなったといえます。この役割や社会的責任は、一般的
に「銀行」と呼ばれる金融機関や信用金庫、信用組合といった協同組織形
態の金融機関と比較しても差はないものであり、これらに真摯に対応する
ことがＪＡ等の信用事業の安定した継続に寄与するものと考えられます。
　言うまでもなく、金融機関において、自己査定や償却・引当を適正に実
施することは極めて重要な業務の1つになります。地域人口の減少や組合
員の高齢化、低金利環境の継続といった厳しい経営環境に加え、近年は、
金融庁による「検査マニュアル廃止後の融資に関する検査・監督の考え方
と進め方」の公表をはじめ、自然災害の激甚化・頻発化、新型コロナウイ
ルス感染症の拡大等、金融機関を取り巻く環境は大きく変動しており、そ
のなかで各金融機関が自己査定や償却・引当を適正に実施することは大き
な課題ともなっています。
　このような状況を踏まえ、ＪＡ等の自己査定、償却・引当の実務に関わ
る方々に対し、より実践に役立つ書籍を提供したいという想いのもと、本
書を刊行することとなりました。
　本書の構成としては、第1編では主に制度面について解説し、第２編以
降では自己査定、償却・引当のそれぞれの観点から、現場の実務に則した
解説を行っています。特に、第２編では、自己査定において実務で判断に
迷うことが多いと考えられる点について、事例を設けながら解説していま
す。



　本書を参考に、ＪＡ等の実務担当者がより実態に合致した償却・引当を
行い、適正な計算書類等の作成の一助になれば幸いです。
　最後に、本書の刊行にあたり、企画から校正に至るまで多大なるご協力
をいただいた、株式会社経済法令研究会 松倉由香氏、長谷川理紗氏に心
より御礼申し上げます。

2022年２月
 みのり監査法人
 執筆者一同
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1．償却・引当と自己査定の関係

（1）はじめに

　信用事業を行うＪＡにおいては、事業目的として主に組合員の貯金を原
資に組合員等に融資を行っていることから、貯金者の保護を図るため、そ
の健全性を確保することが非常に重要である。
　このことは、ＪＡに限らず、金融機関すべてに当てはまることであり、
金融監督当局は「自己資本比率」という客観的な基準を用いて、必要な是
正措置命令を迅速かつ適切に発動していくことで金融機関の経営の早期是
正を促す行政手法を導入している。

自己資本の額（コア資本に係る基礎項目の額
　　　　　　　－コア資本に係る調整項目の額）

信用リスク
アセットの
合計額

オペレーショナル
リスク相当額の合計額を
8％で除して得た額

自己資本比率　＝

＋

　この「自己資本比率」はＪＡの計算書類を基礎に算定されるものであり、
正確な算定のためには、適正な計算書類の作成が不可欠となる。金融機関
では、貸出金等に係る償却・引当が計算書類に重要な影響を与える場合が
多いため、償却・引当の適正な算定の前提となる資産査定を正確に実施す
ることが重視される（図表１－１－１）。

第１章

現行制度の概要
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（2）早期是正措置について

　前述した金融機関に経営の早期是正を促す行政手法は、早期是正措置制
度と呼ばれ、1998年４月に導入されている。バブル経済が崩壊し、金融機
関における不良債権が社会問題化したことが導入の契機となった。この制
度導入の目的には以下の３つが掲げられている。
　①�金融機関の経営状況を客観的な指標で捉え、適時に是正措置を講じる
ことにより金融機関経営の健全性確保と経営破綻の未然防止を図るこ
と。

　②�是正措置の発動ルールを明確化することにより、行政の透明性確保に
も資すること。

　③�結果として金融機関が破綻した場合の破綻処理コストの抑制につなが
ること。

　早期是正措置の概念を図で示すと図表１－１－2のようになる。
　上記②のＪＡに対する行政庁による命令は、農協法94条の２第３項に規
定されており、発動ルール（措置基準）の概要は、図表１－１－3のとお
りとなっている。
　また、この早期是正措置制度の実効性を高めるために、1999年７月１日
には、当時の金融監督庁（現金融庁）から「金融検査マニュアル（預金等
受入金融機関に係る検査マニュアル）」が検査官に通達されている。これ

図表１－１－１　償却・引当と自己査定、自己資本比率の関係

適
正
な
計
算
書
類

適
正
な
償
却
・
引
当

正
確
な
自
己
査
定

正
確
な

自
己
資
本
比
率
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第 １ 章 現行制度の概要

は検査官が金融機関を検査する際の手引書として位置づけられるもので
あった。当初は「農業協同組合及び農業協同組合連合会」も対象とされて
いたが、現在は1999年12月３日に農林水産省において制定された「系統金
融検査マニュアル（預貯金等受入系統金融機関に係る検査マニュアル）」

図表１－１－3　�是正措置発動ルールの概要（農業協同組合法第九十四条の二第三
項に規定する区分等を定める命令）

自己資本比率 命令

第１区分 ２％以上
４％未満

経営改善計画（原則として資本増強に係る措置を含む）
の提出・実行命令

第２区分 ０％以上
２％未満

自己資本充実に係る合理的と認められる計画の提出・
実行、配当・役員賞与の禁止またはその額の抑制、総
資産の圧縮または増加の抑制等

第３区分 ０％未満 業務の全部または一部の停止命令

図表１－１－2　早期是正措置の概念図

� （出所）金融庁「金融庁の１年」（2019事務年度版）より作成

金融機関の資産内容の自己査定

自己資本比率または
レバレッジ比率

監督当局への業務改善計画の提出命令
その他必要な措置命令

【客観性と実行性の確保】

【行政の透明性の確保】［措置基準に該当する場合］

監督当局の検査・モニタリング

早期是正措置に関わる発動基準
および措置内容の公表

外部監査の活用

【自己責任の徹底】

【客観的な基準による透明な行政運営の確保】
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において「農業協同組合及び農業協同組合連合会」が対象とされている。

（3）償却・引当と自己査定との関係

　正確な自己資本比率算定のためには、前述の1．⑴のように適正な償
却・引当の算定が不可欠であり、その前提として自己査定を正確に行うこ
とが必要となる。自己査定は、「系統金融検査マニュアル」を参考に実施
することが通常の実務である。「系統金融検査マニュアル」では、債権を
正常先、要注意先、破綻懸念先、実質破綻先、破綻先の５つの債務者区分
に分け、分類対象外債権を把握したうえで、担保・保証により保全される
額を非分類額あるいはⅡ分類額、それ以外の担保・保証により保全されな
い部分をⅢ分類額およびⅣ分類額として分類額を決定し、この分類額に応
じて償却・引当額を算出することになる（図表１－１－４）。

図表１－１－４　自己査定における分類区分

（4）会計方針の開示にみる償却・引当と自己査定との関係

　償却・引当と自己査定との関係は前記のとおりであり、具体的な償却引
当の方法については、第３編第２章において解説する。計算書類の個別注
記表において、貸倒引当金の計上基準として注記されている内容が、自己
査定と償却・引当の関係を明瞭に表現しているため、ここでは、事例によ
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