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「ＪＦ共済（ＪＦ共水連）」の健全性･安定性

支払余力（ソルベンシー ･ マージン）比率
支払余力（ソルベンシー･ マージン）比率は、経営の健全な水準
を大きく超えています。
平成28年度のＪＦ共済の支払余力
（ソルベンシー･ マージン）比率は1,318.3％となっています。
これは、経営の健全な水準とされる200％を大きく超えており、充分な支払余力を確保しています。
※支払余力
（ソルベンシー･ マージン）
比率とは
通常の予測を超えて発生する諸リスクに備えて、どのくらいの支払余力（ソルベンシー･ マージン）があるかを判断
するための、行政監督上の指標のひとつです。
なお、この比率は、ＪＦ共水連が生命共済と損害共済を兼営していることから、民間の生命保険会社や損害保険
会社のソルベンシー･ マージン比率と単純に比較することはできません。

項

目

平成 27 年度末

平成 28 年度末

支払余力（ソルベンシー･マージン）総額（Ａ）

60,873 百万円

67,754 百万円

リスクの合計額（Ｂ）

10,790 百万円

10,278 百万円

1,128.2％

1,318.3％

（Ａ）
支払余力
（ソルベンシー･マージン）比率 （Ｂ） １
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責任準備金の積立て
責任準備金の堅実な
積立てを行っています。
ＪＦ共水連は、総資産の約90％を将来の共済金

責任準備金の推移
〔億円〕
5,000

4,565

4,542

4,469

4,504

4,448

25年度

26年度

27年度

28年度

4,000

の支払いに必要な責任準備金として積み立てていま
す。
また、異常災害などに備えるため、異常危険準備
金を積み立てているほか、海外の保険会社に再保険
するなど、巨大災害リスクにも備えています。

3,000

2,000

1,000

平成 24年度
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再保険の取組み
大規模な自然災害に備えて、再保険しています。
共済団体や保険会社は、台風や地震のような広域にわたる大災害が発生すると巨額の共済金・保険金を支払うこと
が予想されるため、責任
（リスク）
の一部または全部を、国内外の他の保険会社等に再保険することがあります。
ＪＦ共水連では、大規模な自然災害が発生した場合でも経営の健全性が損なわれることのないように、主に海外の
保険会社に再保険しています。東日本大震災でも、この再保険が大いに役立ちました。
再保険先は、これまでの再保険契約実績や第三者機関による信用力（格付け）等に関する情報を総合的に評価した上
で、相手先および再保険金額を決定しています。

Column
コラム

新たな水産基本計画の策定について

水産基本計画は、水産物の安定供給の確保および水産業の健全な発展に向け、水産に関する施策の総合
的かつ計画的な推進を図るために策定するものであり、おおむね5年ごとに見直すこととされています。
平成29年4月28日に、新たな水産基本計画が閣議決定されました。
新たな水産基本計画では、我が国周辺の豊かな水産資源を持続可能な形でフル活用を図るとともに、国
民に対する水産物の安定的な供給と漁村地域の維持発展に向けて、
「①産業としての生産性の向上と所得
の増大による成長産業化」
、
「②その前提となる資源管理の高度化」等を図るため、総合的かつ計画的に講
ずべき施策を示しています。

水産に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策
①国際競争力のある漁業経営体の育成

⑨捕鯨政策の推進

②浜プラン・広域浜プラン

⑩持続可能な漁業・養殖業の確立
（総論）

③新規就業者数の育成・確保

⑪新技術・新物流体制の導入等による産地卸売
市場の改革と生産者・消費者への利益の還元

④海技士等の人材の育成・確保、水産教育の充実
⑤外国人材受け入れの必要性
⑥魚類・貝類養殖業等への企業の参入
⑦資源管理の基本的な方向性
⑧数 量管理等による資源管理の充実と沖合漁業
等の規制緩和

⑫多面的機能の発揮の促進
⑬まとめ（数量管理等による資源管理の充実や漁
業の成長産業化等を強力に進めるために必要
な施策についての検討）
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リスク管理の態勢
統合的なリスク管理態勢の整備・充実につとめています。
ＪＦ共水連では、組合員や利用者の皆様に信頼されるＪＦ共済の健全な発展を目指して、事業全般にわたるリスク
の管理強化につとめています。
特に、事業運営上のリスクも多様化・高度化してきていることから、リスク管理は経営の重要課題であると位置づ
けて、統合的なリスク管理態勢の確立に向けた取り組みをすすめています。

１．統合的なリスク管理体制

リスク管理体制

リスク管理態勢の確立を目指すため「リスク管理基
本方針」を制定し、この基本方針のもと各種リスクを
統合的に管理する体制として「リスク管理委員会」を

理事会

設置し、リスクの統合的な審議・検討を行い、重要な
事項については理事会に報告することとしています。

リスク管理委員会

また、この委員会のもとで各種リスクを管理する部
署を設置し、リスクの適切な把握やコントロール、お

リスク管理部署
検査部署

よび調整をはかることによって統合的なリスク管理の
充実をすすめています。
さらに、こうしたリスク管理状況を検査部署が検証

各業務担当部署

し、必要な改善を指摘する体制としています。

２．管理すべき５つのリスクと管理方法
「リスク管理基本方針」で管理すべき５つのリスクを定め、適切なリスク管理を行っています。なお、検査部署によ
る内部検査を実施し、内部管理の改善などに取り組んでいます。

●共済引受リスク
「共済引受リスク」とは、経済情勢や共済事故の発生率などが共済掛金率設定時の予測と異なり、悪化することに
より損失を被るリスクをいいます。
ＪＦ共水連では厳正な引受審査や共済の制度内容、共済契約準備金の積立て、再保険などの状況について適切な
管理につとめています。
また、共済引受リスクは、資産運用リスクと密接に関係するため、責任準備金（負債）と責任準備金対応債券（資
産）とのデュレーション（金利変動に対する時価変動の程度を表す指標）が一致しているかなど、資産運用リスクと関
連づけた管理を行っています。
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●資産運用リスク
「資産運用リスク」とは、資産運用などに関わる要因（金利リスクなど）から、保有する資産の価値が目減りするこ
とにより損失を被るリスクをいいます。
ＪＦ共水連では、市場関連リスク（金利・為替・有価証券相場などの変動によって運用資産の価値が変動し、損失
を被るリスク）
、信用リスク（社債など信用供与先の財務状況の悪化などによって運用資産の価値が減少・消失し、
損失を被るリスク）
などの計測・分析による適切な管理につとめています。

●流動性リスク
「流動性リスク」とは、解約返戻金の一時的な増加や巨大災害での共済金の支払いにより資金繰りが悪化し、資金
の確保に通常よりも著しく低い価格での資産売却を余儀なくされることなどにより損失を被るリスクをいいます。
ＪＦ共水連では、日々の資金繰りの状況を把握し、共済金などの確実な支払いを行うための管理につとめています。
また、日々の資金繰りの状況を「平常時」
、「懸念時」
、
「危機時」
、
「巨大災害時」に区分し、資金繰りの状況に応じ
て迅速かつ適切な対応ができるよう管理を行っています。

●事務リスク
「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・不正などを起こすことにより損失を被るリス
クをいいます。
ＪＦ共水連では、事務処理における事故・不正などの発生を防止するための適切なチェックが行われるようにつ
とめています。

●システムリスク
「システムリスク」とは、コンピュータシステムの停止または誤作動、システムの不備、不正に使用されることな
どにより損失を被るリスクをいいます。
ＪＦ共水連では、コンピュータのシステム事故に対する対策や契約情報の保護対策などにつとめています。また、
不測の災害等が発生した場合に備えて「システムコンティンジェンシープラン」を策定し、万全の安全対策を整え
ています。

３．情報のセキュリティ
「情報セキュリティ方針」を定め、事業活動において取り扱う情報を適正に管理するよう取り組んでいます。
特に個人情報保護については、関係法令等の遵守をはじめ、目的の範囲内での利用、適正な取得、利用目的の公表・
通知、個人データの管理、第三者への提供の制限、開示・訂正等、苦情対応教育・研修などの取組みを明確にし、個
人情報の適正な取扱いにつとめています。
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コンプライアンス
（法令等遵守）
の推進
コンプライアンス（法令等遵守）の推進に積極的に取り組んでいます。
ＪＦ共水連では、組合員や利用者の皆様に信頼されるＪＦ共済の公正かつ健全な運営を目指して、役職員一人ひと
りが法令遵守や社会規範にしたがった正しい行動を心がけることに組織を挙げて取り組んでいます。

１．コンプライアンスの推進体制
コンプライアンス態勢を推進していくための組織体制として「コンプライアンス統括委員会」を設置し、コンプラ
イアンスを統括する部署が事務局となり、その運営を行っています。
また、コンプライアンス統括責任者のもとに、各部署単位でコンプライアンス責任者を配置して、コンプライアン
ス問題や苦情・相談の対応につとめています。

２．コンプライアンス・マニュアル

コンプライアンス体制図

各ＪＦと共に「コンプライアンス・マニュアル」を作成して、すべ
ての役職員にコンプライアンスが周知徹底されるようにつとめていま

理事会

す。
同マニュアルには、ＪＦ共水連の組織を挙げて取り組むべき５つの
基本方針をはじめ、次の事項を記載しています。

●基本方針
①基本的使命と社会的責任
②質の高い共済サービスの提供

コンプライアンス
統括委員会

コンプライアンス
統括責任者

③法令等の厳格な遵守
④反社会的勢力の排除
⑤透明性の高い組織風土の構築

●すべての役職員が遵守すべき行動規範
●業務活動において遵守すべき法律事項など
●その他、苦情対応や法務問題への対応など
また、推進活動において遵守すべき事項の詳細を記載した「共済推
進コンプライアンス・ハンドブック」を作成しています。

コンプライアンス
統括部署

コンプライアンス
責任者・担当者
本所各部署
各事業本部
各事務所

３．コンプライアンス・プログラム
コンプライアンス推進を実践していくための計画として、毎年コンプライアンス・プログラムを作成しています。
理事会で承認された全体のプログラムにもとづき、各部署単位で同プログラムが作成され、その評価は「コンプラ
イアンス統括委員会」を経て理事会に報告されます。
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４．研修
コンプライアンス推進のための研修を行っています。
役職員を対象として、階層別や各部署単位ごとに研修を実施し、役職員が研修を受けることによって、コンプライ
アンスにもとづく業務活動が実践されていくようにつとめています。

勧誘方針
ＪＦおよびＪＦ共水連では共済制度（金融商品）の適正な推進活動につとめていくために、「勧誘方針」を定めて
います。
金融商品販売法の趣旨に則り、共済の勧誘にあたっては、次の事項を遵守し、組合員・利用者の皆さまの立場に
たった勧誘に心がけ、より一層の信頼をいただけるよう努めてまいります。
①組合員・利用者の皆さまの商品利用目的、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・利用者の皆さまの誤
解を招くような説明は行いません。
④お約束のある場合を除き、組合員・利用者の皆さまにとって不都合と思われる時間帯での訪問・電話による勧誘
は行いません。
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。
※ 上記はＪＦ共水連の勧誘方針です。ＪＦの勧誘方針はＪＦごとに定めています。

反社会的勢力による被害を防止するための基本方針
ＪＦ共水連は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、確固たる信念をもって、断固とした
姿勢で臨むため、
「反社会的勢力による被害を防止するための基本方針」を定めています。
１．組織としての対応
 反社会的勢力による不当要求に対しては、担当者や担当部署だけに任せるのではなく、組織全体で対応する
とともに、役職員の安全を確保します。
２．外部専門機関との連携
 反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警察・暴力追放運動推進センター・弁護士等の外部の専門
機関と意思疎通を行い、緊密な連携関係を構築します。
３．取引を含めた一切の関係遮断
 反社会的勢力に対しては、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。
※関係遮断の取り組みの一環として、各共済約款に暴力団排除条項を導入しています。
４．有事における民事と刑事の法的対応
 反社会的勢力の不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行うこととし、あらゆる民事上の法
的対抗手段を講じるとともに、積極的に被害届けを出すなど、刑事事件化も躊躇しません。
５．裏取引や資金提供の禁止
 反社会的勢力による不当要求が、事業上活動上の不祥事や役職員の不祥事を理由とするものであっても、事
案を隠蔽するための裏取引や資金提供は絶対に行いません。
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個人情報保護方針
ＪＦ共水連は、組合員や利用者等の皆さまの個人情報が事業活動の基本となる重要な情報であると認識
します。
このため、個人情報をその利用目的に従い、安全かつ適正に収集・保管・利用することは、ＪＦ共水連
の当然の責務であり、組合員や利用者等の皆さまが安心してＪＦ共済をご利用いただけるよう、以下の方
針を遵守することを誓約します。
１．関係法令等の遵守
ＪＦ共水連は、個人情報を取り扱う際に、「個人情報の保護に関する法律」ならびに「行政手続き
における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（番号法）」をはじめ、個人情報およ
び特定個人情報の保護に関する関係諸法令および主務大臣等のガイドラインに定められた義務を誠実
に遵守します。
２．目的の範囲内での利用
ＪＦ共水連は、利用目的を可能な限り特定したうえ、あらかじめご本人の同意を得た場合等を除き、
その利用目的の範囲内でのみ個人情報を取り扱います。ただし、特定個人情報においては、ご本人の
同意の有無に関わらず、利用目的の範囲を超えた利用は行いません。
３．適正な取得、利用目的の公表又は通知
ＪＦ共水連は、個人情報を取得する場合は、利用目的をご本人に明示し、ご本人の同意を得る等、
適正な手段で取得するものとし、また、利用目的をあらかじめ公表するか、取得後速やかにご本人に
通知または公表します。ただし、ご本人から、書面により直接取得する場合には、あらかじめ利用目
的を明示します。
４．個人データの安全管理措置
ＪＦ共水連は、取り扱う個人データを利用目的の範囲内で､ 正確かつ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、役職員等および委託先を必要かつ適切に監督します。
５．第三者への提供の制限
ＪＦ共水連は、あらかじめご本人の同意を得ることなく、個人データをＪＦ共水連およびご本人に
係る組合以外の第三者に提供しません。共済契約の保全において、他の保険会社（海外の再保険会社
等を含む。
）に再保険を付す場合は、ご本人の同意を得てその再保険会社等に個人データを提供するこ
とがあります。また、特定個人情報については、番号法第19条各号に該当する場合を除き、ご本人の
同意の有無に関わらず、第三者に提供しません。
６．開示・訂正等
ＪＦ共水連は、保有個人データにつき、ご本人から開示、訂正等の請求があった場合には、これに
応じます。
７．苦情対応
ＪＦ共水連は、個人情報につき、苦情相談窓口を設置し、連絡先（電話番号、メールアドレス等）等
をホームページに掲載し、ご本人からの苦情に対し迅速かつ適切に取り組みます。
8．教育・研修
ＪＦ共水連は、個人情報につき、役職員等に適正な情報管理を周知徹底させるため、計画的に教育・
研修等を行います。
９．個人情報保護への取組み
コンプライアンス・プログラムに具体的に掲載し、実践いたします。
10．適正運営・改善
ＪＦ共水連は、個人情報が適正に取り扱われているかについて、定期的に内部検査を実施するなど
により、個人情報保護の継続的な改善に努めます。
※ 上記はＪＦ共水連の個人情報保護方針です。ＪＦの個人情報保護方針はＪＦごとに定めています。

2 0 —「ＪＦ共水連」の現況 2017

「ＪＦ共済（ＪＦ共水連）」
の健全性 ･ 安定性

利益相反管理方針の概要
ＪＦ共水連は、組合員・利用者の皆さまとのお取引に伴い、組合員・利用者の皆さまの利益が不当に害
されることのないよう、法令等に基づき適正に業務を遂行いたします。
１．利益相反のおそれのある取引の特定・類型化
「利益相反のおそれのある取引」は次の二つの類型に整理しています。
（1）
ＪＦ共水連と組合員・利用者の皆さまとの間で利益が相反するもの
（2）
組合員・利用者の皆さまと他の組合員・利用者の皆さまとの間で利益が相反するもの
2．利益相反のおそれのある取引の特定の方法
ＪＦ共水連では、利益相反を適切に管理するため、利益相反のおそれのある取引を以下の方法によ
り特定いたします。
（1）各部署は取引を行う際に、当該取引が利益相反のおそれのある取引として類型化された取引に該
当するか確認し、該当すると判断した場合は、その取引を行わないことを基本とし、利益相反管
理統括部署に報告する。このとき、各部署で判断しかねる場合は利益相反管理統括部署に相談す
る。
（2）利益相反管理統括部署は各部署からの相談を受けて、各部署と協議のうえ（必要に応じて関係部
署と協議）、当該取引が利益相反のおそれのある取引であるかの特定を行う。
3．利益相反のおそれのある取引の管理方法
１．によりあらかじめ特定・類型化した利益相反のおそれのある取引（以下「対象取引」という。）
について、次の各号に定める管理方法を適宜組み合わせることにより管理を行います。
（1）
対象取引を行う部門と組合員・利用者の皆さまとの取引を行う部門を分離する方法
（2）対象取引または組合員・利用者の皆さまとの取引の条件もしくは方法を変更し、または中止する
方法
（3）対象取引に伴い、組合員・利用者の皆さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、
組合員・利用者の皆さまに適切に開示する方法（本会が負う守秘義務に違反しない場合に限る。）
（4）
その他対象取引を適切に管理するための方法
４．利益相反管理体制の整備
ＪＦ共水連は、適正な利益相反管理の遂行のため、利益相反管理統括部署を定め、ＪＦ共水連全体
の管理体制を統括します。また、これらの管理体制を定期的に検証するとともに、役職員に対して研
修を実施し利益相反の防止に努めます。

※ 上記はＪＦ共水連の利益相反管理方針の概要です。ＪＦの利益相反管理方針はＪＦごとに定めています。
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