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はじめに

　日頃よりＪＦ共済事業をお引き立ていただき、厚く御礼申し上げます。
　私どもの事業概況、財務状況などを皆さまにわかりやすくお知らせするた
めに、ディスクロージャー誌『ＪＦ共水連の現況 2010』を作成いたしました。
　本誌をご覧いただき、ＪＦ共済事業に対する一層のご理解とご支援を賜り
ますようお願い申し上げます。

※本誌は、水産業協同組合法第100条の８で準用する同法第58条の３にもとづいて作成
したディスクロージャー資料（業務および財産の状況に関する説明資料）です。

名　　称	 全国共済水産業協同組合連合会（略称：共水連　愛称：ＪＦ共水連）
根 拠 法	 水産業協同組合法
組　　織	 全国の漁業協同組合（ＪＦ）、水産加工業協同組合およびこれらの連合会等が会員となり、それぞれ

が出資して共済事業を行う唯一の連合会としてＪＦ共水連が組織されています。
設　　立	 昭和 26 年 1月
所 在 地 	 ■本所　〒 101-0047 東京都千代田区内神田 1-1-12 コープビル
	 　　　　TEL：03（3294）9641　FAX：03（3294）9688
	 　　　　ＪＦ共水連ホームページ http://www.kyosuiren.or.jp/
	 ■事務所・事業本部　37沿海道府県
	 　　　　　　　　　　		　（ほかに東京 ･大阪 ･滋賀については、都府県漁連へＪＦ共済の事務を
	 　　　　　　　　　　	 　委託しています）

職 員 数 	 424 名
会 員 数 	 1,135 会員
運　　営	 ＪＦ共水連の主要方針は、総会をはじめ、会員より選出された総代 126 名で構成される総代会、な

らび	に理事 20 名による理事会で決定されます。
事業規模	 総資産	 4,750 億円
	 契約件数	 73.2 万件
	 保障金額	 5.6 兆円
	 受入共済掛金	 569 億円
	 支払共済金	 545 億円

ＪＦ共水連の概要 （平成 22年 3月末現在）

水産業協同組合法施行規則にもとづく索引

水産業協同組合法施行規則 第 207 条第１項（単体決算関係）

一 連合会の概況及び組織に関する次に掲げる事項
イ 業務の運営の組織 ................................................................... 24
ロ 役員の氏名及び役職名 ........................................................... 24
ハ 事務所の名称及び所在地 ....................................................... 26

二 連合会の主要な業務の内容 ......................................................... 23
三 連合会の主要な業務に関する次に掲げる事項

イ 直近の事業年度における事業の概況 .................................... 3
ロ 直近の五事業年度における主要な業務の状況を示す指標
　 として次に掲げる事項 ........................................................... 3

（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） 総資産額及び特別勘定として経理された資産
（7） 責任準備金残高
（8） 貸付金残高
（9） 有価証券残高
（10） 共済金等の支払能力の充実の状況を示す比率
　　　※平成 20 年度決算以降開示を要する

（11） 法第百条の八第三項の区分ごとの剰余金の配当の金額
（12） 職員数
（13） 保有契約高

ハ 直近の二事業年度における事業の状況を示す指標として別表
第四に掲げる事項

四 契約年度別責任準備金残高及び予定利率 .................................. 58
五 連合会の業務の運営に関する次に掲げる事項 

イ リスク管理の体制 ................................................................... 12
ロ 法令遵守の体制 ...................................................................... 14

六 連合会の直近の二事業年度における財産の状況に関する次に掲
げる事項
イ 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 ........................................................................... 36
ロ 貸付金のうち次に掲げるものの額及びその合計額 ............ 59
 ※平成 20 年度決算以降開示を要する

（1） 破綻先債権に該当する貸付金
（2） 延滞債権に該当する貸付金
（3） 三カ月以上延滞債権に該当する貸付金
（4） 貸付条件緩和債権に該当する貸付金

ハ 債権について、債務者の財政状態及び経営成績等を基礎
　 として次に掲げるものに区分することにより得られる各
　 々に関し貸借対照表に計上された金額 ................................ 59
 ※平成 20 年度決算以降開示を要する

（1） 破産更生債権及びこれらに準ずる債権
（2） 危険債権
（3） 要管理債権
（4） 正常債権

ニ 共済金等の支払能力の充実の状況 ....................................... 53
 ※平成 20 年度決算以降開示を要する
ホ 次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及
　 び評価損益 ............................................................................... 50

（1） 有価証券
（2） 金銭の信託
（3） デリバティブ取引
（4） 先物外国為替取引
（5） 有価証券関連デリバティブ取引

ヘ 貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額 ............................ 50
ト 貸付金償却の額 ...................................................................... 50

水産業協同組合法施行規則 第 208 条（連結決算関係）

一 連合会及びその子会社等の概況に関する次に掲げる事項
イ 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 .... 28
ロ 連合会の子会社等に関する次に掲げる事項 ........................ 28

（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

二 連合会及びその子会社等の主要な業務に関する次に掲げる事項
イ 直近の事業年度における事業の概況 .................................... 60
ロ 直近の五連結会計年度における主要な業務の状況を示す
　 指標として次に掲げる事項 .................................................... 60
 ※平成 20 年度決算以降開示を要する

（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

三 連合会及びその子会社等の直近の二連結会計年度における財産
の状況に関する次に掲げる事項

※平成 20 年度決算以降開示を要する
イ 貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書 ........................ 60
ロ 貸付金のうち次に掲げるものの額及びその合計額 ............ 68

（1） 破綻先債権に該当する貸付金
（2） 延滞債権に該当する貸付金
（3） 三カ月以上延滞債権に該当する貸付金
（4） 貸付条件緩和債権に該当する貸付金

ハ 連合会の子会社等である保険会社の保険金等の支払能力
　 の充実の状況 .......................................................................... 68
ニ 当該連合会及びその子会社等が二以上の異なる種類の事
　 業を営んでいる場合の事業の種類ごとの区分に従い、当
　 該区分に属する経常収益の額、経常利益又は経常損失の
　 額及び資産の額として算出したもの .....................................68

◎主要な業務の状況を示す指標
一 共済種類別新契約高及び保有契約高又は、共済掛金 ...... 30
二 共済契約種類別保障機能別保有契約高 ............................. 31
三 共済種類別支払共済金の額 ................................................ 33

◎共済契約に関する指標
一 共済種類別保有契約増加率 ................................................ 52
二 新契約平均共済金額及び保有契約平均共済金額 .............. 52
三 解約失効率 ........................................................................... 53
四 月払契約の新契約平均共済掛金 ......................................... 53
五 契約者割戻しの状況 ............................................................ 34
六 再保険を引受けた主要な保険会社等の数 ......................... 55
七 上位５社に対する支払い再保険料の割合 ......................... 55
八 格付機関による格付に基づく区分ごとの支払再保険料の割合 ... 55
九 未収再保険金の額 ......................................................... 55

◎経理に関する指標
一 責任準備金の積立方式及び積立率 ..................................... 58
二 共済種類別契約者割戻準備金明細 ..................................... 57
三 引当金明細 ........................................................................... 59
四 国別特定海外債権残高 ........................................................ 59
五 利益準備金及び任意積立金科目明細 ................................. 59
六 運用不動産処分益及び運用不動産処分損 ......................... 50
七 事業普及費及び事業管理費明細 ........................................ 59

◎財産運用に関する指標
一 主要資産の平均残高 ........................................................... 46
二 主要資産の構成及び増減 .................................................... 46
三 主要資産の運用利回り ........................................................ 46
四 財産運用収益明細 ............................................................... 46
五 財産運用費用明細 ............................................................... 47
六 利息及び配当金収入等明細 ................................................ 46
七 有価証券種類別残高 ............................................................ 47
八 有価証券種類別残存期間別残高 ........................................ 48
九 業種別保有株式の額 ........................................................... 47
十 共済契約貸付及び業種別の貸付金残高並びに当該貸付
 　金残高の合計に対する割合 ................................................ 48
十一 運用不動産残高 ............................................................... 50
十二 海外投融資残高 ............................................................... 49
十三 海外投融資の地域別構成 ............................................... 49
十四 海外投融資運用利回り .................................................... 49

◎その他の指標
一 業務用固定資産残高 ........................................................... 56
二 特別勘定資産残高 ............................................................... 50

＊下記の項目は条文および別表を要約したものです。
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2—「ＪＦ共水連」の現況 2010

ごあいさつ

全国共済水産業協同組合連合会

代表理事会長　吉岡　修一

　皆様方には益々ご清栄のこととお喜び申し上げますとともに、平素からＪＦ共済
事業につきましては格別のご指導・ご支援を賜り、まことにありがたく厚くお礼申
し上げます。また、残念ながら昨年度は大型海難事故が重なってしまいましたが、
関係者各位には心からお見舞いを申し上げます。
さて、日本の経済情勢は緩やかな回復基調にあるものの、デフレや雇用不安など
厳しい状況が続いており、漁業・漁村においても、漁業就業者の高齢化、魚価の低
迷に加え、燃油価格の高止まりといった漁業・漁協経営環境の悪化が顕著となって
います。
このため、ＪＦグループでは本年度からスタートする新運動方針を取りまとめ、
各ＪＦにおいては5年後、10年後の将来シミュレーションの実施による将来課題を
検証し、県域における事業部門別の将来ビジョンとアクションプランの策定に取り
組んでいるところです。
　このような状況のもと、ＪＦ共済においては「海といっしょに。浜といっしょに。
―ＪＦ共済３か年計画（平成20～22年度）」の中間年度として、事業計画に掲げる
諸施策の実践に取り組みました。その結果、「くらし」においては目標を達成し、厳
しい事業環境の中にあって一定の成果を挙げることができましたが、「チョコー」の
保有実績は2兆円の大台を依然割り込んだままとなっています。
このことから、22年度は保有契約量の維持・伸長を最重要課題とし、「ふれあい
型推進」を第一に全戸推進に取り組み、満期更新契約、解約防止およびＪＦ共済未
加入世帯の解消に邁進することで所期の加入目標の達成と保有契約量の拡大を期さ
なければならないと考えます。
　いっぽう、ＪＦ共水連においても22年4月に施行された保険法の遵守、金融ADR
法制への対応等、ご契約者保護の強化をはかってまいります。また、マネジメント
改革の推進や内部留保の回復、純資産の充実等、事業基盤の強化と経営の健全性の
確保に邁進する所存であります。
どうか本年度におきましても、引き続き皆様の特段のご高配を賜わりますよう、
切にお願いを申し上げますとともに、ここにＪＦ共済の平成21年度の成果と経営内
容の開示を内容とする冊子をお届けいたします。
� 平成22年8月吉日　
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事業概況

■平成 21 年度の事業概況
　平成21年度の日本経済は、リーマンショック後の景気悪化から緩やかな回復傾向に転じ、実質ＧＤＰもプラス成長
を維持してきました。しかし、5％を超える失業率、給与所得の減少、デフレの進行など懸念材料も多く、決して楽観で
きない１年となりました。
　保険業界にあっては、金融危機後の景気回復を反映し、多くの保険会社が平成21年度決算の速報では黒字を達成し
ています。こうした中で、第一生命の株式会社化や３大メガ損保の誕生など保険業界をめぐる環境はめまぐるしく変化
しています。
　一方、漁業・漁村においては、漁業者への所得補償や6次産業化への支援等が論じられておりますが、漁業就業者の
高齢化や後継者不足、漁業資源の減少、魚価低迷の状況は依然として継続しており、一時収束したかに見える燃油価格
も再び上昇傾向にあるなど、漁業経営は非常に厳しい状況が続いています。ＪＦグループでは平成21年 10月に行な
われた「ＪＦ全国代表者集会」において、新運動方針「ＪＦグループ組織・経営・事業戦略」を採択し、2010年度か
らその取り組みをスタートさせています。
　このような事業環境下にあって JF共済は、共済自立ＪＦの構築、共済契約者保護の強化および共済実施基盤の強化を
取組方針に掲げる「海といっしょに。浜といっしょに。ＪＦ共済3ヵ年計画」の中間年度として、その実現に向け取り
組みました。
　またＪＦ共水連は、この3ヵ年計画の達成を最優先課題としつつ、平成22年4月に施行された保険法に対応するため、
全ての約款を改定し事務手続きを変更するなど、共済契約者保護、事業・組織基盤の強化等の諸課題に取り組みましたが、
厳しい経済・事業環境下にあって、次のとおりの事業状況となっています。

■主要な業務の状況を示す指標 （単位：百万円）

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度

経常収益 85,325 82,738 87,327 88,308 80,096

経常利益 1,828 1,423 △ 1,564 579 865

当期剰余金 1,035 787 91 40 1,372

出資金 1,266 1,266 1,262 1,261 1,262

出資口数（千口） 126 126 126 126 126

純資産額（純資産の部合計） 13,151 13,419 12,359 11,680 14,399

総資産額（資産の部合計） 542,257 520,942 501,623 484,377 475,057

責任準備金残高 498,588 490,086 475,775 455,879 444,842

貸付金残高 10,095 9,800 9,383 9,008 8,600

有価証券残高 435,139 433,240 418,910 409,368 400,547

支払余力比率 775.9％ 844.2％ 878.1％ 654.7％ 922.1%

剰余金の配当の金額
（会員配当額）

出資配当金 63 37 － － 25

事業分量配当金 － － － － －

職員数（人） 454 452 435 432 424

保有契約高 6,299,058 6,140,409 5,966,736 5,819,625 5,675,684

※1　平成17年度の純資産額（純資産の部合計）には、資本の部の合計の金額を記載しています。
※2　保有契約高は長期共済（普通厚生共済、生活総合共済、漁業者老齢福祉共済）の各保有契約高および短期共済（乗組員厚生共済、団体信用

厚生共済、火災共済）の契約高の合計です。




