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  ＪＡバンク岡山（ＪＡ・農林中央金庫岡山支店）では、
農業と地域社会に貢献するため、平成25～27年
度に続き、平成28～30年度ＪＡバンク岡山中期戦
略に基づき、地域密着型金融の推進に取り組ん
でおります。 

   平成28年度の地域密着型金融取組状況につい
て取りまとめましたので、ご報告いたします。 
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Ⅰ 農山漁村等地域の活性化のための融資をはじめとする支援 
                                                        ･･･  Ｐ． ４ 
 
Ⅱ 担い手の経営のライフサイクルに応じた支援       ･･･ Ｐ．10 
 
Ⅲ 経営の将来性を見極める融資手法をはじめ、担い手に適し 
    た資金供給手法の徹底                                               ･･･ Ｐ．12 
 
Ⅳ 農山漁村等地域の情報集積を活用した持続可能な農山漁 
        村等地域育成への貢献                 ･･･ Ｐ．13 
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Ⅰ 農山漁村等地域の活性化のための融資をはじめとする支援 
  （地域農業者との結び付き強化、地域活性化への取組み） 

• ＪＡバンク岡山は、各種プロパー農業資金を提供するとともに、農
業近代化資金や日本政策金融公庫資金の取扱いを通じて、農業
者の農業経営と生活をサポートしています。 
 

• 平成29年3月末時点のＪＡバンク岡山（県下９ＪＡと農林中央金庫
岡山支店）における農業関係資金残高（注1）は122億円、日本政
策金融公庫等の受託貸付金（注2）残高は124億円となっています。 

   
   （注1）農業関係の貸出金とは、農業者および農業関連団体等に対する貸出金であり、農業生産・農業 
       経営に必要な資金や、農産物の生産・加工・流通に関係する事業に必要な資金等が該当します。 
    （注2） ＪＡバンク岡山が農業者の窓口となり、日本政策金融公庫などの貸付金の受託取扱いを行って 
                います。 
  

（１）農業融資商品の適切な提供 
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【営農類型別農業資金残高】               単位：百万円 

（注） 
１ 「その他農業」には、複合経営 
    で業種が明確に位置づけられ 
    ない者および農業サービス業 
    が含まれています。 
２ 「農業関連団体等」には、ＪＡ 
  や全農とその子会社等が含 
  まれています。 

農業 11,353

　　穀作 4,048

　　野菜・園芸 892

　  果樹・樹園農業 478

　　工芸作物 14

　　養豚・肉牛・酪農 752

　　養鶏・鶏卵 708

　　養蚕 0

　　その他農業（注１） 4,461

農業関連団体等（注２） 851

合計 12,204

営農類型 平成29年3月末


県域集計シート

		［県域集計用シート］（各単体データを値貼付） ケンイキ シュウケイ ヨウ カク タンタイ アタイ ハリツ								岡山県		岡山県		入力列（ＤＷＨ） ニュウリョク レツ		入力列（補正） ニュウリョク レツ ホセイ		岡山県		岡山県		岡山県		岡山県		岡山県		岡山県		岡山県		岡山県		岡山県

								都道府県名を入力（都・府・県省略不可）⇒ トドウフケン メイ ニュウリョク ト フ ケン ショウリャク フカ				3033		基礎データ キソ				7755		7768		7794		7825		7837		7847		7859		7868		7889

										県域合計 ケンイキ ゴウケイ		農林中央金庫　　　　　　　　　		統合県支店 トウゴウ ケン シテン		統合県支店 トウゴウ ケン シテン		岡山市農業協同組合　　　　　　		岡山東農業協同組合　　　　　　		岡山西農業協同組合　　　　　　		倉敷かさや農業協同組合　　　　		びほく農業協同組合　　　　　　		阿新農業協同組合　　　　　　　		真庭農業協同組合　　　　　　　		津山農業協同組合　　　　　　　		勝英農業協同組合　　　　　　　

		１　修正後（農業資金残高一覧表）参照								（2017年3月）		（2017年3月）		（2017年3月）		（2017年3月）		（2017年3月）		（2017年3月）		（2017年3月）		（2017年3月）		（2017年3月）		（2017年3月）		（2017年3月）		（2017年3月）		（2017年3月）

				残　　高		営農類型別		011 穀作 コク サク		4,048,292,107		0		15,000,000				1,194,174,864		1,167,169,198		770,828,956		278,889,879		91,160,826		129,339,867		77,373,822		205,473,230		118,881,465

								012 野菜・園芸 ヤサイ エンゲイ		892,404,759		0		131,000,000				426,491,651		42,162,465		65,835,210		19,162,249		41,810,464		7,302,740		59,262,969		60,533,263		38,843,748

								013 果樹・樹園農業 カジュ キエン ノウギョウ		477,903,516		0		30,000,000				155,882,099		77,101,375		54,186,845		17,437,423		81,158,497		14,000,012		10,144,583		35,538,013		2,454,669

								014 工芸作物 コウゲイ サクモツ		13,649,416		0						0		0		0		0		7,107,638		608,208		997,407		4,936,163		0

								015 養豚・肉牛・酪農 ヨウトン ニクギュウ ラクノウ		752,121,136		0		418,959,548				56,277,657		10,000,000		7,630,084		21,611,011		29,288,679		5,085,316		97,701,640		52,383,743		53,183,458

								016 養鶏・鶏卵 ヨウケイ ケイラン		708,028,659		0		700,000,000				0		0		2,208,026		0		5,820,633		0		0		0		0

								017 養蚕 ヨウサン		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								その他農業 タ ノウギョウ		4,461,103,364		0		185,540,000				882,548,813		729,783,009		784,694,192		208,207,998		884,309,047		97,369,408		240,353,275		255,961,600		192,336,022

								農業関連団体等 ノウギョウ カンレン ダンタイトウ		850,898,471		0		850,898,471				0		0		0		0		0		0		0		0		0

								合計 ゴウケイ		12,204,401,428		0		2,331,398,019		0		2,715,375,084		2,026,216,047		1,685,383,313		545,308,560		1,140,655,784		253,705,551		485,833,696		614,826,012		405,699,362

												　						　		　		　		　		　		　		　		　		　

						資金種類別		プロパー資金 シキン		4,515,564,891		0		2,299,916,373				818,014,894		156,708,342		148,566,065		73,262,391		178,623,517		120,803,732		351,044,410		231,167,155		137,458,012

								農業制度資金 ノウギョウ セイド シキン		7,688,836,537		0		31,481,646		0		1,897,360,190		1,869,507,705		1,536,817,248		472,046,169		962,032,267		132,901,819		134,789,286		383,658,857		268,241,350

								　農業近代化資金 ノウギョウ キンダイカシキン		1,047,835,486		0		30,502,985				632,375,001		70,262,000		125,664,000		33,690,000		35,168,000		24,176,000		23,537,000		65,221,500		7,239,000

								　その他制度資金 タ セイド シキン		6,641,001,051		0		978,661				1,264,985,189		1,799,245,705		1,411,153,248		438,356,169		926,864,267		108,725,819		111,252,286		318,437,357		261,002,350

								　　　うち日本公庫転貸資金（農業関係） ニホン コウコ テンタイ シキン ノウギョウ カンケイ		6,030,896,313		0		0				1,035,719,598		1,754,891,529		1,356,650,138		406,055,577		857,199,064		108,725,819		79,501,273		276,747,489		155,405,826

								合計 ゴウケイ		12,204,401,428		0		2,331,398,019		0		2,715,375,084		2,026,216,047		1,685,383,313		545,308,560		1,140,655,784		253,705,551		485,833,696		614,826,012		405,699,362

												　						　		　		　		　		　		　		　		　		　

						受託		（受託） ジュタク				　						　		　		　		　		　		　		　		　		　

								日本政策金融公庫資金（農業関係） ニホン セイサク キンユウ コウコ シキン ノウギョウ カンケイ		12,388,859,393		9,871,995,174		2,516,864,219				0		0		0		0		0		0		0		0		0

								その他 タ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								合計 ゴウケイ		12,388,859,393		9,871,995,174		2,516,864,219		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

												　						　		　		　		　		　		　		　		　		　

						その他の内訳　（複合経営・二種兼業等）		010 農業 ノウギョウ		208,825,460		0						111,334,222		33,263,500		22,460,103		2,840,000		10,311,957		5,633,261		4,080,000		7,083,429		11,818,988

								019 その他農業 タ ノウギョウ		1,531,531,145		0				0		147,367,359		379,707,568		595,800,493		142,156,339		145,078,882		12,508,672		62,869,223		31,210,635		14,831,974

								02  林業 リンギョウ		14,203,873		0						0		0		0		0		0		2,593,058		1,853,580		6,877,526		2,879,709

								03  水産業 スイサンギョウ		458,856		0						0		0		0		0		0		0		0		458,856		0

								04  鉱業 コウギョウ		5,542,362		0						362,218		2,484,573		362,409		0		0		2,333,162		0		0		0

								05  建設業 ケンセツギョウ		171,259,527		0						89,632,868		650,857		8,163,437		9,876,760		11,586,433		4,812,721		10,294,322		31,662,433		4,579,696

								06  製造業 セイゾウギョウ		310,085,480		0		185,540,000				45,175,579		15,751,821		15,863,630		1,703,445		7,450,844		1,282,219		8,841,157		24,915,397		3,561,388

								07  電気・ガス・熱供給・水道業 デンキ ネツ キョウキュウ スイドウギョウ		22,810,964		0						942,937		2,315,428		0		0		0		4,286,543		3,427,774		11,838,282		0

								08  運輸・通信業 ウンユ ツウシンギョウ		21,202,353		0						5,443,737		1,164,456		600,899		0		6,248,613		4,251,529		981,676		2,284,620		226,823

								09  卸売・小売業・飲食店 オロシウリ コウリギョウ インショク テン		66,692,677		0						25,357,212		0		976,435		13,400,638		2,978,038		2,770,627		13,780,326		7,429,401		0

								10  金融・保険業 キンユウ ホケンギョウ		74,532,333		0						29,604,267		14,346,609		3,114,650		0		0		5,420,326		172,444		21,482,191		391,846

								11  不動産業 フドウサン ギョウ		95,098,219		0						66,673,491		0		3,704,861		13,198,689		0		0		11,521,178		0		0

								12  サービス業 ギョウ		176,099,570		0						77,878,815		9,265,411		3,557,788		0		7,760,180		3,754,877		32,576,733		37,771,693		3,534,073

								13  公務 コウム		215,691,102		0						36,943,224		21,472,273		29,498,681		2,493,532		23,760,171		3,931,087		51,129,321		41,101,243		5,361,570

								14  その他 タ		1,260,962,073		0						224,779,443		187,603,575		23,587,045		16,646,595		654,371,885		1,276,241		26,970,601		29,595,894		96,130,794

								（未設定） ミ セッテイ		286,107,370		0						21,053,441		61,756,938		77,003,761		5,892,000		14,762,044		42,515,085		11,854,940		2,250,000		49,019,161

								合計 ゴウケイ		4,461,103,364		0		185,540,000		0		882,548,813		729,783,009		784,694,192		208,207,998		884,309,047		97,369,408		240,353,275		255,961,600		192,336,022

												　						　		　		　		　		　		　		　		　		　

												　						　		　		　		　		　		　		　		　		　

				件　　数		営農類型別		011 穀作 コク サク		1,801		0		2				564		351		193		50		60		46		163		281		91

								012 野菜・園芸 ヤサイ エンゲイ		499		0		2				270		13		20		10		54		13		85		27		5

								013 果樹・樹園農業 カジュ キエン ノウギョウ		317		0		1				116		32		47		7		54		18		5		33		4

								014 工芸作物 コウゲイ サクモツ		13		0						1		0		0		0		3		3		1		4		1

								015 養豚・肉牛・酪農 ヨウトン ニクギュウ ラクノウ		226		0		8				36		1		5		3		29		6		81		38		19

								016 養鶏・鶏卵 ヨウケイ ケイラン		9		0		3				0		0		2		0		3		0		1		0		0

								017 養蚕 ヨウサン		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								その他農業 タ ノウギョウ		2,449		0		2				562		222		256		61		337		125		447		290		147

								農業関連団体等 ノウギョウ カンレン ダンタイトウ		13		0		13				0		0		0		0		0		0		0		0		0

								合計 ゴウケイ		5,327		0		31		0		1,549		619		523		131		540		211		783		673		267

												　						　		　		　		　		　		　		　		　		　

						資金種類別		プロパー資金 シキン		3,657		0		27				1,000		367		147		75		416		189		720		537		179

								農業制度資金 ノウギョウ セイド シキン		1,670		0		4		0		549		252		376		56		124		22		63		136		88

								　農業近代化資金 ノウギョウ キンダイカシキン		361		0		3				243		19		45		10		8		10		4		15		4

								　その他制度資金 タ セイド シキン		1,309		0		1				306		233		331		46		116		12		59		121		84

								　　　うち日本公庫転貸資金（農業関係） ニホン コウコ テンタイ シキン ノウギョウ カンケイ		1,164		0						251		226		319		42		92		11		52		106		65

								合計 ゴウケイ		5,327		0		31		0		1,549		619		523		131		540		211		783		673		267

												　						　		　		　		　		　		　		　		　		　

						受託		（受託） ジュタク				　						　		　		　		　		　		　		　		　		　

								日本政策金融公庫資金（農業関係） ニホン セイサク キンユウ コウコ シキン ノウギョウ カンケイ		2,125		1,718		407				0		0		0		0		0		0		0		0		0

								その他 タ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								合計 ゴウケイ		2,125		1,718		407		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

												　						　		　		　		　		　		　		　		　		　

						その他の内訳　（複合経営・二種兼業等）		010 農業 ノウギョウ		80		0						39		4		4		1		8		11		3		6		4

								019 その他農業 タ ノウギョウ		483		0				0		62		53		173		28		40		20		44		57		6

								02  林業 リンギョウ		23		0						1		0		0		0		1		5		6		7		3

								03  水産業 スイサンギョウ		1		0						0		0		0		0		0		0		0		1		0

								04  鉱業 コウギョウ		12		0						1		1		1		0		2		5		1		1		0

								05  建設業 ケンセツギョウ		204		0						47		7		4		6		39		13		42		37		9

								06  製造業 セイゾウギョウ		177		0		2				70		11		5		2		15		8		25		33		6

								07  電気・ガス・熱供給・水道業 デンキ ネツ キョウキュウ スイドウギョウ		22		0						8		3		0		2		0		1		4		4		0

								08  運輸・通信業 ウンユ ツウシンギョウ		69		0						22		4		1		1		20		4		11		4		2

								09  卸売・小売業・飲食店 オロシウリ コウリギョウ インショク テン		52		0						21		3		1		3		4		4		7		8		1

								10  金融・保険業 キンユウ ホケンギョウ		84		0						32		10		2		0		1		8		2		28		1

								11  不動産業 フドウサン ギョウ		32		0						25		0		2		3		0		0		2		0		0

								12  サービス業 ギョウ		220		0						70		10		3		0		14		7		55		54		7

								13  公務 コウム		255		0						36		24		15		1		50		4		86		25		14

								14  その他 タ		626		0						122		71		21		13		137		3		155		23		81

								（未設定） ミ セッテイ		109		0						6		21		24		1		6		32		4		2		13

								合計 ゴウケイ		2,449		0		2		0		562		222		256		61		337		125		447		290		147

												　						　		　		　		　		　		　		　		　		　

		２－１［残高］　集計シート（補正確認用）参照										　						　		　		　		　		　		　		　		　		　

				（１）修正１（業種修正）								　						　		　		　		　		　		　		　		　		　

						営農類型別		011 穀作 コク サク		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								012 野菜・園芸 ヤサイ エンゲイ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								013 果樹・樹園農業 カジュ キエン ノウギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								014 工芸作物 コウゲイ サクモツ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								015 養豚・肉牛・酪農 ヨウトン ニクギュウ ラクノウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								016 養鶏・鶏卵 ヨウケイ ケイラン		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								017 養蚕 ヨウサン		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								その他農業 タ ノウギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								-

								合計 ゴウケイ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

												　						　		　		　		　		　		　		　		　		　

						その他の内訳　（複合経営・二種兼業等）		010 農業 ノウギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								019 その他農業 タ ノウギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								02  林業 リンギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								03  水産業 スイサンギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								04  鉱業 コウギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								05  建設業 ケンセツギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								06  製造業 セイゾウギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								07  電気・ガス・熱供給・水道業 デンキ ネツ キョウキュウ スイドウギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								08  運輸・通信業 ウンユ ツウシンギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								09  卸売・小売業・飲食店 オロシウリ コウリギョウ インショク テン		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								10  金融・保険業 キンユウ ホケンギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								11  不動産業 フドウサン ギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								12  サービス業 ギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								13  公務 コウム		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								14  その他 タ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								（未設定） ミ セッテイ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								合計 ゴウケイ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

												　						　		　		　		　		　		　		　		　		　

				（２）修正２（農業関連団体再区分）								　						　		　		　		　		　		　		　		　		　

						営農類型別		011 穀作 コク サク		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								012 野菜・園芸 ヤサイ エンゲイ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								013 果樹・樹園農業 カジュ キエン ノウギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								014 工芸作物 コウゲイ サクモツ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								015 養豚・肉牛・酪農 ヨウトン ニクギュウ ラクノウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								016 養鶏・鶏卵 ヨウケイ ケイラン		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								017 養蚕 ヨウサン		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								その他農業 タ ノウギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								農業関連団体等 ノウギョウ カンレン ダンタイトウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								合計 ゴウケイ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

												　						　		　		　		　		　		　		　		　		　

						その他の内訳　（複合経営・二種兼業等）		010 農業 ノウギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								019 その他農業 タ ノウギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								02  林業 リンギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								03  水産業 スイサンギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								04  鉱業 コウギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								05  建設業 ケンセツギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								06  製造業 セイゾウギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								07  電気・ガス・熱供給・水道業 デンキ ネツ キョウキュウ スイドウギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								08  運輸・通信業 ウンユ ツウシンギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								09  卸売・小売業・飲食店 オロシウリ コウリギョウ インショク テン		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								10  金融・保険業 キンユウ ホケンギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								11  不動産業 フドウサン ギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								12  サービス業 ギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								13  公務 コウム		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								14  その他 タ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								（未設定） ミ セッテイ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								合計 ゴウケイ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

												　						　		　		　		　		　		　		　		　		　

				（３）修正３（ＪＡＳＴＥＭ管理外）								　						　		　		　		　		　		　		　		　		　

						営農類型別		011 穀作 コク サク		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								012 野菜・園芸 ヤサイ エンゲイ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								013 果樹・樹園農業 カジュ キエン ノウギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								014 工芸作物 コウゲイ サクモツ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								015 養豚・肉牛・酪農 ヨウトン ニクギュウ ラクノウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								016 養鶏・鶏卵 ヨウケイ ケイラン		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								017 養蚕 ヨウサン		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								その他農業 タ ノウギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								農業関連団体等 ノウギョウ カンレン ダンタイトウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								合計 ゴウケイ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

												　						　		　		　		　		　		　		　		　		　

						資金種類別		プロパー資金 シキン		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								農業制度資金 ノウギョウ セイド シキン		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								　農業近代化資金 ノウギョウ キンダイカシキン		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								　その他制度資金 タ セイド シキン		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								　　　うち日本公庫転貸資金（農業関係） ニホン コウコ テンタイ シキン ノウギョウ カンケイ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								合計 ゴウケイ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

												　						　		　		　		　		　		　		　		　		　

						受託		（受託） ジュタク				　						　		　		　		　		　		　		　		　		　

								日本政策金融公庫資金（農業関係） ニホン セイサク キンユウ コウコ シキン ノウギョウ カンケイ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								その他 タ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								合計 ゴウケイ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

												　						　		　		　		　		　		　		　		　		　

						その他の内訳　（複合経営・二種兼業等）		010 農業 ノウギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								019 その他農業 タ ノウギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								02  林業 リンギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								03  水産業 スイサンギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								04  鉱業 コウギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								05  建設業 ケンセツギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								06  製造業 セイゾウギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								07  電気・ガス・熱供給・水道業 デンキ ネツ キョウキュウ スイドウギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								08  運輸・通信業 ウンユ ツウシンギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								09  卸売・小売業・飲食店 オロシウリ コウリギョウ インショク テン		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								10  金融・保険業 キンユウ ホケンギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								11  不動産業 フドウサン ギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								12  サービス業 ギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								13  公務 コウム		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								14  その他 タ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								（未設定） ミ セッテイ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								合計 ゴウケイ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

												　						　		　		　		　		　		　		　		　		　

				（４）修正４（事業資金案件等）								　						　		　		　		　		　		　		　		　		　

						営農類型別		011 穀作 コク サク		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								012 野菜・園芸 ヤサイ エンゲイ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								013 果樹・樹園農業 カジュ キエン ノウギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								014 工芸作物 コウゲイ サクモツ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								015 養豚・肉牛・酪農 ヨウトン ニクギュウ ラクノウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								016 養鶏・鶏卵 ヨウケイ ケイラン		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								017 養蚕 ヨウサン		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								その他農業 タ ノウギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								農業関連団体等 ノウギョウ カンレン ダンタイトウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								合計 ゴウケイ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

												　						　		　		　		　		　		　		　		　		　

						資金種類別		プロパー資金 シキン		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								農業制度資金 ノウギョウ セイド シキン		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								　農業近代化資金 ノウギョウ キンダイカシキン		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								　その他制度資金 タ セイド シキン		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								　　　うち日本公庫転貸資金（農業関係） ニホン コウコ テンタイ シキン ノウギョウ カンケイ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								合計 ゴウケイ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

												　						　		　		　		　		　		　		　		　		　

						受託		（受託） ジュタク

								日本政策金融公庫資金（農業関係） ニホン セイサク キンユウ コウコ シキン ノウギョウ カンケイ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								その他 タ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								合計 ゴウケイ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

												　						　		　		　		　		　		　		　		　		　

						その他の内訳　（複合経営・二種兼業等）		010 農業 ノウギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								019 その他農業 タ ノウギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								02  林業 リンギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								03  水産業 スイサンギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								04  鉱業 コウギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								05  建設業 ケンセツギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								06  製造業 セイゾウギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								07  電気・ガス・熱供給・水道業 デンキ ネツ キョウキュウ スイドウギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								08  運輸・通信業 ウンユ ツウシンギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								09  卸売・小売業・飲食店 オロシウリ コウリギョウ インショク テン		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								10  金融・保険業 キンユウ ホケンギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								11  不動産業 フドウサン ギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								12  サービス業 ギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								13  公務 コウム		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								14  その他 タ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								（未設定） ミ セッテイ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								合計 ゴウケイ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

												　						　		　		　		　		　		　		　		　		　

		２－２［件数］　集計シート（補正確認用）参照										　						　		　		　		　		　		　		　		　		　

				（１）修正１（業種修正）								　						　		　		　		　		　		　		　		　		　

						営農類型別		011 穀作 コク サク		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								012 野菜・園芸 ヤサイ エンゲイ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								013 果樹・樹園農業 カジュ キエン ノウギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								014 工芸作物 コウゲイ サクモツ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								015 養豚・肉牛・酪農 ヨウトン ニクギュウ ラクノウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								016 養鶏・鶏卵 ヨウケイ ケイラン		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								017 養蚕 ヨウサン		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								その他農業 タ ノウギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								-

								合計 ゴウケイ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

												　						　		　		　		　		　		　		　		　		　

						その他の内訳　（複合経営・二種兼業等）		010 農業 ノウギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								019 その他農業 タ ノウギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								02  林業 リンギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								03  水産業 スイサンギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								04  鉱業 コウギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								05  建設業 ケンセツギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								06  製造業 セイゾウギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								07  電気・ガス・熱供給・水道業 デンキ ネツ キョウキュウ スイドウギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								08  運輸・通信業 ウンユ ツウシンギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								09  卸売・小売業・飲食店 オロシウリ コウリギョウ インショク テン		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								10  金融・保険業 キンユウ ホケンギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								11  不動産業 フドウサン ギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								12  サービス業 ギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								13  公務 コウム		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								14  その他 タ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								（未設定） ミ セッテイ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								合計 ゴウケイ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

												　						　		　		　		　		　		　		　		　		　

				（２）修正２（農業関連団体再区分）								　						　		　		　		　		　		　		　		　		　

						営農類型別		011 穀作 コク サク		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								012 野菜・園芸 ヤサイ エンゲイ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								013 果樹・樹園農業 カジュ キエン ノウギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								014 工芸作物 コウゲイ サクモツ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								015 養豚・肉牛・酪農 ヨウトン ニクギュウ ラクノウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								016 養鶏・鶏卵 ヨウケイ ケイラン		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								017 養蚕 ヨウサン		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								その他農業 タ ノウギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								農業関連団体等 ノウギョウ カンレン ダンタイトウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								合計 ゴウケイ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

												　						　		　		　		　		　		　		　		　		　

						その他の内訳　（複合経営・二種兼業等）		010 農業 ノウギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								019 その他農業 タ ノウギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								02  林業 リンギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								03  水産業 スイサンギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								04  鉱業 コウギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								05  建設業 ケンセツギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								06  製造業 セイゾウギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								07  電気・ガス・熱供給・水道業 デンキ ネツ キョウキュウ スイドウギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								08  運輸・通信業 ウンユ ツウシンギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								09  卸売・小売業・飲食店 オロシウリ コウリギョウ インショク テン		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								10  金融・保険業 キンユウ ホケンギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								11  不動産業 フドウサン ギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								12  サービス業 ギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								13  公務 コウム		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								14  その他 タ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								（未設定） ミ セッテイ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								合計 ゴウケイ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

												　						　		　		　		　		　		　		　		　		　

				（３）修正３（ＪＡＳＴＥＭ管理外）								　						　		　		　		　		　		　		　		　		　

						営農類型別		011 穀作 コク サク		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								012 野菜・園芸 ヤサイ エンゲイ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								013 果樹・樹園農業 カジュ キエン ノウギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								014 工芸作物 コウゲイ サクモツ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								015 養豚・肉牛・酪農 ヨウトン ニクギュウ ラクノウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								016 養鶏・鶏卵 ヨウケイ ケイラン		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								017 養蚕 ヨウサン		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								その他農業 タ ノウギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								農業関連団体等 ノウギョウ カンレン ダンタイトウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								合計 ゴウケイ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

												　						　		　		　		　		　		　		　		　		　

						資金種類別		プロパー資金 シキン		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								農業制度資金 ノウギョウ セイド シキン		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								　農業近代化資金 ノウギョウ キンダイカシキン		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								　その他制度資金 タ セイド シキン		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								　　　うち日本公庫転貸資金（農業関係） ニホン コウコ テンタイ シキン ノウギョウ カンケイ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								合計 ゴウケイ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

												　						　		　		　		　		　		　		　		　		　

						受託		（受託） ジュタク				　						　		　		　		　		　		　		　		　		　

								日本政策金融公庫資金（農業関係） ニホン セイサク キンユウ コウコ シキン ノウギョウ カンケイ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								その他 タ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								合計 ゴウケイ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

												　						　		　		　		　		　		　		　		　		　

						その他の内訳　（複合経営・二種兼業等）		010 農業 ノウギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								019 その他農業 タ ノウギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								02  林業 リンギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								03  水産業 スイサンギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								04  鉱業 コウギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								05  建設業 ケンセツギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								06  製造業 セイゾウギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								07  電気・ガス・熱供給・水道業 デンキ ネツ キョウキュウ スイドウギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								08  運輸・通信業 ウンユ ツウシンギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								09  卸売・小売業・飲食店 オロシウリ コウリギョウ インショク テン		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								10  金融・保険業 キンユウ ホケンギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								11  不動産業 フドウサン ギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								12  サービス業 ギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								13  公務 コウム		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								14  その他 タ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								（未設定） ミ セッテイ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								合計 ゴウケイ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

												　						　		　		　		　		　		　		　		　		　

				（４）修正４（事業資金案件等）								　						　		　		　		　		　		　		　		　		　

						営農類型別		011 穀作 コク サク		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								012 野菜・園芸 ヤサイ エンゲイ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								013 果樹・樹園農業 カジュ キエン ノウギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								014 工芸作物 コウゲイ サクモツ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								015 養豚・肉牛・酪農 ヨウトン ニクギュウ ラクノウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								016 養鶏・鶏卵 ヨウケイ ケイラン		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								017 養蚕 ヨウサン		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								その他農業 タ ノウギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								農業関連団体等 ノウギョウ カンレン ダンタイトウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								合計 ゴウケイ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

												　						　		　		　		　		　		　		　		　		　

						資金種類別		プロパー資金 シキン		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								農業制度資金 ノウギョウ セイド シキン		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								　農業近代化資金 ノウギョウ キンダイカシキン		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								　その他制度資金 タ セイド シキン		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								　　　うち日本公庫転貸資金（農業関係） ニホン コウコ テンタイ シキン ノウギョウ カンケイ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								合計 ゴウケイ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

												　						　		　		　		　		　		　		　		　		　

						受託		（受託） ジュタク

								日本政策金融公庫資金（農業関係） ニホン セイサク キンユウ コウコ シキン ノウギョウ カンケイ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								その他 タ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								合計 ゴウケイ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

												　						　		　		　		　		　		　		　		　		　

						その他の内訳　（複合経営・二種兼業等）		010 農業 ノウギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								019 その他農業 タ ノウギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								02  林業 リンギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								03  水産業 スイサンギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								04  鉱業 コウギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								05  建設業 ケンセツギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								06  製造業 セイゾウギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								07  電気・ガス・熱供給・水道業 デンキ ネツ キョウキュウ スイドウギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								08  運輸・通信業 ウンユ ツウシンギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								09  卸売・小売業・飲食店 オロシウリ コウリギョウ インショク テン		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								10  金融・保険業 キンユウ ホケンギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								11  不動産業 フドウサン ギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								12  サービス業 ギョウ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								13  公務 コウム		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								14  その他 タ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								（未設定） ミ セッテイ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

								合計 ゴウケイ		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0

		不一致となりやすい箇所についての検算（参考） フイッチ カショ ケンザン サンコウ



		　項目「修正後」 コウモク シュウセイ ゴ		営農類型別「その他農業」-その他の内訳「合計」の金額 エイノウ ルイケイ ベツ タ ノウギョウ タ ウチワケ ゴウケイ キンガク

								差異計　　　 サイ ケイ		0

								うち修正1 シュウセイ		0

								うち修正2 シュウセイ		0

								うち修正3 シュウセイ		0

								うち修正4 シュウセイ		0

										

		　項目「修正１」 コウモク シュウセイ		営農類型別「その他農業」-その他の内訳「合計」の件数 エイノウ ルイケイ ベツ タ ノウギョウ タ ウチワケ ゴウケイ ケンスウ

								差異計　　　 サイ ケイ		0

								うち修正1 シュウセイ		0

								うち修正2 シュウセイ		0

								うち修正3 シュウセイ		0

								うち修正4 シュウセイ		0

										

				営農類型別「合計」-資金種類別「合計」の金額 エイノウ ルイケイ ベツ ゴウケイ シキン シュルイ ベツ ゴウケイ キンガク

								差異計　　　 サイ ケイ		0

								うち修正1 シュウセイ

								うち修正2 シュウセイ

								うち修正3 シュウセイ		0

								うち修正4 シュウセイ		0

										

				営農類型別「合計」-資金種類別「合計」の件数 エイノウ ルイケイ ベツ ゴウケイ シキン シュルイ ベツ ゴウケイ ケンスウ

								差異計　　　 サイ ケイ		0

								うち修正1 シュウセイ

								うち修正2 シュウセイ

								うち修正3 シュウセイ		0

								うち修正4 シュウセイ		0

										



印刷　&D	&P/&N	&9&F　&A




（修正版）県域修正版　農業融資残高一覧表 

				岡山県		0						（2017年3月）						末］ トキスエ ヒラスエ



				農業融資残高一覧表（県域集計版・修正後） ケンイキ シュウケイ バン シュウセイ ゴ

				１　ディスクロージャー誌（農業資金の残高開示）に活用する基礎データ（注） シ ノウギョウ シキン ザンダカ カイジ カツヨウ キソ チュウ



				【営農類型別】 エイノウ ルイケイ ベツ								元データ モト												（単位：円） タンイ エン

				営農類型 エイノウ ルイケイ		平成29年3月末 ヘイセイ ネン ガツ マツ						平成29年３月末 ヘイセイ ネン ガツ マツ						前年度 ゼンネンド		（    年  月）		増減 ゾウゲン

																		件数 ケンスウ		残高 ザンダカ		件数 ケンスウ		残高 ザンダカ

				農業 ノウ ギョウ		11,353

				　　穀作 コク サク		4,048						4,048,292,107

				　　野菜・園芸 ヤサイ エンゲイ		892						892,404,759

				　  果樹・樹園農業 カジュ キエン ノウギョウ		478						477,903,516

				　　工芸作物 コウゲイ サクモツ		14						13,649,416

				　　養豚・肉牛・酪農 ヨウトン ニクギュウ ラクノウ		752						752,121,136

				　　養鶏・鶏卵 ヨウケイ ケイラン		708						708,028,659

				　　養蚕 ヨウサン		0						0

				　　その他農業（注１） タ ノウギョウ チュウ		4,461						4,461,103,364

				農業関連団体等（注２） ノウギョウ カンレン ダンタイトウ チュウ		851						850,898,471

				合計 ゴウケイ		12,204						12,204,401,428



				【資金種類別】 シキン シュルイ ベツ

						（2017年3月） ネン ガツ						（2017年3月） ネン ガツ						前年度 ゼンネンド		（    年  月）		増減 ゾウゲン

						残高 ザンダカ						残高 ザンダカ						件数 ケンスウ		残高 ザンダカ		件数 ケンスウ		残高 ザンダカ

				プロパー資金 シキン		プロパー資金						4,515,564,891

				農業制度資金 ノウギョウ セイド シキン		農業制度資金						7,688,836,537

				　農業近代化資金 ノウギョウ キンダイカシキン		　農業近代化資金						1,047,835,486

				　その他制度資金 タ セイド シキン		　その他制度資金						6,641,001,051

				合計 ゴウケイ		合計						12,204,401,428

				（受託貸付金） ジュタク カシツケ キン

						（2017年3月） ネン ガツ						（2017年3月） ネン ガツ						前年度 ゼンネンド		（    年  月）		増減 ゾウゲン

						残高 ザンダカ						残高 ザンダカ						件数 ケンスウ		残高 ザンダカ		件数 ケンスウ		残高 ザンダカ

				日本政策金融公庫資金（農業関係） ニホン セイサク キンユウ コウコ シキン ノウギョウ カンケイ		日本政策金融公庫資金（農業関係）						12,388,859,393

				その他 タ		その他						0

				合計 ゴウケイ		合計						12,388,859,393

				（注）本データは、JASTEMシステムで管理する貸出金を集計したもの。JASTEM以外のシステムで管理する農業関係資金は集計されない。 チュウ ホン カンリ カシダシ キン シュウケイ イガイ カンリ ノウギョウ カンケイ シキン シュウケイ





				２　農協残高試算表付属計表に活用する基礎データ（注）　　　 ノウキョウ ザンダカ シサン ヒョウ フゾク ケイ ヒョウ カツヨウ キソ チュウ

				【資金種類別農業関係資金残高】 シキン シュルイ ベツ ノウギョウ カンケイ シキン ザンダカ

						（2017年3月) ネン ガツ						（2017年3月) ネン ガツ						前年度 ゼンネンド		（    年  月）		増減 ゾウゲン

						残高 ザンダカ						残高 ザンダカ						件数 ケンスウ		残高 ザンダカ		件数 ケンスウ		残高 ザンダカ

				プロパー資金 シキン		プロパー資金						4,515,564,891

				農業制度資金 ノウギョウ セイド シキン		農業制度資金						7,688,836,537

				　農業近代化資金 ノウギョウ キンダイカシキン		　農業近代化資金						1,047,835,486

				　その他制度資金 タ セイド シキン		　その他制度資金						6,641,001,051

				　　　うち日本公庫転貸資金（農業関係） ニホン コウコ テンタイ シキン ノウギョウ カンケイ		　　　うち日本公庫転貸資金（農業関係）						6,030,896,313

				合計 ゴウケイ		合計						12,204,401,428

				【農業資金の受託貸付金残高】 ノウギョウ シキン ジュタク カシツケ キン ザンダカ

						(20173年3月） ネン ガツ						(20173年3月） ネン ガツ						前年度 ゼンネンド		（    年  月）		増減 ゾウゲン

						残高 ザンダカ						残高 ザンダカ						件数 ケンスウ		残高 ザンダカ		件数 ケンスウ		残高 ザンダカ

				日本政策金融公庫資金（農業関係） ニホン セイサク キンユウ コウコ シキン ノウギョウ カンケイ		日本政策金融公庫資金（農業関係）						12,388,859,393

				その他 タ		その他						0

				合計 ゴウケイ		合計						12,388,859,393

				（注）本データは、JASTEMシステムで管理する貸出金を集計したもの。JASTEM以外のシステムで管理する農業関係資金は集計されない。 チュウ





				３　農業資金の残高開示には活用しないデータ（参考） ノウギョウ シキン ザンダカ カイジ カツヨウ サンコウ

				【参考】　営農類型別の「その他農業（080）」の内訳・・・本表はディスクロージャー誌で開示しない。 サンコウ エイノウ ルイケイ ベツ タ ノウギョウ ウチワケ

						（2017年3月） ネン ガツ						（2017年3月） ネン ガツ						前年度 ゼンネンド		（    年  月）		増減 ゾウゲン

						残高 ザンダカ						残高 ザンダカ						件数 ケンスウ		残高 ザンダカ		件数 ケンスウ		残高 ザンダカ

				010 農業 ノウギョウ		010 農業						208,825,460

				019 その他農業 タ ノウギョウ		019 その他農業						1,531,531,145

				02  林業 リンギョウ		02  林業						14,203,873

				03  水産業 スイサンギョウ		03  水産業						458,856

				04  鉱業 コウギョウ		04  鉱業						5,542,362

				05  建設業 ケンセツギョウ		05  建設業						171,259,527

				06  製造業 セイゾウギョウ		06  製造業						310,085,480

				07  電気・ガス・熱供給・水道業 デンキ ネツ キョウキュウ スイドウギョウ		07  電気・ガス・熱供給・水道業						22,810,964

				08  運輸・通信業 ウンユ ツウシンギョウ		08  運輸・通信業						21,202,353

				09  卸売・小売業・飲食店 オロシウリ コウリギョウ インショク テン		09  卸売・小売業・飲食店						66,692,677

				10  金融・保険業 キンユウ ホケンギョウ		10  金融・保険業						74,532,333

				11  不動産業 フドウサン ギョウ		11  不動産業						95,098,219

				12  サービス業 ギョウ		12  サービス業						176,099,570

				13  公務 コウム		13  公務						215,691,102

				14  その他 タ		14  その他						1,260,962,073

				（未設定） ミ セッテイ		（未設定）						286,107,370

				合計 ゴウケイ		合計						4,461,103,364









印刷　&D	&P/&N	&9&F　&A




（原本）県域修正版　農業融資残高一覧表

		岡山県				［時点　： ジテン		（2017年3月）		末］ トキスエ ヒラスエ



		農業融資残高一覧表（県域集計版・修正後） ケンイキ シュウケイ バン シュウセイ ゴ

		１　ディスクロージャー誌（農業資金の残高開示）に活用する基礎データ（注） シ ノウギョウ シキン ザンダカ カイジ カツヨウ キソ チュウ

		【営農類型別】 エイノウ ルイケイ ベツ														（単位：円） タンイ エン

				明細
番号 メイサイ バンゴウ		当年度 トウ ネンド		（2017年3月） ネン ガツ		前年度 ゼンネンド		（    年  月）		増減 ゾウゲン

						件数 ケンスウ		残高 ザンダカ		件数 ケンスウ		残高 ザンダカ		件数 ケンスウ		残高 ザンダカ

		011 穀作 コク サク		010		1,801		4,048,292,107

		012 野菜・園芸 ヤサイ エンゲイ		020		499		892,404,759

		013 果樹・樹園農業 カジュ キエン ノウギョウ		030		317		477,903,516

		014 工芸作物 コウゲイ サクモツ		040		13		13,649,416

		015 養豚・肉牛・酪農 ヨウトン ニクギュウ ラクノウ		050		226		752,121,136

		016 養鶏・鶏卵 ヨウケイ ケイラン		060		9		708,028,659

		017 養蚕 ヨウサン		070		0		0

		その他農業 タ ノウギョウ		080		2,449		4,461,103,364

		農業関連団体等 ノウギョウ カンレン ダンタイトウ				13		850,898,471

		合計 ゴウケイ		090		5,327		12,204,401,428

		【資金種類別】 シキン シュルイ ベツ

				明細
番号 メイサイ バンゴウ		当年度 トウ ネンド		（2017年3月） ネン ガツ		前年度 ゼンネンド		（    年  月）		増減 ゾウゲン

						件数 ケンスウ		残高 ザンダカ		件数 ケンスウ		残高 ザンダカ		件数 ケンスウ		残高 ザンダカ

		プロパー資金 シキン		270		3,657		4,515,564,891

		農業制度資金 ノウギョウ セイド シキン				1,670		7,688,836,537

		　農業近代化資金 ノウギョウ キンダイカシキン		280		361		1,047,835,486

		　その他制度資金 タ セイド シキン		290		1,309		6,641,001,051

		合計 ゴウケイ		300		5,327		12,204,401,428

		（受託貸付金） ジュタク カシツケ キン

				明細
番号 メイサイ バンゴウ		当年度 トウ ネンド		（2017年3月） ネン ガツ		前年度 ゼンネンド		（    年  月）		増減 ゾウゲン

						件数 ケンスウ		残高 ザンダカ		件数 ケンスウ		残高 ザンダカ		件数 ケンスウ		残高 ザンダカ

		日本政策金融公庫資金（農業関係） ニホン セイサク キンユウ コウコ シキン ノウギョウ カンケイ		310		2,125		12,388,859,393

		その他 タ		320		0		0

		合計 ゴウケイ		330		2,125		12,388,859,393

		（注）本データは、JASTEMシステムで管理する貸出金を集計したもの。JASTEM以外のシステムで管理する農業関係資金は集計されない。 チュウ ホン カンリ カシダシ キン シュウケイ イガイ カンリ ノウギョウ カンケイ シキン シュウケイ





		２　農協残高試算表付属計表に活用する基礎データ（注）　　　 ノウキョウ ザンダカ シサン ヒョウ フゾク ケイ ヒョウ カツヨウ キソ チュウ

		【資金種類別農業関係資金残高】 シキン シュルイ ベツ ノウギョウ カンケイ シキン ザンダカ

				明細
番号 メイサイ バンゴウ		当年度 トウ ネンド		（2017年3月) ネン ガツ		前年度 ゼンネンド		（    年  月）		増減 ゾウゲン

						件数 ケンスウ		残高 ザンダカ		件数 ケンスウ		残高 ザンダカ		件数 ケンスウ		残高 ザンダカ

		プロパー資金 シキン		270		3,657		4,515,564,891

		農業制度資金 ノウギョウ セイド シキン				1,670		7,688,836,537

		　農業近代化資金 ノウギョウ キンダイカシキン		280		361		1,047,835,486

		　その他制度資金 タ セイド シキン		290		1,309		6,641,001,051

		　　　うち日本公庫転貸資金（農業関係） ニホン コウコ テンタイ シキン ノウギョウ カンケイ		291		1,164		6,030,896,313

		合計 ゴウケイ		300		5,327		12,204,401,428

		【農業資金の受託貸付金残高】 ノウギョウ シキン ジュタク カシツケ キン ザンダカ

				明細
番号 メイサイ バンゴウ		当年度 トウ ネンド		(20173年3月） ネン ガツ		前年度 ゼンネンド		（    年  月）		増減 ゾウゲン

						件数 ケンスウ		残高 ザンダカ		件数 ケンスウ		残高 ザンダカ		件数 ケンスウ		残高 ザンダカ

		日本政策金融公庫資金（農業関係） ニホン セイサク キンユウ コウコ シキン ノウギョウ カンケイ		310		2,125		12,388,859,393

		その他 タ		320		0		0

		合計 ゴウケイ		330		2,125		12,388,859,393

		（注）本データは、JASTEMシステムで管理する貸出金を集計したもの。JASTEM以外のシステムで管理する農業関係資金は集計されない。 チュウ





		３　農業資金の残高開示には活用しないデータ（参考） ノウギョウ シキン ザンダカ カイジ カツヨウ サンコウ

		【参考】　営農類型別の「その他農業（080）」の内訳・・・本表はディスクロージャー誌で開示しない。 サンコウ エイノウ ルイケイ ベツ タ ノウギョウ ウチワケ

				明細
番号 メイサイ バンゴウ		当年度 トウ ネンド		（2017年3月） ネン ガツ		前年度 ゼンネンド		（    年  月）		増減 ゾウゲン

						件数 ケンスウ		残高 ザンダカ		件数 ケンスウ		残高 ザンダカ		件数 ケンスウ		残高 ザンダカ

		010 農業 ノウギョウ		100		80		208,825,460

		019 その他農業 タ ノウギョウ		110		483		1,531,531,145

		02  林業 リンギョウ		120		23		14,203,873

		03  水産業 スイサンギョウ		130		1		458,856

		04  鉱業 コウギョウ		140		12		5,542,362

		05  建設業 ケンセツギョウ		150		204		171,259,527

		06  製造業 セイゾウギョウ		160		177		310,085,480

		07  電気・ガス・熱供給・水道業 デンキ ネツ キョウキュウ スイドウギョウ		170		22		22,810,964

		08  運輸・通信業 ウンユ ツウシンギョウ		180		69		21,202,353

		09  卸売・小売業・飲食店 オロシウリ コウリギョウ インショク テン		190		52		66,692,677

		10  金融・保険業 キンユウ ホケンギョウ		200		84		74,532,333

		11  不動産業 フドウサン ギョウ		210		32		95,098,219

		12  サービス業 ギョウ		220		220		176,099,570

		13  公務 コウム		230		255		215,691,102

		14  その他 タ		240		626		1,260,962,073

		（未設定） ミ セッテイ		250		109		286,107,370

		合計 ゴウケイ		260		2,449		4,461,103,364



印刷　&D	&P/&N	&9&F　&A




県域修正版　集計シート

		都道府県名： トドウフケン メイ		岡山県

		データ数（貼付列数）： スウ ハリツ レツ スウ		10

										集計確認用シート（修正１～４）（県域集計版・修正後） シュウケイ カクニン ヨウ シュウセイ ケンイキ シュウケイ バン シュウセイ ゴ

														［時点　： ジテン		（2017年3月）		末］ トキスエ ヒラスエ

		１　ディスクロージャー誌（農業資金の残高開示）に活用する基礎データ（注） シ ノウギョウ シキン ザンダカ カイジ カツヨウ キソ チュウ																																				４　【記入欄】今後のデータ整備予定等 キニュウ ラン コンゴ セイビ ヨテイ ナド

		【営農類型別】 エイノウ ルイケイ ベツ								（←						今回補正 (x) コンカイ ホセイ								→）

				明細
番号 メイサイ バンゴウ		修正前 (z－x－y） シュウセイ マエ				修正１（業種修正） シュウセイ ギョウシュ シュウセイ				修正２（農業団体修正） シュウセイ ノウギョウ ダンタイ シュウセイ				修正３（JASTEM管理外） シュウセイ カンリガイ				修正４（事業資金案件等） シュウセイ ジギョウ シキン アンケン ナド				入力・修正（金庫ＤＷＨ）(y) ニュウリョク シュウセイ キンコ				修正後 (z) シュウセイ ゴ								修正１：ＣＩＦ業種コードの今回補正 シュウセイ ギョウシュ コンカイ ホセイ

						件数 ケンスウ		残高 ザンダカ		件数 ケンスウ		残高 ザンダカ		件数 ケンスウ		残高 ザンダカ		件数 ケンスウ		残高 ザンダカ		件数 ケンスウ		残高 ザンダカ		件数 ケンスウ		残高 ザンダカ		件数 ケンスウ		残高 ザンダカ

		011 穀作 コク サク		010		1,799		4,033,292,107		0		0		0		0		0		0		0		0		2		15,000,000		1,801		4,048,292,107						補正の主な要因等： ホセイ オモ ヨウイン ナド

		012 野菜・園芸 ヤサイ エンゲイ		020		497		761,404,759		0		0		0		0		0		0		0		0		2		131,000,000		499		892,404,759

		013 果樹・樹園農業 カジュ キエン ノウギョウ		030		316		447,903,516		0		0		0		0		0		0		0		0		1		30,000,000		317		477,903,516

		014 工芸作物 コウゲイ サクモツ		040		13		13,649,416		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		13		13,649,416

		015 養豚・肉牛・酪農 ヨウトン ニクギュウ ラクノウ		050		218		333,161,588		0		0		0		0		0		0		0		0		8		418,959,548		226		752,121,136

		016 養鶏・鶏卵 ヨウケイ ケイラン		060		6		8,028,659		0		0		0		0		0		0		0		0		3		700,000,000		9		708,028,659						今後の整備予定： コンゴ セイビ ヨテイ

		017 養蚕 ヨウサン		070		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		その他農業 タ ノウギョウ		080		2,447		4,275,563,364		0		0		0		0		0		0		0		0		2		185,540,000		2,449		4,461,103,364

		農業関連団体等 ノウギョウ カンレン ダンタイトウ												0		0		0		0		0		0		13		850,898,471		13		850,898,471

		合計 ゴウケイ		090		5,296		9,873,003,409																		31		2,331,398,019		5,327		12,204,401,428

		【資金種類別】 シキン シュルイ ベツ

				明細
番号 メイサイ バンゴウ		修正前 シュウセイ マエ				修正１（業種修正） シュウセイ ギョウシュ シュウセイ				修正２（農業団体修正） シュウセイ ノウギョウ ダンタイ シュウセイ				修正３（JASTEM管理外） シュウセイ カンリガイ				修正４（事業資金案件等） シュウセイ ジギョウ シキン アンケン ナド				入力・修正（金庫ＤＷＨ） ニュウリョク シュウセイ キンコ				修正後 シュウセイ ゴ

						件数 ケンスウ		残高 ザンダカ		件数 ケンスウ		残高 ザンダカ		件数 ケンスウ		残高 ザンダカ		件数 ケンスウ		残高 ザンダカ		件数 ケンスウ		残高 ザンダカ		件数 ケンスウ		残高 ザンダカ		件数 ケンスウ		残高 ザンダカ

		プロパー資金 シキン		270		3,630		2,215,648,518										0		0		0		0		27		2,299,916,373		3,657		4,515,564,891						修正２：農業関連団体等への再区分 シュウセイ ノウギョウ カンレン ダンタイ トウ サイ クブン

		農業制度資金 ノウギョウ セイド シキン				1,666		7,657,354,891										0		0		0		0		4		31,481,646		1,670		7,688,836,537

		　農業近代化資金 ノウギョウ キンダイカシキン		280		358		1,017,332,501										0		0		0		0		3		30,502,985		361		1,047,835,486						再区分の有無： サイ クブン ウム

		　その他制度資金 タ セイド シキン		290		1,308		6,640,022,390										0		0		0		0		1		978,661		1,309		6,641,001,051

		合計 ゴウケイ		300		5,296		9,873,003,409																		31		2,331,398,019		5,327		12,204,401,428

		（受託貸付金） ジュタク カシツケ キン

				明細
番号 メイサイ バンゴウ		修正前 シュウセイ マエ				修正１（業種修正） シュウセイ ギョウシュ シュウセイ				修正２（農業団体修正） シュウセイ ノウギョウ ダンタイ シュウセイ				修正３（JASTEM管理外） シュウセイ カンリガイ				修正４（事業資金案件等） シュウセイ ジギョウ シキン アンケン ナド				入力・修正（金庫ＤＷＨ） ニュウリョク シュウセイ キンコ				修正後 シュウセイ ゴ

						件数 ケンスウ		残高 ザンダカ		件数 ケンスウ		残高 ザンダカ		件数 ケンスウ		残高 ザンダカ		件数 ケンスウ		残高 ザンダカ		件数 ケンスウ		残高 ザンダカ		件数 ケンスウ		残高 ザンダカ		件数 ケンスウ		残高 ザンダカ						資金種目の体系整理等の検討状況： シキン シュモク タイケイ セイリナド ケントウ ジョウキョウ

		日本政策金融公庫資金（農業関係） ニホン セイサク キンユウ コウコ シキン ノウギョウ カンケイ		310		1,718		9,871,995,174										0		0		0		0		407		2,516,864,219		2,125		12,388,859,393

		その他 タ		320		0		0										0		0		0		0		0		0		0		0

		合計 ゴウケイ		330		1,718		9,871,995,174																		407		2,516,864,219		2,125		12,388,859,393







		２　農協残高試算表付属計表に活用する基礎データ（注）　　　 ノウキョウ ザンダカ シサン ヒョウ フゾク ケイ ヒョウ カツヨウ キソ チュウ

		【資金種類別農業関係資金残高】 シキン シュルイ ベツ ノウギョウ カンケイ シキン ザンダカ																																				修正３：ＪＡＳＴＥＭ外管理 シュウセイ ガイ カンリ

				明細
番号 メイサイ バンゴウ		修正前 シュウセイ マエ				修正１（業種修正） シュウセイ ギョウシュ シュウセイ				修正２（農業団体修正） シュウセイ ノウギョウ ダンタイ シュウセイ				修正３（JASTEM管理外） シュウセイ カンリガイ				修正４（事業資金案件等） シュウセイ ジギョウ シキン アンケン ナド				入力・修正（金庫ＤＷＨ） ニュウリョク シュウセイ キンコ				修正後 シュウセイ ゴ

						件数 ケンスウ		残高 ザンダカ		件数 ケンスウ		残高 ザンダカ		件数 ケンスウ		残高 ザンダカ		件数 ケンスウ		残高 ザンダカ		件数 ケンスウ		残高 ザンダカ		件数 ケンスウ		残高 ザンダカ		件数 ケンスウ		残高 ザンダカ						主な要因等： オモ ヨウイン トウ

		プロパー資金 シキン		270		3,630		2,215,648,518										0		0		0		0		27		2,299,916,373		3,657		4,515,564,891

		農業制度資金 ノウギョウ セイド シキン				1,666		7,657,354,891										0		0		0		0		4		31,481,646		1,670		7,688,836,537

		　農業近代化資金 ノウギョウ キンダイカシキン		280		358		1,017,332,501										0		0		0		0		3		30,502,985		361		1,047,835,486

		　その他制度資金 タ セイド シキン		290		1,308		6,640,022,390										0		0		0		0		1		978,661		1,309		6,641,001,051

		　　　うち日本公庫転貸資金（農業関係） ニホン コウコ テンタイ シキン ノウギョウ カンケイ		291		1,164		6,030,896,313										0		0		0		0		0		0		1,164		6,030,896,313						ＪＡＳＴＥＭ管理に向けた検討状況： カンリ ム ケントウ ジョウキョウ

		合計 ゴウケイ		300		5,296		9,873,003,409																		31		2,331,398,019		5,327		12,204,401,428

		【農業資金の受託貸付金残高】 ノウギョウ シキン ジュタク カシツケ キン ザンダカ

				明細
番号 メイサイ バンゴウ		修正前 シュウセイ マエ				修正１（業種修正） シュウセイ ギョウシュ シュウセイ				修正２（農業団体修正） シュウセイ ノウギョウ ダンタイ シュウセイ				修正３（JASTEM管理外） シュウセイ カンリガイ				修正４（事業資金案件等） シュウセイ ジギョウ シキン アンケン ナド				入力・修正（金庫ＤＷＨ） ニュウリョク シュウセイ キンコ				修正後 シュウセイ ゴ

						件数 ケンスウ		残高 ザンダカ		件数 ケンスウ		残高 ザンダカ		件数 ケンスウ		残高 ザンダカ		件数 ケンスウ		残高 ザンダカ		件数 ケンスウ		残高 ザンダカ		件数 ケンスウ		残高 ザンダカ		件数 ケンスウ		残高 ザンダカ

		日本政策金融公庫資金（農業関係） ニホン セイサク キンユウ コウコ シキン ノウギョウ カンケイ		310		1,718		9,871,995,174										0		0		0		0		407		2,516,864,219		2,125		12,388,859,393

		その他 タ		320		0		0										0		0		0		0		0		0		0		0

		合計 ゴウケイ		330		1,718		9,871,995,174																		407		2,516,864,219		2,125		12,388,859,393

																																						修正４：仮想コードの紐付データ等 シュウセイ カソウ ヒモ ヅケ ナド



																																						主な要因等： オモ ヨウイン トウ

		３　農業資金の残高開示には活用しないデータ（参考） ノウギョウ シキン ザンダカ カイジ カツヨウ サンコウ

		【参考】　営農類型別の「その他農業（080）」の内訳（複合経営、二種兼業等）・・・本表はディスクロージャー誌の開示対象でない。 サンコウ エイノウ ルイケイ ベツ タ ノウギョウ ウチワケ フクゴウ ケイエイ ニシュ ケンギョウ ナド タイショウ

				明細
番号 メイサイ バンゴウ		修正前 シュウセイ マエ				修正１（業種修正） シュウセイ ギョウシュ シュウセイ				修正２（農業団体修正） シュウセイ ノウギョウ ダンタイ シュウセイ				修正３（JASTEM管理外） シュウセイ カンリガイ				修正４（事業資金案件等） シュウセイ ジギョウ シキン アンケン ナド				入力参照（金庫ＤＷＨ） ニュウリョク サンショウ キンコ				修正後 シュウセイ ゴ

						件数 ケンスウ		残高 ザンダカ		件数 ケンスウ		残高 ザンダカ		件数 ケンスウ		残高 ザンダカ		件数 ケンスウ		残高 ザンダカ		件数 ケンスウ		残高 ザンダカ		件数 ケンスウ		残高 ザンダカ		件数 ケンスウ		残高 ザンダカ

		010 農業 ノウギョウ		100		80		208,825,460		0		0		0		0		0		0		0		0						80		208,825,460						資金種目の体系整理等の検討状況：

		019 その他農業 タ ノウギョウ		110		483		1,531,531,145		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		483		1,531,531,145

		02  林業 リンギョウ		120		23		14,203,873		0		0		0		0		0		0		0		0						23		14,203,873

		03  水産業 スイサンギョウ		130		1		458,856		0		0		0		0		0		0		0		0						1		458,856

		04  鉱業 コウギョウ		140		12		5,542,362		0		0		0		0		0		0		0		0						12		5,542,362

		05  建設業 ケンセツギョウ		150		204		171,259,527		0		0		0		0		0		0		0		0						204		171,259,527

		06  製造業 セイゾウギョウ		160		175		124,545,480		0		0		0		0		0		0		0		0		2		185,540,000		177		310,085,480

		07  電気・ガス・熱供給・水道業 デンキ ネツ キョウキュウ スイドウギョウ		170		22		22,810,964		0		0		0		0		0		0		0		0						22		22,810,964

		08  運輸・通信業 ウンユ ツウシンギョウ		180		69		21,202,353		0		0		0		0		0		0		0		0						69		21,202,353						その他事項等 タ ジコウ ナド

		09  卸売・小売業・飲食店 オロシウリ コウリギョウ インショク テン		190		52		66,692,677		0		0		0		0		0		0		0		0						52		66,692,677

		10  金融・保険業 キンユウ ホケンギョウ		200		84		74,532,333		0		0		0		0		0		0		0		0						84		74,532,333						（自由記入欄）
・統合県支店の残高（金庫ＤＨＷ）については、支店の所管（岡山・広島・山口・島根・鳥取県）の合算を入力。
・公庫受託貸付金残高（島根県農協2,421M、三蔵農林95M)は資金種類別のみ入力するとエラーとなるため、「営農類型別」、「資金種類別」ともに入力せず、受託貸付金の「日本政策金融公庫資金(農業関係）」のみに記載。 ジユウ キニュウ ラン トウゴウ ケン シテン ザンダカ キンコ シテン ショカン オカヤマ ヒロシマ ヤマグチ シマネ トットリ ケン ガッサン ニュウリョク コウコ ジュタク カシツケ キン ザンダカ シマネケン ノウキョウ サン クラ ノウリン シキン シュルイ ベツ ニュウリョク エイノウ ルイケイ ベツ シキン シュルイ ベツ ニュウリョク ジュタク カシツケ キン ニホン セイサク キンユウ コウコ シキン ノウギョウ カンケイ キサイ

		11  不動産業 フドウサン ギョウ		210		32		95,098,219		0		0		0		0		0		0		0		0						32		95,098,219

		12  サービス業 ギョウ		220		220		176,099,570		0		0		0		0		0		0		0		0						220		176,099,570

		13  公務 コウム		230		255		215,691,102		0		0		0		0		0		0		0		0						255		215,691,102

		14  その他 タ		240		626		1,260,962,073		0		0		0		0		0		0		0		0						626		1,260,962,073

		（未設定） ミ セッテイ		250		109		286,107,370		0		0		0		0		0		0		0		0						109		286,107,370

		合計 ゴウケイ		260		2,447		4,275,563,364																		2		185,540,000		2,449		4,461,103,364



印刷　&D	&P/&N	&9&F　&A


補正を極力不要とするよう検討

【重要】基礎データ（県域合計）と、「修正前（z－x－y）」の突合を確認。
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農業融資残高（資金種類別） 
【資金種類別農業資金残高】             単位：百万円 （注） 

１ プロパー資金とは、ＪＡバンク原資の資 
  金を融資しているもののうち、制度資金 
  以外のものをいいます。 
２ 「農業制度資金」は、①地方公共団体も 
  しくは日本政策金融公庫の資金を融資 
  するもの、②地方公共団体が利子補給 
  などを行うことで低利で融資するものを 
  対象としています。 
３ 「その他制度資金」には、農業経営改善 
  促進資金(スーパーＳ資金) などが該 
  当します。  
４ 単位未満四捨五入によるため計に一致

しない。 

（注） 
ＪＡバンク岡山では、主にはＪＡを窓口
として、日本政策金融公庫資金の受
託貸付金を取り扱っています。 

種 類 平成29年3月末 

プロパー農業資金(注1) 4,516 

農業制度資金(注2) 7,689 

  農業近代化資金 1,048 

  その他制度資金(注3) 6,641 

合 計(注4) 12,204 

【農業資金の受託貸付金残高】            単位：百万円 

種 類 平成29年3月末 

日本政策金融公庫資金 12,389 

その他 0 

合 計 12,389 
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（２）担い手のニーズに応えるための取組み 

• ＪＡバンク岡山では、地域の農業者との関係を強化・深耕するため
の体制整備に取り組んでいます。 

 
• ＪＡでは、本支店の農業融資担当者が、農業融資に関する相談対

応を実施しています。また、県内全てのＪＡに合計57名の「担い手
金融リーダー」を設置し、本支店の活動をサポートしています。 

 
• 農林中金岡山支店では、 「県域農業金融センター機能」として、農

業法人等への融資相談機能のほか、ＪＡの農業融資機能強化に向
けた取組みを様々なかたちでサポートしています。 
 

Ⅰ 農山漁村等地域の活性化のための融資をはじめとする支援 
  （地域農業者との結び付き強化、地域活性化への取組み） 
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（３）農業法人等とのコミュニケーション強化の取組み 

• 農林中金岡山支店は、ＪＡバンク岡山を代表し、岡山県農業経営者
協会への加盟を契機に、地域農業の有力な担い手である農業法
人等の経営者の皆さまと活発に交流を深めています。 

 
• 農業法人等の経営者の皆さまからは、資金のご相談に限らず、ＪＡ

バンク岡山が今後果たしていくべき役割等についても貴重なご意見
をいただき、ＪＡバンク岡山の業務運営に活かしています。 

Ⅰ 農山漁村等地域の活性化のための融資をはじめとする支援 
  （地域農業者との結び付き強化、地域活性化への取組み） 



9/13 JAバンク岡山における地域密着型金融の取組状況（平成28年度） 

（４）担い手の満足度向上に向けた取組み 

• 農業融資に対する率直なご意見・ご感想をお伺いすることを目的と
して、農業者向けに農業金融にかかるアンケート調査を実施してお
ります。 

 
• 結果を活用しながら、農業者の声により応えることができるよう、農

業メインバンク機能の一層の強化に取り組んでいきます。 

Ⅰ 農山漁村等地域の活性化のための融資をはじめとする支援 
  （地域農業者との結び付き強化、地域活性化への取組み） 
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Ⅱ 担い手の経営のライフサイクルに応じた支援 
    （担い手のサポートに向けたライフステージに応じた取組み）  

（１）次世代農業者の育成支援 

• ＪＡバンク岡山では、新規就農者の経営と生活をサポートするため、
青年等就農資金等を取り扱っています。 

【平成28年度 新規就農者をサポートする資金の実績】    単位：百万円 

実行件数 実行金額 平成29年3月末残高 

青年等就農資金 23 89 83 

就農支援資金 0 0 196 

合計 23 89 279 

• 平成22年度から、ＪＡバンクアグリサポート事業の一環として、新規就

農支援事業を創設し、新規就農希望者（研修生）の育成を行う農家
等に対して費用助成を実施しています。また、平成27年度からは、研

修生を受け入れる農家に対しても、受入費用の助成を実施していま
す。 
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Ⅱ 担い手の経営のライフサイクルに応じた支援 
    （担い手のサポートに向けたライフステージに応じた取組み）  

（２）経営不振農家の経営改善支援 

• ＪＡバンク岡山では、負債整理資金の対応等を通じ、経営改善・再
生にかかる支援に取り組んでいます。 

期初経営改善
支援取組先 

A 

事業計画 
策定率 
a／ A 

ランクアップ
率 

b／A 

Aのうち再生
計画を策定し

た先数    
a 

Aのうち期末に債
務者区分がランク

アップした先数 
b 

Aのうち期末
債務者区分
が変化しな
かった先数 

 c 

正常先 8 0 8 0.0% 

要注意先 0 0 0 0 0.0% 0.0% 

破綻懸念先 4 1 0 4 25.0% 0.0% 

実質破綻先 4 2 0 2 50.0% 0.0% 

破綻先 0 0 0 0 0.0％ 0.0％ 

合計 16 3 0 14 18.8% 0.0% 

【平成28年度の農業者の経営改善支援等の取組実績】 
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Ⅲ 経営の将来性を見極める融資手法をはじめ、担い手に適した 
   資金供給手法の徹底（経営実態やニーズに適した取組み） 

• ＪＡバンク岡山では、農業者の債務償還負担を軽減し、経営再建を
支援するため、負債整理資金を取り扱っています。 
【平成28年度 負債整理資金実績】  単位:百万円 

平成29年3月末残高 

畜産特別資金 27 

その他 103 

合計         130 

・農業負担軽減支援資金は、営農に必要な資金を借り受けたために生じた負債の借換えのための制度 
資金です。 

・畜産特別資金等は、過去の負債の償還が困難な畜産経営者に対する長期・低利の借換資金です。 

 【負債整理資金による経営支援】 



13/13 JAバンク岡山における地域密着型金融の取組状況（平成28年度） 

Ⅳ 農山漁村等地域の情報集積を活用した持続可能な農山漁村 
    等地域育成への貢献（地域社会へ貢献するための取組み） 

 【食・農への理解促進】 

• ＪＡバンク岡山では、地域の小学生の農業に対する理解を促進する
ため、農業に関する教材の配布や農業体験学習の受入れなどに取
り組んでいます。 

• 教材「農業とわたしたちのくらし」は、ＪＡを通じて平成28年度には県
下の小学校へ、18,770セットを寄贈し、学校の授業等において活用
されています。 

• 県内各地のＪＡでは、食農教育などの実践活動が取り組まれており、
これらの取組みに対して、ＪＡバンクアグリ・エコサポート基金から費
用助成を行ってサポートしています。平成28年度に岡山県では、39
件の取組みに対して、7,642千円の助成承認が行われました。 
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