半期ディスクロージャー誌
（令和３年９月末現在）

レーク滋賀農業協同組合

基本理念
組合員・利用者に寄り添い信頼され、地域社会に貢献し続ける JA を目指します

経営基本方針
１．将来にわたり「食と農を基軸として地域に根ざした協同組合」であり続けるために、組合
員・役職員が一体となり協同活動の展開をすすめる。
２．地域の農業を支え、豊かで暮らしやすい地域社会の実現に向けた経営基盤を確立し、組合
員・利用者に信頼されるJA運営を行う。
３．財務体質の強化により、JA経営の健全性・安定性の確保を図り、生産活動・地域活動の積
極的な展開を図る。

令和３年度基本方針
JAレーク滋賀は地域になくてはならないJAであり続けるため、総合事業を営むJAの強みと８
JAが結集した合併の効果を活かして、組合員・利用者のニーズに対応した事業活動を展開し、
経営基盤の強化を基本とした農家組合員の営農・生活面活動の向上と地域社会への貢献を目指
し、次の事項を事業活動の基本方針とします。
１．組合員・利用者の視点に立ち、組合員・利用者のニーズや期待に応え、協同活動を育む組
合員参画型の事業活動に取り組みます。
２．自己改革の実践により、農家所得の向上と農業生産の増大に取り組みます。
３．組織・財務基盤を強化し、健全で安定した事業運営に取り組みます。
４．コンプライアンス経営を重要な方針と捉えた事業運営に取り組みます。

JA のプロフィール
◇合 併 日
◇組 合 員 数
◇総務本部所在地
◇金融本部所在地
◇営農経済本部所在地
◇役 員 数
◇出 資 金
◇職 員 数
◇総 資 産
◇支 店 数
◇営農経済センター数
※他施設については、Ⅲ

令和３年４月１日
59,316 人（正組合員数 18,855 人）
滋賀県大津市打出浜 14 番１号
滋賀県草津市上笠四丁目３番 17 号
滋賀県守山市吉身三丁目７番６号
経営管理委員 35 人、監事６人、理事 12 人
110 億円
1,038 人（正職員数 662 人）
6,715 億円
43 店舗
９施設
店舗体制（８P～11P）に記載しております。

（令和３年９月末現在）
※本資料に掲載している計数は、会計監査人の監査を受けていません。
また単位未満を切り捨て表示しています。
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Ⅰ

地域貢献に関する取り組み

１．JA レーク滋賀の特性
当組合は、大津市・草津市・栗東市・守山市・野洲市・高島市を事業区域として、農業者を
中心とした地域住民の方々が組合員となって、相互扶助（お互いに助け合い、お互いに発展し
ていくこと）を共通の理念として運営される協同組織であり、地域農業の活性化に資する地域
金融機関です。
当組合の資金は、その大半が組合員の皆さまなどからお預かりした、大切な財産である「貯
金」を源泉としております。当組合では資金を必要とする組合員の皆さま方や、地方公共団体
などにもご利用いただいております。
当組合は、地域の一員として、農業の発展と健康で豊かな地域社会の実現に向けて、事業活
動を展開しています。
また、JA の総合事業を通じて各種金融機能・サービス等を提供するだけでなく、地域の協同
組合として、農業や助けあいを通じた社会貢献に努めています。

２．地域からの資金調達の状況
（１）貯金残高（令和３年９月末現在）
（単位：百万円）
種類

残高

当座性

201,381

定期性
定期積金

411,742
9,964

計

623,088

（２）貯金商品
○上半期キャンペーン定期貯金
「合併記念定期貯金」
「年金受給者向け金利上乗せ定期貯金」
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３．地域への資金供給の状況
（１）貸出金残高（令和３年９月末現在）
（単位：百万円）
貸出先

残高

組合員等

85,129

地方公共団体等
その他

10,727
1,839

計

97,696

（２）制度融資取扱い状況
◇農業近代化資金
◇日本政策金融公庫資金

（３）融資商品
◇アグリマイティ資金
◇JA 住宅ローン
◇JA 農機ハウスローン
◇JA マイカーローン・農トラローン
◇JA 教育ローン
◇JA 資産活用ローン
◇JA フリーローン
◇JA リフォームローン

４．地域密着型金融への取り組み
（１）農業融資商品の適切な提供
JA レーク滋賀では、農家組合員や農業法人向けの「アグリマイティ資金」等の各種農業支
援資金を提供するとともに、日本政策金融公庫資金や農業近代化資金等の取り扱いを通じて、
農業者の農業経営と生活をサポートしています。
令和３年９月末の JA レーク滋賀における農業関係資金残高は、16 億円となっております。

（２）担い手ニーズに応えるための訪問活動の実施
JA レーク滋賀では、地域の農業者との関係を強化し多様な資金ニーズに応えていくため、
信用部門と営農・経済部門等が連携し、農業者への訪問活動に取り組んでいます。
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５．地域とのつながり
（１）文化的・社会的貢献に関する事項
JA の総合事業を通じて各種金融機能・サービス等を提供するだけでなく、地域の協同組合
として地域の農業振興や健康管理・福祉活動、生活文化活動を通じた社会貢献につとめていま
す。

◇弁護士による法律相談会の開催
◇学校給食等への地元農産物の提供
◇地域防災への協力
◇ワクチンの職域接種
◇献血への積極的参加

◇地域の清掃活動(地域の環境保全)
◇年金相談会の開催
◇学童野球大会への協賛
◇高齢者福祉活動への取り組み

大津地区

地域農業を支える担い手と連携し、ドローンを活用し

大津市管内で収穫された学校給食用タマネギを５カ所

たスマート農業の取り組みをスタートしました。

の給食センターに出荷しました。

草津地区

草津メロントレーニングハウスで収穫した「チャレン

稲刈りの現場と草津市立山田小学校の教室を結んで、

ジメロン」を子供食堂等に贈呈しました。

リモート授業を行いました。
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栗東地区

作付けから出荷の方法を指導・支援する栗東市チャレ

役職員や地域住民が栗東総合センター前で献血に協力

ンジ農業塾が開校しました。

しました。

守山野洲地区

地元消防団に所属する職員が就業時間内でも対応でき

各支店は滋賀県が推進する「県下一斉清掃運動」に参

るよう、湖南広域消防局と協力体制を構築しました。

加しました。

高島地区

店舗遠隔地の組合員・利用者の利便性確保のため金融

高島職域防犯協議会が実施する高島市の駅前駐輪場の

移動店舗車を導入しました。

防犯点検活動に参加しました。
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（２）組合員組織の活動支援
JA には各種の組合員組織があり、組合員の皆さまと JA を結びづける大切な組織です。JA で
は各組織が活発に活動いただけるよう積極的に支援しています。
◇JA レーク滋賀女性部結成大会

◇青壮年組織合同会議

◇「年金友の会」連絡協議会

（３）情報提供活動
◇組合員向け広報誌「ゆいっと」の発行（毎月）
◇地域住民向けタブロイド誌「JA レーク滋賀通信」の発行

タブロイド誌「JA レーク滋賀通信」

広報誌「ゆいっと」

◇日本農業新聞による情報提供
◇ホームページによる情報提供
https://ja-lakeshiga.or.jp/

◇レーク滋賀公式 LINE による情報発信
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Ⅱ

財務状況や事業に関する開示項目

１．主要勘定の状況 （単位：百万円）
区分

令和３年９月末

貯金

623,088

貸出金

97,696

預金

502,382

有価証券

30,604

２．金融再生法開示債権（単体） (単位：百万円)
債権区分

令和３年９月末

破産更生債権および
これらに準ずる債権
危険債権

275
158

正常債権

97,298

合計

97,732

３．有価証券の時価情報

(単位：百万円)

令和３年９月末

区分

取得価額

時価

評価損益

満期保有目的
その他目的

1,231
29,391

1,268
29,372

36
△18

合計

30,623

30,640

17

〔注記〕
１

９月末の有価証券の時価は９月末日における市場価格等に基づく時価としています。

２

取得価額は、売買目的有価証券については取得原価を、満期保有目的有価証券およびその他目的有価証
券については償却原価法適用後の価額を記載しております。

３

取得価額は、減損処理前のものです。

４．単体自己資本比率
令和３年９月末
18．75％
〔注記〕
「農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準」（平成 18 年金融庁・農林水産省告示２号）の規定
に基づいて自己資本比率を算定しています。
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Ⅲ

店舗体制
（令和 3 年 9 月 30 日現在）

地区名

店舗および事務所名

所 在 地

電話番号

ATM
設置稼
働状況

総務本部

大津市打出浜 14-1

077-525-4343

大津地区統括本部

大津市打出浜 14-1

077-525-8547

大津金融センター

大津市打出浜 14-1

077-525-8806

大津ローンセンター

大津市打出浜 14-1

077-525-8612

打出浜支店

大津市打出浜 14-1

077-525-4347

〇

瀬田支店

大津市大江 4-5-15

077-545-4511

〇

上田上出張所

大津市平野 1-17-4

077-549-0321

〇

東大津支店

大津市里 3-10-20

077-546-0312

〇

南大津支店

大津市石山寺 3-7-10

077-537-0022

〇

滋賀出張所

大津市南志賀 1-10-27

077-522-3462

〇

西大津支店

大津市下阪本 3-9-13

077-578-0127

〇

雄琴出張所

大津市雄琴 1-17-28

077-578-1201

〇

仰木出張所

大津市仰木 4-16-6

077-572-1067

〇

堅田中央支店

大津市真野 2-7-41

077-572-1155

〇

伊香立出張所

大津市伊香立下在地町 1100

077-598-2006

〇

志賀町支店

大津市和邇中 94-2

077-594-0013

小松出張所

大津市北小松 768

077-596-0012

大

大津北営農経済センター

大津市真野 4-5-16

077-572-1158

津

大津南営農経済センター

大津市中野 2-2-5

077-549-8111

地

グリーンファーム石山店

大津市石山寺 3-7-10

077-533-0288

区

グリーンファーム堅田店

大津市真野 2-7-41

077-572-3817

比良山口給油所

大津市木戸 1485-2

077-592-0247

平野給油所

大津市平野 1-17-27

077-549-2231

大津北部ガス事業所

大津市木戸 1485-2

077-572-2135

大津南部ガス事業所

大津市平野 1-17-4

077-549-8408

介護事業所「湖都里」

大津市大萱 3-7-1

077-545-3366

瀬田ライスセンター

大津市中野 2-2-5

077-549-1332

伊香立カントリーエレべーター

大津市伊香立下龍華 72

077-598-2533

志賀カントリーエレベーター

大津市南比良 1427

077-596-1180

伊香立育苗センター

大津市伊香立下龍華 584

077-598-2988

田上育苗センター

大津市里 2-553-1

077-546-2031

フレンドタウン瀬田川キャッシュコーナー

大津市瀬田川 1-31-1

〇

大萱キャッシュコーナー

大津市大萱 3-7-1

〇

大石キャッシュコーナー

大津市大石中 1-1-3

〇

平和堂坂本店キャッシュコーナー

大津市坂本 7-24-1

〇

平和堂和邇店キャッシュコーナー

大津市和邇中浜 432

〇

アル・プラザ堅田店キャッシュコーナー

大津市本堅田 5-20-10

〇

イズミヤ堅田店キャッシュコーナー

大津市今堅田 3-11-1

〇
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〇

地区名

店舗および事務所名

所

在

地

電話番号

ATM
設置稼
働状況

金融本部

草津市上笠 4-3-17

077-562-2394

草津地区統括本部

草津市上笠 4-3-17

077-562-2391

草津金融センター

草津市上笠 4-3-17

077-562-2393

草津ローンセンター

草津市上笠 4-3-17

077-562-3194

志津支店

草津市青地町 757

077-562-0319

〇

老上支店

草津市野路町 514-1

077-562-0255

〇

山田支店

草津市北山田町 120-1

077-562-0810

〇

常盤支店

草津市片岡町 185

077-568-0007

〇

笠縫支店

草津市上笠 4-3-17

077-562-2181

〇

草津支店

草津市草津 2-15-30

077-562-2226

〇

草

アオバナ支店

草津市西渋川 1-3-18

077-565-1229

〇

津

老上東支店

草津市野路 7-19-2

077-564-0336

〇

地

草津営農経済センター

草津市上笠 4-3-17

077-562-2186

区

草津農畜産物交流センター（草津あおばな館）

草津市下笠町 3203

077-568-5000

アグリショップ（草津）

草津市上笠 4-3-17

077-562-2184

草津燃油配送所

草津市上笠 4-3-17

077-562-2185

草津ガス事業所

草津市上笠 4-3-17

077-562-2186

草津農業センター

滋賀県草津市下笠 3174

077-568-2222

草津野菜センター

草津市北山田町 39-12

077-564-5415

㈲アグリ草津

草津市下笠町 3174

077-568-8038

㈱パステル

草津市上笠 4-3-17

077-565-4194

草津市役所キャッシュコーナー

草津市草津 3-13-30

〇

アルプラザ草津キャッシュコーナー

草津市西渋川 1-23-30

〇

イオンモール草津キャッシュコーナー

草津市新浜町 300

〇

栗東地区統括本部

栗東市小野 493-1

077-552-0531

栗東金融センター

栗東市小野 493-1

077-551-0062

金勝支店

栗東市御園 982-2

077-558-0351

〇

葉山支店

栗東市小野 493-1

077-551-0062

〇

治田支店

栗東市目川 840-2

077-552-1279

〇

大宝支店

栗東市綣 8-17-53

077-552-3154

〇

栗東中央支店

栗東市安養寺 8-2-13

077-552-0542

〇

出庭支店

栗東市出庭 2036

077-553-5061

〇

小柿支店

栗東市小柿 5-10-18

077-553-5060

〇

栗東営農経済センター

栗東市小野 493-1

077-552-5290

田舎の元気や

栗東市小野 547-3

077-552-8318

栗東カントリーエレべーター

栗東市六地蔵 100-2

077-553-7184

栗東育苗センター

栗東市六地蔵 100-2

077-553-7184

㈱JA 栗東市ガス事業所

栗東市小野 493-1

077-552-0533

㈱JA 栗東市石油事業所

栗東市安養寺 8-2-13

077-552-7534

栗
東
地
区

- 9 -

地区名

守
山
野
洲
地
区

店舗および事務所名

所

在

地

電話番号

ATM
設置稼
働状況

営農経済本部

守山市吉身 3-7-6

077-582-8841

守山野洲地区統括本部

守山市吉身 3-7-6

077-582-3401

守山野洲金融センター

守山市吉身 3-7-6

077-582-8127

守山ローンセンター

守山市吉身 3-7-6

077-582-8867

守山介護事業所

守山市吉身 3-7-6

077-582-8814

吉身支店

守山市吉身 3-7-6

077-582-8431

〇

赤野井支店

守山市赤野井町 40-1

077-585-0021

〇

明富支店

守山市水保町 22-１

077-585-1002

〇

河西支店

守山市今市町 20-3

077-582-2128

〇

守山支店

守山市今宿 2-5-14

077-582-2144

〇

野洲支店

野洲市小篠原 2142-3

077-588-3134

〇

祇王支店

野洲市永原 601-1

077-587-0072

〇

三上支店

野洲市三上 244-1

077-587-0075

〇

中主支店

野洲市西河原 2542-１

077-589-2481

〇

小津キャッシュコーナー

守山市欲賀町 895

速野キャッシュコーナー

守山市木浜町 1826-3

中洲キャッシュコーナー

守山市辛津川町 1386-1

〇

篠原キャッシュコーナー

野洲市髙木 1104

〇

六条キャッシュコーナー

野洲市六条 1319-1

〇

吉川事業所

野洲市吉川 1461-1

077-589-3047

守山営農経済センター

守山市洲本町 1769-1

077-585-4385

野洲営農経済センター

野洲市高木 1104

077-588-3135

中主営農経済センター

野洲市六条 2163

077-589-2901

おうみんち守山店

守山市洲本町 2785

077-585-8318

おうみんち野洲店

野洲市小篠原 2142-3

077-588-3520

おうみんち中主店

野洲市六条 1319-1

077-589-2376

VIVA!あけとみ

守山市水保町 22-１

077-585-2345

野洲くらしの支援課

野洲市小篠原 2142-3

077-588-3131

守山カントリーエベレーター

守山市洲本町 1769-1

077-585-1909

野洲カントリーエベレーター

野洲市高木 1104

077-588-1055

中主カントリーエベレーター

野洲市六条 2163

077-589-2907

守山育苗センター

守山市洲本町 1769-1

077-585-4982

㈱アグリサポートおうみ冨士

守山市洲本町 1773-1

077-584-2555

JA 全農しがおうみ冨士農機センター

野洲市六条 2163

077-589-2308

全農関西エネルギー㈱守山販売所

守山市洲本町 1773-1

077-585-0794
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地区名

店舗および事務所名

所

在

地

電話番号

ATM
設置稼
働状況

高島地区統括本部

高島市新旭町旭 1-10-5

0740-28-7755

高島金融センター

高島市新旭町旭 1-10-5

0740-28-7272

マキノ支店

高島市マキノ町沢 1350−１

0740-27-1190

〇

今津支店（今津東支店）

高島市今津町住吉 2-4-１

0740-22-2571

〇

新旭支店

高島市新旭町旭 1-10-5

0740-25-2626

安曇川支店

高島市安曇川町田中 104

0740-32-0012

高島支店

高島市勝野 1586

0740-36-0032

今津営農経済センター

高島市今津町日置前 4684

0740-22-4545

安曇川営農経済センター

高島市安曇川町青柳 836-1

0740-32-1260

朽木事業所

高島市朽木市場 854

0740-38-2326

マキノ給油所

高島市マキノ町沢 1353-1

0740-27-0913

今津給油所

高島市今津町弘川宮ノ下 260

0740-22-1510

新旭給油所

高島市新旭町旭 1960-1

0740-25-5702

マキノガス事業所

高島市マキノ町沢 1353-1

0740-27-1197

今津ガス事業所

高島市今津町日置前 4684

0740-22-3708

〇

安曇川ガス事業所

高島市安曇川町青柳 837

0740-32-1810

高

朽木ガス事業所

高島市朽木市場 854

0740-38-2327

島

新旭ガス事業所

高島市新旭町旭 1-10-5

0740-25-3402

地

A コープパネス

高島市新旭町旭 1-8-8

0740-25-5533

区

やすらぎ課高島事業所

高島市勝野 1586

0740-36-1107

やすらぎマキノホール

高島市マキノ町中庄 1255-26

0740-27-8110

やすらぎ今津ホール

高島市今津町日置前 4739

0120-70-9191

やすらぎ新旭ホール

高島市新旭町旭 1960-1

0740-25-8194

やすらぎ高島ホール

高島市勝野 912-1

0740-36-8115

オートパル高島農機車両センター

高島市新旭町旭 2040-1

0740-25-3470

オートパル高島マキノ店農機車両センター

高島市マキノ町沢 1403-1

0740-27-1196

マキノカントリーエレべーター

高島市マキノ町蛭口 266-5

0740-27-1550

今津カントリーエレべーター

高島市今津町日置前 4686

0740-22-4545

新旭北カントリーエレべーター

高島市新旭町旭 1346

0740-25-3388

安曇川カントリーエレべーター

高島市安曇川町南古賀 553

0740-33-0157

高島カントリーエレべーター

高島市武曽横山 2484

0740-37-0425

マキノ育苗センター

高島市マキノ町蛭口 266-5

0740-27-1550

今津育苗センター

高島市今津町日置前 4684

0740-22-4545

新旭育苗センター

高島市新旭町旭 2040-1

0740-25-3470

安曇川育苗センター

高島市安曇川町横江 436

0740-32-2939

仏壇展示場・本庄キャッシュコーナー

高島市安曇川町南船木 297-3

0740-34-0001

高島キャッシュコーナー

高島市勝野 923-1

〇

市役所朽木支所前キャッシュコーナー

高島市朽木市場 604

〇

㈱アグリマキノ

高島市マキノ町沢 1350-1

0740-27-1198

㈲アグリ今津

高島市今津町日置前 377-2

0740-22-8077

㈲グリーンサポート新旭

高島市新旭町旭 2040-1

0740-25-8162

㈲アグリ西びわこ

高島市安曇川青柳 836-1

0740-32-8488
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