事業の概況
■ 経営環境
平成27年度我が国経済は、雇用・所得環境の改善により緩やかな景気回復を維持していたも
経

のの、年度後半には経済・金融政策に息切れ感が強まり、やや足踏み状態となりました。
こうしたなか、日経平均株価は、平成27年4月に15年ぶりとなる2万円台を回復するなど前半
は堅調に推移しましたが、上海株安をきっかけに中国の景気減速懸念が強まったことや円高進
行が重荷となり、夏場以降は低迷しました。

営

円相場は、世界景気の悪化懸念で「安全資産」とされる円に投資マネーが逃避したことに加
え、平成27年12月に利上げした米国の追加利上げのピッチが当初の見込みよりも緩やかになる
との見方が強まり、円高が進行しました。また、長期金利の指標となる新発国債10年物利回り
は、日銀のマイナス金利政策の導入で2月に初めて0％を割り込み、3月にはマイナス0.135％ま
で低下しました。
平成28年度は、引き続き雇用・所得環境の改善が見込まれるなか、緩やかな回復基調を維持
していくことが期待される一方で、世界景気の減速懸念や円高進行に加え、原油安といった懸
念材料も多く、先行きに対する不透明感も残っている状況にあります。
我々系統を取り巻く環境は、平成27年8月、「農業所得の増大」を最大目標に掲げた改正農協
法が成立し、この目標を達成するため、我々はＪＡ自己改革である「農業者の所得増大」と
「農業生産の拡大」、「地域の活性化」にかかる施策の着実な実践が求められ、また、国内農
業の根幹を揺るがしかねない「ＴＰＰ大筋合意」や正組合員の高齢化など厳しい状況にありま
す。
また、系統金融を取り巻く環境は、金融サービスの競争激化など、依然として厳しい状況に
あり、リテール金融市場においても、人口減少による市場の縮小や低迷局面を睨んだ金融機関
同士の顧客争奪競争が、益々厳しさを増しております。
こうした情勢のもと、当会は平成27年度事業方針に基づき、「安定的収益還元機能の強化」
および「ＪＡバンクえひめ本部機能の強化」に取り組みました。
収益還元機能の強化については、有価証券による安定的収益確保のための計画的な投資に取
り組むとともに、地場優良企業および農業関連法人などへの新規開拓に努めました。
一方、ＪＡバンクえひめ本部機能の強化では、個人貯金および給与振込、年金、ローン（住
宅・マイカー・教育）を重点商品として県下統一キャンペーンの実施に取り組みました。
また、地域貢献活動として、「えひめいやしの南予博2016」や「愛媛マラソン」、「愛媛県
少年サッカー大会」などの地域イベントへの協賛を行ったほか、ＪＡバンクアグリサポート事
業の展開として、教材本贈呈事業、教育活動助成事業の支援を継続するとともに、今年度新た
に食育の一環として、愛媛県の「歯と口腔の健康づくり月間」である11月にあわせ、県内の国
公立小中学校等に対して、ヨーグルトおよび「毎日みがいて元気な歯！！」（小冊子）を贈呈
し、健康促進に向けての支援を行いました。
以上のような取り組みの結果、経常利益、当期剰余金ともに計画を上回る実績を収めること
ができました。
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■ 業績
平成28年3月末の県下JA貯金残高は1兆7,993億円となり、前年同月比432億円増加しました。
JA貸出金残高は3,223億円となり、前年同月比60億円増加しました。
当会のJA等からの資金調達では、平成28年3月末貯金残高は1兆3,961億円となり、前年同月比
559億円増加し、平成27年度期中平均残高は1兆3,686億円で、前期比365億円増加しました。
一方、資金運用では、預け金残高は9,532億円となり、前年同月比787億円増加し、期中平均
経

残高は9,252億円で、前期比263億円増加しました。
貸出金残高は884億円となり、前年同月比32億円減少し、期中平均残高は915億円で、前期比
12億円減少しました。
前期比126億円増加しました。
事業収支では、経常収益は188億1百万円、経常費用は132億2千5百万円となりました。この結
果、経常利益は55億7千5百万円で、前期比6億5千2百万円の増益となりました。また、当期剰余
金は44億3千6百万円で、前期比4億1千1百万円の増益となりました。

■ トピックス
● ＪＡバンクえひめロールプレイング県大会

東京第一ホテル松山にて、「ＪＡバンクえ
ひめ ＭＡロールプレイング県大会（平成27年
10月28日）」および「ＪＡバンクえひめ 窓口
担当者ロールプレイング県大会（平成27年11
月6日）」を開催しました。
今後も、ロールプレイング県大会を通し
て、お客さまによりよい提案ができるよう技
術の向上に努めて参ります。

● 春の年金花道キャンペーン

ＪＡバンクえひめでは、平成27年4月1日〜
5月29日まで「春の年金花道キャンペーン」
を実施しました。
また、ＪＡ年金受給者・予約者を対象とし
た「南こうせつ With フレンズ2016（平成28
年2月24日）」を開催しました。
さらに、年金友の会会員向けの会報誌「ゆ
とりんく」を年2回発行しました。
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営

有価証券残高は4,216億円となり、前年同月比221億円減少し、期中平均残高は3,837億円で、

●給与振込はＪＡにおまかせキャンペーン

ＪＡバンクえひめでは、全国の給与振込キ
ャンペーンに呼応し、平成28年2月1日〜5月31
日まで「給与振込はＪＡにおまかせキャンペ
ーン」を実施しました。

経
営

● 個人貯金増強キャンペーン
ＪＡバンクえひめでは、県下統一の定期貯
金販売期間として、平成27年6月15日〜8月31
日まで「夏福ふくＧＯＧＯ!!キャンペーン」
を、平成27年11月2日〜12月30日まで「冬福
ふくＧＯＧＯ!!キャンペーン」を実施しまし
た。

●ＪＡ直売所スタンプラリーの開催
ＪＡバンクえひめでは、愛媛県産を代表とす
るＪＡ直売所の魅力を幅広くＰＲするととも
に、新たな利用基盤の拡充を図ることを目的と
して、平成27年4月26日〜8月31日まで、県内
15ヶ所のＪＡ直売所を対象とした「ＪＡ直売
所スタンプラリー」を開催しました。
なお、応募総数3,136通の応募者の中から当
選者（300名）を選び、豪華商品をプレゼント
しました。
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●ＪＡ住宅ローンご利用感謝訪問の実施
ＪＡバンクえひめでは、ＪＡの住宅ローン
をご利用いただいているお客様を対象にアン
ケートを実施し、回答者の中から抽選で県下
700名様に農産物などのプレゼントを行いまし
た。

アンケートに答えて素敵な賞品を当てよう！
以下の質問に対して、ご記入または当てはまる番号に○をつけてください。

クえひめから感謝を込めて！
JA バン

お客様記入欄

ありが と う

Q1 ご家族についてお聞かせください。
□配偶者 □お子様（

ご家族の人数
（本人を含む）

小学生未満（

人

JA住宅ローンご利用感謝

）人 □父 □母 □祖父 □祖母

高校生（

）人 小学生（
）人 大学生（

）人 中学生（
）人 その他（

）人

Q2 ＪＡの各種キャンペーンについておたずねします。
1. ＪＡの各種キャンペーンをご存じですか？
① 知っている

抽選で県下

7００名様に
当たる！

プレゼント実施中！
！

）人

応募期間

② 知らない

平成27年

2. 知っているとお答えいただいた方のみお聞かせください。

6/1月

10/30 金

どのキャンペーンについてご存じですか？
（複数回答可）
①貯金

②給与振込

③年金

④ローン

Q3 ＪＡの店舗窓口のご利用回数はどのくらいですか？
①月１回以上

②３か月に１回

③半年に１回

④ほとんど利用していない

Q4 ＪＡ担当者の訪問回数はどのくらいですか？
①月１回以上

Q5

②３か月に１回

③半年に１回

A賞

B賞

C賞

④ほとんど訪問がない

将来に向けてご検討されていることはございますか？
（複数回答可）
① 子供の教育資金

② 車の購入

⑤ 老後の生活資金

⑥ その他（

③ 家族旅行

④ 住宅のリフォーム
）

第１希望

さいさいきて屋
瀬戸の晴れ姫
オリジナルドレッシング３本セット ３Kg
（いよかん・たまねぎ・にんじん）

第２希望

賞

賞

フリガナ

※A〜C賞の中からご希望の賞品を1つお選びください。B賞については、収穫状況等により同価格の他の品種に変更になる可能性がございますので、
あらかじめ
ご了承ください。賞品のデザイン・仕様等はイメージ写真と異なる場合がありますので、
あらかじめご了承ください。

■対象者／JA住宅ローンのご契約者
■応募方法／専用のアンケート用紙に、アンケート
内容、お名前（フリガナ）、お電話番号、ご住所を
明記のうえ、JA職員に直接お渡しください。

お電話
番号

お名前

〒

朝倉産
ひのひかり
５Kg

経

ご希望の順番をえらんで、
Ａ賞〜Ｃ賞をご記入ください。

■抽選について／厳正なる抽選のうえ、当選者を決定いたします。
なお、当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。
抽選時期 平成27年11月予定
発送時期 平成27年12月〜平成28年1月予定

ー

ご住所

アンケートにご協力ありがとうございました。
※アンケートにご記入いただいたお客様の個人情報は、JAの事業および各種サービスのご提供、
ご案内、充実等の目的以外には利用いたしません。

切り取り線

ご回答いただいたアンケート用紙は、切り取って当JA職員に直接お渡しいただくか、当JA窓口までお持ちください。

営

● ライフサポートキャンペーン

ＪＡバンクえひめでは、マイカーローンお
よび教育ローンについて平成27年10月1日〜
平成28年4月28日まで県下統一金利によるキ
ャンペーンを実施しました。

●ＪＡバンクえひめ住宅ローン営業担当者会議

ホテルＪＡＬシティ松山にて、平成27年11
月9日に「ＪＡバンクえひめ住宅ローン営業担
当者会議」を開催しました。
会議では、住宅ローン推進手法・顧客管理
などをテーマとし、県下12ＪＡの住宅ローン
営業担当者によるグループディスカッション
や事例発表などを行いました。

● ＪＡ経営セミナー
平成27年9月10日に県下ＪＡ役員、幹部職
員、連合会、系統関連組織の方々を対象にし
た「ＪＡ経営セミナー」を開催しました。
トヨタ自動車に入社されて人材育成などに
長く携われた㈱オージェイティー・ソリュー
ションズ顧問 海稲良光氏を講師に迎え、『ト
ヨタの人の育て方(考える人材に変えるメソッ
ド)』というテーマで、トヨタ自動車で培った
経験や心に響いた言葉なども取り入れ、組織
に必要なことは何か、よりよい人材育成方法
とはどのようなことかなどについて講演を行
いました。
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●ＪＡ相続対策セミナー
平成28年2月16日に「ＪＡ相続対策セミナ
ー」の第四弾として、県下ＪＡ信用事業本所
（店）部課長およびスタッフ、支所（店）長
等を対象に、ファイナンシャル・プランナー
の有田敬三氏を講師に迎え、『組合員のとる
べき相続対策』を主なテーマとして講演を行
経

いました。

営

● ＪＡバンクえひめ農業応援セミナー

平成28年１月19日に愛媛県下の農業法人・
ＪＡ役職員・連合会役職員の約50名を対象と
した「第1回ＪＡバンクえひめ農業応援セミナ
ー」を初めて開催しました。
㈱船井総合研究所 楠元武久講師によるテー
マ『農産物ブランド化および六次産業化支援
について』の講演があり、非常にわかりやす
いと評価の高いセミナーとなりました。

● ＪＡバンクえひめ市町向け金融セミナー

平成27年8月11日に愛媛県下20市町の職員・
ＪＡ役職員等の約80名を対象とした「ＪＡバ
ンクえひめ市町向け金融セミナー」を開催し
ました。
野村アグリプランニング＆アドバイザリー
㈱ 西澤隆講師によるテーマ『アグリビジネス
を軸とした地域活性化策』の講演があり、注
目度の高いセミナーとなりました。
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