
JA共済JA共済 平成24年度「事業概要」のご報告（平成25年6月）

JA共済の平成24年度「事業概要」がまとまりましたので、ご報告いたします。

ひと・いえ・くるまの総合保障

ＪＡ共済は、皆さまの暮らしに安心をお届けするために、
大規模な自然災害に対しても十分に備えてまいりました。
これからも、確かな保障力で皆さまの信頼と期待にお応え
できるよう、健全な経営に努めてまいります。

皆さまの暮らしに
確かな安心をお届けします。



4 平成16年10月
台風23号 （兵庫･岡山･京都ほか）
78,512件／   404億円

平成23年3月
東日本大震災（宮城・福島・岩手ほか）
661,014件／9,037億円

1

平成16年10月
新潟県中越地震 （新潟・群馬・福島ほか）
87,652件／    773億円

2

3 平成7年1月
阪神･淡路大震災 （兵庫･大阪･京都ほか）
101,535件／1,188億円

平成11年9月
台風18号 （熊本･山口･鹿児島ほか）
180,030件／   638億円

6

平成16年9月
台風18号 （山口･熊本･福岡ほか）
284,560件／1,083億円

5

※平成7年以降の主なお支払いを表示しています。

※生命総合共済には、平成5年度以前に契約された終身・養老生命・こども・年金共済を含みます。

自然災害にも
確かな保障
建物更生共済は、大規模な
自然災害においても、確かな
保障をお届けしています。 平成24年9月

台風17号（鹿児島・静岡・沖縄ほか）
12,497件／   57億円

3

平成24年4月
低気圧（秋田・山形・富山ほか）
45,302件／150億円

2
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平成24年6月
台風4号および梅雨前線（福岡・熊本・静岡ほか）
19,944件／159億円

1

平成24年度の主なお支払い 過去の主なお支払い

あなたを
見守る

暮らしの保障のことなら何でも相談できる「ライフ
アドバイザー」などの専門スタッフが誠意をもって
お応えしています！

JA共済のバックアップ体制

万一のときや満期のときなどに
共済金をお支払いし、
皆さまにお役立ていただいています。3兆4,066億円

2,010万件
152兆1,658億円

加入件数

保障金額 

1,069万件
145兆1,535億円

加入件数

保障金額 
自賠責共済（保有）

自動車共済（保有） 844万件
703万台

加入件数

加入台数 

万一のお支払い

5,516億円
満期等のお支払い

1兆5,426億円
万一のお支払い

1,683億円
満期等のお支払い

8,112億円
自動車共済のお支払い

2,196億円
自賠責共済のお支払い

408億円

（※1）平成25年3月末時点集計　（※2）平成24年4月1日時点集計

専門スタッフも窓口も充実 !

（　　　）その他共済計
721億円含む

平成24年度（平成25年3月末）のJA共済『事業概要』等について、ご報告いたします。

組合員・利用者の皆さま

※共済契約は、JAとJA共済連が共同でお引き受けしています。

JA共済は、JAとJA共済連がそれぞれ機能を分担し、
組合員・利用者の皆さまに密着した生活総合保障活動
を行っています。 

各種の企画、開発、資産運用業務や支
払共済金にかかる準備金の積立てなど
を行い、JAと一体となってJA共済事業
を運営しています。

JA
共済連

●JA共済の窓口です。
●組合員・利用者の立場に立った
　事業活動で皆さまをサポートして
　います。

JA

地震を含む自然災害や火災などの
幅広い保障でマイホームを守ります。

確かな保障と充実したサービスで
交通事故に備えます。

生命総合共済（保有） 建物更生共済（保有）

お役に立った共済金

ライフアドバイザー

自動車事故損害調査スタッフ

自動車事故 相談窓口

全国

全国

全国

21,966人（※1）

5,800約 人
（※2）

1,020約 か所
（※2）

万一の保障はもちろん、
医療保障も充実しています。

 JA共済の役割

ひと・いえ・くるま、大きく広がった 保障の輪

健全な資産運用を行っています。

格付けの高い、海外の保険会社と再保険契約を
締結することにより、リスク分散を行っています。

1兆7,373億円

海外再保険

異常危険準備金（建物更生共済）

運用資産
48兆5,829億円

貸付金 3.9%
運用不動産  0.7%

現・預金およびコールローン 0.6%
その他 1.4%
その他の
有価証券 0.9%
株式       2.1%
外国証券 3.5%

公社債

86.9%
有価証券 93.4%

総資産は、前年度より3兆577億円
増加しました。総資産のうち、４8兆
円以上の運用資産について、安定
的な収益を確保できる国債などの
公社債を中心に、安全・確実な運用
を行っています。

50兆6,909億円
総 資 産

今後、巨大災害等が発生した場合でも、十分な備
えができています。

巨大災害等に対し
万全な備えを行っています。

708.8％
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）比率とは、通常の予測を超
えて発生する諸リスク（巨大災害など）に対応するため、どのく
らいの支払余力を備えているかを判断するための経営指標の
ひとつです。

※ＪＡ共済では、生命共済事業と損害共済事業の両方を実施しているため、生命
保険会社または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は
できません。なお、この比率が200％を下回った場合には、行政庁によって経
営の健全性の回復を図るための措置がとられます。

支払余力は十分な水準となっています。

万全な経営状況

ひと くるまいえ

合計

共
済
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済
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東日本大震災の共済金のお支払い状況

JA共済の地域貢献活動

お問い合わせは、JA（農協）までご連絡ください。

交通事故対策活動
交通事故のない安心して生活できる地域づくりを目指して、様々な交通事故対策活動を
支援・実施しています。

心の豊かさ、地域社会との絆づくり
を大切にするとともに、JA共済の
理念である助け合いの精神を次世
代に伝えるため、実施しています。
平成24年度は、書道約147万点、
交通安全ポスター約16万点の応募
をいただきました。

農林水産大臣賞 
中1 佐藤 日香さん

内閣府特命担当大臣賞
小2 しきや ゆうさん

※JA共済のご契約者さまで一定の
　要件を満たす方に限ります。

生徒向け自転車交通安全教室

東日本大震災により被災された皆さまに、心からお見舞いを申しあげます。
「助け合う」という事業理念のもと、被災されたご契約者さまに1日も早く安心をお届けできるよう、迅速な損害調査・支払査定を行い、
9,400億円を超える共済金をお届けしました。
JA共済は、被災された皆さまの1日も早い復旧・復興に向け、総力を挙げて取り組んでいます。

JA共済ホームページ　http://www.ja-kyosai.or.jp

平成　　年　　月　　日

●詳細な内容は、ディスクロージャー誌「JA共済連の現状2013」をご覧ください。

0120-258-931
ク ミ ア イジ  コ  は

フリーダイヤル安心サービス
ご契約のお車の事故やトラブルにも万全サポート

自動車共済にご加入の方を対象に、自動車事
故の受付やアドバイスを行うほか、故障時の応
急対応やレッカー搬送などの手配を行います。

0120-481-536
コンサルタントシアワセイチバン

お体に関するご相談
ほっとちゃん

健康・介護ほっとライン
医師、看護師、介護支援専門員（ケアマネー
ジャー）、栄養士など健康・介護の専門家に、
匿名・無料でご相談いただけます。

0120-536-093
はクミアイコンサルタント

JA共済全般に関するご相談・お問い合わせ
を、JA共済連全国本部がお電話でお受けし
ています。

JA共済相談受付センター
共済全般に関するご相談

９時～17時（土日祝日・12/29～1/3を除く）受付時間 受付時間 24時間365日年中無休 受付時間 24時間365日年中無休

フリーダイヤル フリーダイヤル フリーダイヤル

生命総合共済 建物更生共済 団体建物火災共済
支払件数

2,248件
支払件数 支払金額支払金額

330億円
支払件数

2,678件
支払金額

115億円66万1,014件 9,037億円
※平成25年3月末時点集計

JA共済災害シートサービス
自然災害などでお住まい
が壊れてしまった方※に、
約12畳のJA共済災害
シートを無償でお配りす
るサービスを提供してい
ます。

JA共済全国小・中学生
書道・交通安全ポスターコンクール

●幼児向け交通安全教室の実施
・親と子の交通安全ミュージカル「魔法園児 マモルワタル」
・JA共済アンパンマン交通安全キャラバン
●高齢者向け交通安全教室の実施

●生徒向け自転車交通安全教育事業の支援
●介助犬の育成・普及支援
●リハビリテーションセンターの開設
●各種交通事故対策
　　　　　　　　　　　　　　など

JA共済は、組合員・地域の皆さまが健康で安心して暮らせる豊かな環境づくりに貢献していくため、様々な地域貢献活動を
行っています。詳細は、JA共済の地域貢献活動ホームページ http://social.ja-kyosai.or.jpをご覧ください。



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005B514330683059308B30BB30C330C80020003A004A0041005F005000440046005D0020005B514330683059308B30BB30C330C80020003A9AD854C18CEA53705237005D00209AD854C18CEA51FA529B7528002000410064006F0062006500200050004400460020658766F8306E4F5C6210306B4F7F75283057307E30593002537052376642306E753B8CEA3092670059279650306B4FDD306430533068304C3067304D307E3059300230C730B930AF30C830C330D730D730EA30F330BF3067306E53705237307E305F306F30D730EB30FC30D57528306B9069305730663044307E305930023053306E8A2D5B9A30674F5C62103055308C305F0020005000440046002030D530A130A430EB306F3001004100630072006F0062006100740020304A30883073002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000204EE5964D3067958B304F30533068304C3067304D307E30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /WorkingRGB
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




