
経営概要書

法人名：

１ 法人の概要

２　H27年度事業実績

＜事業目標＞

３　組織
①役員数(H28.7.1現在)　 (単位:人) ②職員数(H28.4.1現在) (単位:人)

区　分

正職員

常勤 支給対象者 内、県退職者 平均年齢

内、県退職者 （H27年度） 出向職員 歳

内、県職員 人 　 内、県職員 平均勤続年数

非常勤 平均年齢 臨時・嘱託 年

内、県退職者 歳 内、県退職者 平均年収

内、県職員 平均報酬年額 計 （H27年度）

計 （H27年度） 内、県関係者 千円

内、県関係者 千円

③理事会回数
平成26年度 平成27年度

４　財務
①正味財産増減計算書  (単位:千円) ②貸借対照表  (単位:千円)

経常収入 流動資産
固定資産

資産計
その他 流動負債

経常支出 短期借入金
業務費 固定負債

長期借入金
経常利益（損失） 負債計

特別利益 基本金
特別損失 剰余金

当期利益 正味財産計
負債・正味財産計

(単位：千円)

＜主な経営指標＞

経常収支比率 経常収入÷経常支出×100
流動比率 流動資産÷流動負債×100
自己資本比率 正味財産計÷負債・正味財産計×100
有利子負債比率 有利子負債÷正味財産計×100

※端数処理の関係で増減が一致しないことがある。

５ 県の財政的関与の状況  (単位:千円)

補助金
委託費
指定管理料

貸付金
損失補償
その他の財政支出（基金等）

8

H25年度 H26年度 H27年度 H28年度
21 28
14 －

380 383
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保証相談対応件数（件）※H27年度追加目標
目標

事業に関連する
法令、県計画

中小漁業融資保証法

漁業近代化資金による設備資金や漁業経営維持安定資金による負債整理資金及び長期運転資金等の債務保証に対応したが保証額が少なかった。ま
た、１経営体の代位弁済が発生し、求償権の回収は思うように進まなかったほか、広域合併準備のため事業管理費が増加し、多少の損失金を計上し
た。

項　目 区分

実績

実績

保証申請から保証実行までの日数（日）※H27年度追加目標
目標 10 30
実績 29 －

1 2

求償権回収額（千円）
目標 620 620 390

役員報酬
区　分 H27 H28

正職員
H27 H28 H27 H28

350 －
1,266

理　事 監　事

設立年月日 昭和28年6月16日
電話番号 018-823-7362 ホームページ －

設立目的
中小漁業融資保証法（昭和２７年法律第３４６号）に基づき、金融機関の中小漁業者等に対する貸付等についてその
債務を保証することを主たる業務とし、もって中小漁業者等が必要とする資金の融通を円滑にし、中小漁業の振興を
図ることを目的とする。

事業概要 会員たる中小漁業者等が漁業近代化資金等の資金を借り入れる際に金融機関に対して負担する債務の保証　等

秋田県漁業信用基金協会 （公益　７）

代表者職氏名 理事長　山本　健藏 所管部課名 農林水産部農業経済課

合計 346,300 100.0%
その他７市町村、５２団体 61,550 17.8%

主な出資
（出捐）者

出資（出捐）者名 出資（出捐）額(千円) 出資（出捐）比率（％）
秋田県 153,150 44.2%
秋田県漁業協同組合 131,600 38.0%

所在地 秋田市山王３－８－１５

11

1 1 20

68

8 8 3 3

1 1 2 3

―

1 1 368

9 9 3 3

区　分 平成26年度 平成27年度 支出目的・対象事業概要等

3 3

10,251 25,667 803,093 823,476
15,823 15,823 1,673,144 1,607,855

24,945 42,323 260,511 165,953
15,019 15,218 203,000

502 552 930,606

年間
支出

年度末
残高

960,406
24,945 42,323 95,800 203,000

区　　分 平成26年度 平成27年度 区　　分 平成26年度 平成27年度
26,576 42,042 870,051 784,379

94,000
1,631 △ 281 1,191,117 1,126,359

346,550 346,300

27,367 27,367 100.0%

135,477 135,196
1,631 △ 281 482,027 481,496

1,673,144 1,607,855

28.8% 29.9% 1.1
62.0% 61.7% △ 0.3

自主事業収入
運用益収入

人件費

項　目 算　式 平成26年度 平成27年度 H26-27増減※

106.5% 99.3% △ 7.2
93.5% 81.7% △ 11.8

退職給与引当状況
要支給額 引当額 引当率(%)
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経営評価表

法人名：

Ⅰ 自己評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅱ 所管課評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅲ 外部専門家のコメント

Ⅳ 委員会評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅴ 前年度委員会評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況A A C A

経常利益はマイナスである
ものの、収支均衡が達成さ
れており、適切と認められ
る。

評価結果を受けて実施した経営健全化に向けた取組（概要）

　水産庁と漁業信用基金中央会の主導による「組織化対策事業」に参加し、平成２９年４月に広域合併し「全国漁業信用基金協会」
として発足すべく、引き続き協議を進めている。
　また、「無保証人型漁業融資促進事業」の活用により、保証人不要による債務保証にも取り組み、借入者の負担軽減に努め、保
障業務の拡大を図っている。

A

H27年度は若干の損失を
計上したが、一定の収支
均衡が保たれているほ
か、全国組織への合併に
より財務基盤の強化が見
込まれる。

・経常収入の自主事業収入に受取保険金16,207千円あり、同額を納付準備金繰入として経常支出の業務費に
計上しているため、前期より経常収支の額が増加している。自主事業の主な収入である保証料収入を見ると
平成26年度10,245千円、平成27年度9,453千円とやや減少している。経常支出は、全国広域連合のための準
備による支出が増え、若干の経常損失、純損失になっている。
・剰余金は平成28年3月末で135,196千円と当期純損益の水準に比して十分であり、財務基盤は安定してい
る。
・引き続き、漁業就業者の減少、高齢化等厳しい県内水産業の環境の中、漁業経営の継続安定を図るための
融資に対する積極的な保証対応が求められる。

A

中小漁業融資保証法に基
づき設立された特別法人
である。三セクの行動計
画では統廃合により強固
な事業実施体制を確立す
る法人に位置付けられて
おり、現在、全国組織と
して広域合併に向けた手
続が進められている。

A

常勤の役職員が配置され
ている等適切であると認
められる。

C

今後も、借入者の負担軽減
に努めるとともに、保証需
要の一層の掘り起こしが求
められる。

A

A

中小漁業融資保証法第
５条に基づき設置され
た、県内の漁業者に対
する唯一の保証機関で
あり、公共的役割は大
きい。

A

定款に従い適正に理事
会が開催され、常勤の
役員、正職員が配置さ
れている。H29年4月に
全国組織への合併が予
定されており、組織強
化が図られる予定であ
る。

C

保証件数が減少している
ほか、求償権回収額の達
成率が89.7％と目標を下
回っており、今後は関係
機関と連携した保証需要
の掘り起こしと、一層の
求償権回収に取り組む必
要がある。

秋田県漁業信用基金協会 （公益　７）

保証需要が年々減少傾向
にあり、保証引受額も低
迷しているが、新しい漁
業形態の振興に力を入
れ、資金需要を掘り起こ
すとともに、求償権の回
収を強化したい。

A

H24年度から単年度の損
益は黒字が続いていた
が、H27年度は若干の赤
字となった。しかしなが
ら、準備金取り崩しによ
り処理できているほか、
弁済比率は高い状態が続
いており、概ね安定した
状況である。

A

公的保証機関であり、
金融機関の漁業者等へ
の貸付に対して保証す
ることにより、融資の
円滑化が図られ、漁業
振興に貢献している。

A

理事会を適時に開催し
ているほか、常勤の役
員、正職員が配置され
ている。組織体制は、
人数が少なく脆弱であ
るが、今年から1名新
規採用し、平成29年4
月の広域合併により体
制強化を予定。

C
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