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はじめに

PROFILE

日頃、皆さまには格別のご愛顧をいただき厚く御礼申し上
げます。
ＪＡしまねは、情報開示を通じて経営の透明性を高めると
ともに、当ＪＡに対するご理解を一層深めていただくため
に、当ＪＡの主な事業の内容や組織概要、経営の内容などに
ついて、利用者のためにわかりやすくまとめたディスクロー

設
立 ／ 平成27年３月１日
● 本 店 所 在 地 ／ 島根県松江市殿町19-1
●出
資
金 ／ 216億円
●総
資
産 ／ 1兆1,389億円
● 単体自己資本比率 ／ 13.42％
●組
合 員 数 ／ 220,043人
●役
員
数 ／ 46人
●職
員
数 ／ 3,082人
●事
務 所 数 ／ 185
●

ジャー誌２０２２を作成いたしました。
皆さまが当ＪＡの事業をさらにご利用いただくための一助
として、是非ご一読いただきますようお願い申し上げます。
今後とも一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申し
上げます。
令和４年７月

島根県農業協同組合

（注）本冊⼦は、農業協同組合法第54条の３に基づいて作成したディスクロージャー誌です。
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