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［単位：百万円］当期純利益 事業計画達成率

2018年度
0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

0％

50％

100％

150％

200％

176.52%

2,058
百万円

1,414
百万円

1,820
百万円

164.54%

2019年度 2020年度

171.50%

会員（労働組合、互助会等）や地
域、小中学校、高校、大学にてお
金にかかわるセミナーを定期的
に開催しています。

「ミーツ」のほか「ろうきんからのお
知らせ」等を発行し、各種情報をお
届けしています。

（数値は各年度の３月末）

会員の皆さまのご理解とご協力により、預金・融資の利用が拡大し、当期純利益などの各種事業計画を達成することができました。

　非対面手続きの需要の高まりを受け「Web版定期」の利用が
伸長した他、利用しやすさを求め見直しを行った金利上乗せ定期
に、多くの預入れをいただきました。また、お子さまの口座開設や
家族紹介による定期預金作成を広く周知し、新たなお客さまづく
りと家庭における〈ろうきん〉利用を促進しました。その他、コロナ
禍での消費抑制による預金滞留、公金や健保組合等団体預金の
増加もあり、預金残高は期首比551億65百万円増加しました。

　〈ろうきん〉へお預けいただいた「お金」は、働く方々の住宅や車
の購入、お子さまの進学などの資金に活用しています。
　皆さまの大切な預金をもとに、融資を行っておりますので、その
返済等が正常にされるよう適切な管理に努めています。

預　金   の状況 

債権管理の状況 

　「人生100年時代」における金融リテラシーの向上、将来に向
けた資産形成を目的に、感染防止対策を図りながら資産運用
セミナーや資産運用相談会を開催しました。また、勤労者にあ
った資産形成手段として投資信託定時定額の活用を提案し、
4,106件（前期比＋725件）の新規利用に至りました。預かり資
産残高は、国債の満期償還や金利低迷による国債の利用減少
等により、期首比4億22百万円の減少となりました。

預かり資産の状況 

　2020年度の当期純利益は20億58百万円と、計画値である12億円
を上回る結果と
なりました。〈ろう
きん〉の利用を
通じて生まれた
利益は、将来に
備えて資本を充
実させるほか、会
員・地域社会に
還元しています。

当期純利益の状況 

　住宅ローンでは、返済に”安心”をプラスする各種団体信用生
命保険や自治体提携融資が支持され、新たに3,173人にご利
用いただきました。無担保ローンは、ローン見直しによる可
処分所得向上、コロナ禍における勤労者生活支援特別融資
の周知等、勤労者の生活を支える取組みを継続的に実施し
ました。また、インターネット仮申込みが広く活用されたこと
も寄与し、新たに9,726人（カード型教育ローン「みらい」603

人を含む）
の利用につ
ながりまし
た。結果、融
資残高は期
首比418億
8 6百万円
の増加とな
りました。

 融　資の状況 

住宅ローンの保証料は全てのお
客さまが０円。会員（労働組合、
互助会等）にご所属の方は、無担
保ローンも保証料の負担なくご
利用いただけます。

2020年度事業概況 

事業の成果は「働く仲間」と
「地域」のために！

会員（労働組合、互助会等）へ還元した配当金は、福利厚
生の向上など、会員に所属する皆さまとそのご家族の生活
を豊かにするために役立てられています。

約1億15百万円
出資配当金

※会員の出資に対する還元

通常利用配当金

約2億79百万円
※会員の〈ろうきん〉利用に対する還元

　「自己資本比率」は、金融機関の自己資本の状況が適当で
あるかどうかを判断するための基準として、法令により定めら
れた指標です。
　経営の健全性を確保するために、一定水準以上の自己資
本比率を保つことが必要で、国内業務のみを行う金融機関
には４％以上を堅持することが求められています。

自己資本比率の状況 

〈静岡ろうきん〉の自己資本比
率は11.23％と、引き続き
国内基準である4％を大きく
上回る水準を維持しています。

～より便利にご利用いただくために～

※リスク管理債権…何らかの理由により、返済されない等の貸出金債権で、その
　管理状況は金融機関の健全性を測る上で重要な指標。

〈ろうきん〉は、営利を目的としない協同組織の福祉金融機関です。
2020年度の「事業概況」と「生み出された利益（成果）がどのように役立てられているのか」について紹介いたします。

無担保ローン『役立宣言』４商品のご契約件
数1件につき50円を「静岡県地球温暖化防
止活動推進センター」へ寄付しています。
2020年度は456,950円を寄付し、静岡県内の
地球温暖化対策事業や県内小学生を対象と
した環境教育事業「アース・キッズチャレン
ジ」の活動費用などに役立てられています。

環境保護に役立宣言環境保護に役立宣言
2020年度は掛川市の介護老人福祉施設に
車いす移動車１台を寄贈し、施設利用者の
送迎などに役立てられています。

地域福祉に役立宣言地域福祉に役立宣言

ポイントアッププレゼント、Ｒポ（アルポ）を
通じ、お客さまから寄付の希望を承り、2020
年度は「認定ＮＰＯ法人フードバンクふじ
のくに」、「公益財団法人静岡県グリーンバ
ンク」へ計2,644,260円の寄付を行いました。
※制度終了に伴い、ポイントアッププレゼントによ
　る寄付は2020年度分で最後となりました。

「ポイントアッププレゼント」、
「Ｒポ（アルポ）」による寄付
「ポイントアッププレゼント」、
「Ｒポ（アルポ）」による寄付

県内46ヵ所の「こども食堂」にクリスマスプ
レゼントとして、福祉施設で作られた「お菓
子の詰め合わせ」と「〈ろうきん〉ロゴ入りク
リアファイル」を贈呈しました。新型コロナウ
イルスの影響により需要が増大する「こども
食堂」への支援を通じ、社会的関心を高め
るとともに
子どもたち
の笑顔と居
場所づくり
に貢献しま
した。

「こども食堂」へのクリスマスプレゼント「こども食堂」へのクリスマスプレゼント

新型コロナウイルスに感染した方やその家
族、医療機関で働く方への偏見や差別をな

くすための運動「シトラ
スリボンプロジェクト」
に賛同し、全役職員が
シトラスリボンのピン
バッジを着用しました。

シトラスリボンプロジェクトへの参加シトラスリボンプロジェクトへの参加

新型コロナウイルスの影響が広がる中、静岡
県が設立した「新型コロナウイルスに打ち勝
つ静岡県民支え合い基金」に100万円を寄付
し、医療従事者等への支援を行いました。

「新型コロナウイルスに打ち勝つ
  静岡県民支え合い基金」への寄付
「新型コロナウイルスに打ち勝つ
  静岡県民支え合い基金」への寄付

不妊治療を必要
とするご夫婦を
経済面でサポー
トする妊活サポ
ートローン「あ・
ゆ・み」の取扱い
を開始しました。

妊活サポートローン「あ・ゆ・み」の
取扱い開始
妊活サポートローン「あ・ゆ・み」の
取扱い開始

〈ろうきん〉ATMは土・
日・祝日含め、いつでも
入出金時の利用手数
料が０円でご利用いた
だけます。

〈静岡ろうきん〉のリスク管理債権 は28
億73百万円で、総貸出残高に占める割
合は0.31％となっています。これら
リスク管理債権は担保・保証や貸倒引
当金により全額を債権保全しています。

※

ATM利用手数料 ローン保証料 お得な情報をお届け

●
●

●

他金融機関（コンビニ
含む）ＡＴＭのお引出
し手数料は即時に全
額キャッシュバックし
ています。

●

●

ろうきんレポート2020

働く人の“くらし”に役立つよう、 事業を通じた各種還元を実施しています。

～地域社会への貢献活動に
                                 取組んでいます～地域社会へ 地域社会へ 3

1 会員へ  会員へ  2 利用者へ 利用者へ 

● ●

●

●

●

●●

積極的に子育て支援活動に取組む県内の
ＮＰＯへの助成を目的として、無担保ローン
『役立宣言』４商品、福祉ローンのご契約件
数１件につき50円を「ふじのくに未来財団」
へ寄付しています。2020年度は485,700円を
寄付し、県内の子どもたちの健全な育成に
取組む活動の支援に役立てられています。
県立特別支援学
校全23校に運
営委員、職員の
メッセージを添
えた「ロッキーブ
ック」250冊を寄
贈しました。

子育て支援に役立宣言子育て支援に役立宣言
●

●

※全て〈ろうきん〉が負担しています。
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を
利用できる

今スグスマホでアクセス！は
相談予約は
こちら！！

NECプラットフォームズ労働組合
掛川支部

三菱アルミ労働組合

【職場推進機構名称】
三菱アルミ労働組合労金部会【職場推進機構名称】

労金共済推進委員会

労金部会では、一時金予約活動へ
の組合員参加率100％を目指して
活動しています。今後も部会や組合
情報誌、組合員教育を通じて、〈ろう
きん〉の魅力と利便性についてわか
りやすく情報発信していきます。

高田　紀彦さん
（書記次長兼労金部会リーダー）

労金共済推進委員会では毎月定例会を開催し、セミナ
ーやイベント等の企画を通じて少しでも多くの組合員に
〈ろうきん〉を知ってもらうための活動を行っています。ま
た、定例会において担当職員によるミニセミナーを行い、
委員自身の知識向上にも努めています。

平川　一宏さん
（執行委員兼労金共済推進委員会会長）

〈ろうきん〉の活動を広めるには単発的な取
組みでは浸透しません。毎回、毎年中断せず
に教宣し、教育し続けなければならないと考
えています。今現在の活動結果は諸先輩方
が運動してきた結果と捉え、現在の運動が、
「桃栗三年柿八年」の如く三年後、八年後の
実りにつながるものと確信しています。

勝又　智章さん（執行委員長）

※撮影の為マスクを外しています ※撮影当時の役職を表示しております。

シリーズ 会員の

取組み
紹介

ちょっと
ちょっと

    覗いて

いいですか？ 

　〈ろうきん〉の活動を広める職場の代表として、実際に
自身で〈ろうきん〉の商品を利用し、職場に広める役割を
担っています。また、必要に応じて各種商品の教宣方法
等について〈ろうきん〉へ意見具申を行っています。

　組合員に〈ろうきん〉と〈こくみん共済 coop〉を
利用してもらい、可処分所得向上を目指す目的で発
足。金融リテラシ－向上を図るためのセミナー企画
や開催、組合員と〈ろうきん〉職員との面談イベント
の企画、組合機関紙発行などを担当しています。 　年2回行う一時金予約活動の際に、

取組みの意義を職場に発信し、一人
でも多くの組合員が参加するよう呼
び掛けています。結果、2021年夏季
の取組みでは組合員数の70％超に

あたる777名の参加に至りました。
　また、労金部会の会議開催時には〈ろうきん〉職
員によるセミナーを開催しています。セミナーで
得た情報は職場の仲間たちに還元しています。

　〈ろうきん〉と〈こくみん共済 coop〉の利用を推進
し、“大切なお金”の使い方の理解を通じて組合員に
安心して暮らしてもらうことを目的に、1999年に現
在の「労金共済推進委員会」の前身である「福祉・共
済推進委員会」が発足しました。しかし、約20年間の

活動はセミナーの開催に偏り、〈ろうきん〉〈こくみん共済 coop〉の利
用推進等の目的と活動が合致していない部分がありました。
　そこで2018年に組織を「労金共済推進委員会」に改編し、自主
福祉運動や〈ろうきん〉、〈こくみん共済 coop〉の成り立ち等の理解
を深めながら活動を再スタートしました。なお、メンバーは執行部以外
から募っています。今では〈ろうきん〉職員と議論を交わしながら年間
の活動計画や機関紙に掲載する内容を決定し、組合員に情報展開を
しています。2020年度は組合員と〈ろうきん〉職員が直接面談する機
会を設ける“面談イベント”を企画し、結果、多くの組合員の可処分所
得向上に繋がりました。

当労組では、執行部の下部組織として5つの専門委員
会を設置しており、約30名の組合員がそれぞれの立場
で活躍しています。労金共済推進委員会では、7名の委
員が自身の知識向上に加え、各職場での〈ろうきん〉の
インフルエンサーとして活動を行っています。

鈴木　拓也さん（執行委員長）

平川　一宏さん

勝又　智章さん

高田　紀彦さん

資産形成セミナーの様子

鈴木　拓也さん

職
場               

の
ご
紹
介

推
進
機
構

発足の経過
と

活動内容

活動内容

組合内に
おける役割

組合内に
おける役割
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