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［単位：百万円］当期純利益 事業計画達成率
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事業の成
果は

「働く仲間
」と

「地域」の
ために！

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。

　「Ｗｅｂ版定期」の利用が伸長したほか、2021年度から退職
金専用定期の預入期間1年を廃止し、金利上乗せ幅を拡大し
た3年・5年を新設したこともあり、退職金を中心に多くの預入
れをいただきました。また、ご家族を紹介いただくキャンペーン
やお子さまの将来に備えた「キッズエース預金」等、勤労者とそ
の家族への取引拡大や給与振込口座の指定増加などにより
預金残高は期首比442億58百万円増加しました。

　〈ろうきん〉へ預けていただいた「お金」は、働く方々の住宅や車の
購入、お子さまの進学などご融資の資金として活用しています。
　皆さまの大切なご預金をもとに、ご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 

　人生をより豊かなものにしていくため、会員と連携し「資
産運用セミナー」や「ライフプランセミナー」等を積極的に開
催しました。預かり資産残高について、投資信託は定時定
額の活用を提案し5,513件（前期比＋1,407件）の利用に
至ったものの、国債の満期償還や金利低迷による販売額の
減少等により期首から減少となりました。

預かり資産の状況 

 2021年度の当期純利益は21億96百万円と、計画値の11億76
百万円を上回
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、会員・地域
社会に還元する
ほか、将来に備
えて資本を充実
させています。

当期純利益 の状況 

　住宅ローンは、住宅業者会と会員の連携強化や、金利割引制度の見直し
を行い3,040人にご利用いただきました。無担保ローンは、「家計見直し運
動」を展開し、勤労者の生活を支える取組みを継続的に実施したほか、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、9,440人（カード型教
育ローン「みらい」797人を含む）の利用につながりました。多くの方にご利
用いただいた結果、融資残高は期首比327億13百万円増加しました。

 融　資 の状況 

（数値は各年度の３月末）2 0 2 1 年 度 事 業 概 況

　「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10.96％と、引き続き国内
基準である4％を上回る水
準を維持しています。※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。
2021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。

〈静岡ろうきん〉のリスク管理債権 は
29億92百万円で、総貸出残高に占める
割合は0.32％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。

※

ローン保証料 お得な情報をお届け

ろうきんレポート2021ろうきんレポート2021

働く皆さまの“くらし”に役立つよう、 事業活動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～ その他の社会貢献活動

　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。
　今年度は「創立70周年」を迎えるにあたり、感謝の気持ち
を込め「創立70周年記念利用配当金」をお支払いしました。

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・
70周年記念利用配当金

約3億29百万円
※会員の〈ろうきん〉利用に対する還元

会員（労働組合、互助会等）
や地域、小中学校、高校、専
門学校、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」や「ろうきんからの
お知らせ（ＤＭ）」等を定期
的に発行し、各種情報をお
届けしています。

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。

すべて〈ろうきん〉が負担し
ています。

～より便利にご利用いただくために～

〈ろうきん〉ＡＴＭは土・
日・祝日含め、いつでも入
出金時の手数料が０円
でご利用いただけます。

ATM利用手数料
●●

※
●

他金融機関（コンビに含
む）ATMのお引出し手数
料は即時にキャッシュ
バックしています。

●

●

静岡県立特別支援
学校全25校へ図書
（愛称：ロッキーブッ
ク）284冊を寄贈し
ました。

沼津市の福祉施設に福祉
車両を寄贈しました。

「静岡県グリーン
バンク」へ寄付金
を贈呈しました。 「フードバンクふじのくに」へ食品

保管庫を無償貸与しました。

〈静岡ろうきん〉の
社会貢献活動はこちら→

県内52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
等を贈呈しました。

●「ふじのくに未来財団」へ寄付金を
　贈呈
●「オールしずおかベストコミュニ
　ティ」へ寄付金を贈呈
●「静岡県ボランティア協会」へ防災
　用のバザー品を提供
●「フードバンクふじのくに」へ寄付
　金を贈呈
●「静岡県地球温暖化防止活動推
　進センター」へ寄付金を贈呈 

〈静岡ろうきん〉は、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ています。

会員へ  会員へ  利用者へ 利用者へ 

地域社会へ 地域社会へ 

手数料
ゼロ！

70周年

等

 ♥ LW Magazine
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家計の非常事態宣言 皆さん、物価の上昇
感じませんか？
皆さん、物価の上昇
感じませんか？

返済中のローンをチェック＆見直しをイメージ返済中のローンをチェック＆見直しをイメージ

〈ろうきん〉に相談〈ろうきん〉に相談

県内すべての営業店で『フードドライブキャンペーン』を実施します。県内すべての営業店で『フードドライブキャンペーン』を実施します。

「ライフプランシミュレーション」「ライフプランシミュレーション」

フードドライブ キャンペーンキャンペーン

今こそ
返済の見直し、
必要かも・・・

まずは

金利は何％？ 残高はいくら？

月々の返済金額は？

善は急げ！思い立ったが吉日！
ご相談はお早めに！

キャンペーン実施の際には、
ぜひお近くの〈静岡ろうきん〉営業店へ

お持ち寄りください。

〈静岡ろうきん〉創立70周年記念事業  社会貢献活動

返済方法は？ 借入先は？

これからローンを検討する方には

　「食品・日用品・ガソリン等が値上がりして、以前より生活が苦しくなっている」「もし
物価が上がり続けて、今後ローンの金利まで上がったら、どうすればいいの？」「このま
まローンを返済し続けてたら、将来の貯蓄ができない」、このようにお考えの方も少なく
ないのでは？
早めに見直しておくべき『ローンの返済』について、〈ろうきん〉に相談してみましょう。

ローンの種類や借入先によって金利や返済額、返済日等さまざま。返済予定表・借入明細を用意し、金利や残高等
特徴を確認しましょう。件数が多い分、管理は大変。〈ろうきん〉でひとつにまとめ、返済も管理もスッキリさせましょう。

これからローンを検討される方は、現状の収入・支出や家族の状況、貯蓄
状況等を確認し、将来のライフイベントと照らし合わせライフプランをシ
ミュレーションすることが大切です。〈静岡ろうきん〉ホームページ内の
「ライフプランシミュレーション」をご活用いただき、将来をイメージして
みてください。

ローンの金利については「借りるとき」だけでなく「借りてから」も考え、管理していくことが大切です。ご利用中のローンを
見直すことで、総返済額の軽減や返済期間の短縮、月 ・々ボーナス返済額を抑えられる可能性があります。〈ろうきん〉で
は皆さまのライフプランに応じた最適な返済プランをご提案しますので、ぜひお気軽にご相談ください。

　このキャンペーンは第１回目を2022年
6月に実施しました。今後は2022年11月、
2023年3月にも実施予定です。「フードド
ライブ」とは、家庭や企業から使いきれない
食品を募り、支援を必要としている方に届
ける活動です。皆さまから寄せられた食品
は「認定ＮＰＯ法人 フードバンクふじのく
に」を通じて、支援先に届けられます。どなた
でも気軽に参加できる社会貢献活動です。

相談・予約はこちらから
スマホで
アクセス ライフプラン

シミュレーションは
こちらから

他金融機関で返済中の「返済予定表」等をご用意ください。①
お客さまのご希望など、色々と
ご相談ください。

②

借入れ内容を確認させていた
だき、ご返済プラン等を提案
いたします（無料）。

③

ローンの返済、楽じゃないけど
そのまま返すしかないよなぁ。
そもそも、どんなローンを返済
してるんだっけ？

え？金利とか残高と
か色々あるけど、把握
してないの？

え、まずい？

高い金利のローン
を払い続けて損して
る可能性も・・・。見直
して返済額を減らす
チャンスかも。

じゃあ、ローンの見直しに
ついて考えてみるか！
早速、返済中のローンを
調べてみよう！

確かに！！

まとめ

まずはローンの内容を把握！
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