
中期経営3か年計画（2011年度〜2013年度）の
スタートにあたり、労働金庫の存在価値や役割を

最大限に発揮していくため、
環境変化に的確に対応しつつ、

直面する経営課題に
適切に対応していきます。

2011年度〜2013年度 中期経営3か年計画の概念図2011年度〜2013年度 中期経営3か年計画の概念図
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ろうきんは、労働組合や生活協同組合の働く仲間が、お互いを助け合うために資金を出し合ってつくっ
た協同組織の金融機関です。現在、多くの金融機関がありますが、働く仲間とその家族の生活が豊かに
なることを目的につくられた金融機関はろうきんだけです。働く人たちの暮らしを支え、快適で過ごし
やすい社会づくりをめざします。

ろうきんは
働く仲間がつくった
金融機関です。

ろうきんは
営利を目的としない
金融機関です。

ろうきんは、労働金庫法にもとづいて、営利を目的とせず、会員（労働組合・生活協同組合などの団体）
の一人ひとりを主人公として、公平かつ民主的に運営されています。
このろうきん独自の運営に共感する人たちの輪が日本中に広がり、今日における利用者は全国で1,000万
人以上。労働組合や生活協同組合をはじめとした多くの仲間に支えられています。

ろうきんは
生活者本位に考える
金融機関です。

ろうきんの業務内容は、預金やローン・各種サービスなど、一般の金融機関とほとんど変わりません。
しかし、資金の運用方法がまったく違います。働く人たちからお預かりした資金は、働く人たちの大切
な共有財産として、住宅・結婚・教育資金など、働く仲間とその家族の生活を守り、より豊かにするた
めに役立てられています。

2011

60周年を迎える2011年度は「は
たらくみんなのろうきん」のスロ
ーガンのもと、様々な取組みに努
めてまいります。

新しいろうきんに
向かって邁進

新しいろうきんの
スタート

事業と財務状況のご案内
中間期ディスクロージャー誌

2011

ろうきんの理念
ろうきんは、働く人の夢と共感を創造する協同組織の福祉金融機関です。

ろうきんは、会員が行う経済・福祉・環境および文化にかかわる活動を促進し、 
人々が喜びをもって共生できる社会の実現に寄与することを目的とします。

ろうきんは、働く人の団体、広く市民の参加による団体を会員とし、 
そのネットワークによって成り立っています。

会員は、平等の立場でろうきんの運営に参画し、運動と事業の発展に努めます。

ろうきんは、誠実・公正および公開を旨とし、 
健全経営に徹して会員の信頼に応えます。

はたらくみんなとこれからも

はたらくみんなとこれからも



●協同組織福祉金融機
関としての事業を通
じ会員・勤労者・地
域社会に「意思のあ
るお金の循環」の創
出を実現します。

●県内すべての会員・
勤労者が良質な金融サ
ービスを享受していた
だける金融機関として
ありつづけます。

●コンプライアンス重
視、経営資源の最適
配分、人材育成（ひ
とづくり）を通じて、
強固な経営基盤を確
立させます。

●会員・勤労者の貴重
な財産をまもるため、
安心・安全・健全の
経営に徹し“ゆるぎ
ない信頼感”をさら
に高めます。

長野県労働金庫の経営指針

名称 長野県労働金庫
登録金融機関　関東財務局長（登金）268号

本店住所 〒380-8611長野県長野市県町523番地
電話番号 （026）237-3700

ホームページ http://www.nagano-rokin.co.jp/
創立 1951年（昭和26年）12月

代表者 理事長　奥原 一由

常勤役職員数 393名（男272名、女121名）
店舗数 20店舗・3出張所・7ローンセンター
出資金 2,495百万円

預金残高 529,442百万円
貸出金残高 304,858百万円

コンプライアンス重視の
経営風土・ひとづくり

安心・安全・健全で強固な
経営・財務基盤の構築

融資

資金が必要な
会員・勤労者・
NPO等へのご融資

長野県労働金庫

預金

会員
勤労者（退職者）
地域社会（団体等）会員・勤労者の

主体的な事業参加・
ご預金の預け入れ

良質な
金融サービスの

提供

共生社会実現に
向けた

事業のご提案
会員・勤労者・
地域社会の
活動支援

経営資源を地域・
社会貢献活動へ
活用

他行と比較して
総合的競争力を
有する良質な金
融サービス提供

自分のお金がど
う使われている
か、社会参加・
貢献への実感

「経営指針」実践のフレームワーク

ろうきんの
理念実現

リ・エスタブリッシュ
e.establish

2013

新しい
ろうきんの確立
〜 そして、その先へ 〜

長野県労働金庫の概況

長野ろうきん 検索http://www.nagano-rokin.co.jp/最新の活動状況・サービス内容は、
右記URLよりご覧いただけます。

環境に配慮した
植物性インキを使用しています。

2011年11月発行
編集:長野県労働金庫　総合企画部　〒380-8611　長野市県町523番地　TEL026-237-3700

お引出し手数料がキャッシュバックされるまで

総合口座を開設！とても
便利な

〈ろうきん〉の総合口座は、1冊の通帳で【受取る】【貯める】【支
払う】【借りる】【送金する】ができる口座です。
〈ろうきん〉の全額キャッシュバックサービスをご利用い
ただくためにも、まずは総合口座をお持ちください。詳しく
は最寄りの窓口へお問い合わせください。

まずは

総
合
口
座

受　取

振　替

支　払

返　済

入　金

引出し

振　込

給　　　料

財形貯蓄ZATTS

公共料金・各種税金

マイプラン（借りる）

貸越機能

キャッシュバック
サービス

インターネット・モバイル
バンキング

キャッシュバック
翌月25日（非営業日の場合は
その翌営業日）に該当する普通
預金（貯蓄預金）口座にキャッシ
ュバックします。

お引出し ご利用月の翌月25日にご確認
いったん、お客さまに手数料
をお支払いいただきます。
＊セブン銀行・イオン銀行はお引
出し手数料が無料でご利用いた
だけます。
ただしセブン銀行は午後7
時から午後11時まではお引
出し手数料がかかります。

ＭＩＣＳ加盟
金融機関

入金ネット加盟
金融機関

〈ろうきん〉カードなら〈ろうきん〉カードなら

ひと月にひと月に

実 質

お引出し

手数料

Convenience store

どのコンビニ
でも

B
A

N
K

どの金融機関
でも

〈ろうきん〉以外のATMで1 2 3

4
『ろうきんカード』はゆう
ちょ銀行・MICS加盟金融
機関・コンビニなどの
ATMで利用できます。
＊設置場所や時間帯によりご
利用できない場合があります。

＊設置場所や時間帯によりご利用
できない場合があります。

※発行の都度105円の入出金明細発行手数料が必要です。
※インターネットバンキングの契約をすることで発行を不要にできます。
※発行の都度105円の入出金明細発行手数料が必要です。
※インターネットバンキングの契約をすることで発行を不要にできます。

●パソコン・携帯電話のインターネットで
　取引内容が確認できるから通帳は不要かな…
●通帳が盗難にあったらどうしよう…
●記帳するのがめんどう。キャッシュカードがあれば十分かな…  とお考えの方

便利 安全
メリット11

●通帳ご記入のお
手間が不要！

●ろうきんインター
ネットバンキング
のご契約者はパソ
コン・携帯電話で
お取引内容・残高
が確認でき便利！

●通帳の盗難・紛失
の心配も不要！

●キャッシュカード
で全国の銀行・郵
便局などで払い
出しOK!

●通常の普通預金
とご利用方法は
同じです。

　また、定期預金
などとセットする
ことにより当座
貸越がご利用い
ただけます。

安心
メリット22 メリット33

入出金
明細票の
発行

取引内容の通知※を年2回または12回のどちらかを選択できます。
※発行の都度105円の入出金明細発行手数料が必要です。
インターネットバンキングの契約をすることで発行を不要にできます。
「ろうきんWebお知らせサービス」をご契約の場合、入出金明細票は
Web上で閲覧いただけます。（発行手数料はかかりません）

取引内容の確認方法は、ご契約いただいた
お客様に発行する普通預金入出金明細票もしくは
インターネットバンキングをご利用ください。

インターネット・モバイルバンキング

※詳しくは窓口にお問い合わせいただくか、「ご利用の手引」にてご確認ください。

●他金融機関のご指定口座へのお振込 ●残高照会・入出金明細照会
●カードローン（マイプランなど）・エース預金・財形貯蓄(一般財形)から
 普通預金への振替など

ご利用いただけるサービス例
長野ろうきんからお知らせする「期日のご案内」
などの各種お知らせをインターネット上でご確
認いただけるサービスです。

【Webお知らせサービス】
パソコンや携帯があれば、
いつでもどこでもご利用いただけます。
しかも最新のセキュリティシステムを
採用しているので安心・安全！！

深夜でも、休日でもご利用可能！！
とっ
ても

便利
！

普通預金 普通預金 

通帳を発行せず、
キャッシュカードでのお取引きとなります。

希望する方法・サイクルで
入出金明細票の発行をおこないます。

こんな方にお勧めします！

無通帳型無通帳型

長野ろうきんからの
お知らせ

キャンペーン情報や各種サービスの
変更など、お客様へのお知らせをリ
アルタイムでお伝えいたします。

ローン仮審査申込、
ローン相談、

ご来店・相談会のご予約

カーローン・教育ローン等の無担保
ローン商品の仮審査をお申し込み
いただくことができます。お仕事等
で忙しく、「ろうきん」まで足を運
ぶことが難しい方も安心してご利用
いただけます。また、ローンに関
するご来店・ご相談の事前予約が
いただけます。

様々なライフイベントの基礎知識か
ら、ご自身の家計診断や将来にわ
たる具体的なマネープラン等をご確
認いただけます。

トータルライフプラン講座・
家計見直し診断フォーム・
ライフプラン試算

インターネットバンキング

インターネットバンキングをご契約
いただくと、預金・ローンの残高お
よび試算照会・お振替・お振込み・
ローンの随時返済等の各種お取引
きがいただけます。

※預金残高には譲渡性預金を含みます。
※常勤役職員数等の諸数値については2011年9月末現在です。

サービスのご案内



財務状況のご案内

収益と費用の状況 主要な事業の状況を示す指標

主要な業務の状況を示す指標

資産と負債・純資産の状況	 図1   

リスク管理債権について	 図3  

　2011年9月末における不良債権額等の状況は、｢破綻
先債権｣、｢延滞債権｣、｢3か月以上延滞債権｣ 及び ｢貸
出条件緩和債権｣ の合計で2,084百万円となり、総貸出
金に占める割合は、0.68％という低水準を維持してい
ます。
　また、｢破綻先債権｣、｢延滞債権｣、｢3か月以上延滞
債権｣ 及び ｢貸出条件緩和債権｣ の合計額2,084百万
円のうち、2,012百万円は担保や保証機関等の保証で債
権の保全が図られ、64百万円は個別貸倒引当金により、 
1百万円は一般貸倒引当金により引当を行い、保全措置
を図っています。

資産の部 2010年9月末 2011年9月末
現金 4,695 2,984 
預け金 116,344 111,759 
金銭の信託 496 483 
有価証券 116,098 145,953 
貸出金 309,645 304,858 
その他資産 6,514 5,402 
有形固定資産 4,567 5,087 
無形固定資産 13 12 
繰延税金資産 1,043 984 
債務保証見返 330 301 
貸倒引当金 △ 74 △ 66
合計 559,674 577,761 

負債の部及び純資産の部 2010年9月末 2011年9月末
預金積金 508,383 526,162 
譲渡性預金 3,619 3,279 
その他負債 2,977 2,679 
代理業務勘定 6 6 
賞与引当金 195 191 
役員賞与引当金 1 1 
退職給付引当金 2,195 2,111 
役員退職慰労引当金 37 22 
睡眠預金払戻損失引当金 21 23 
債務保証 330 301 
負債の部合計 517,768 534,781 
出資金 2,425 2,495 
利益剰余金 39,038 40,018 
処分未済持分 △ 1 -
会員勘定合計 41,462 42,514 
その他有価証券評価差額金 443 465
評価・換算差額等合計 443 465
純資産の部合計 41,906 42,979 
合計 559,674 577,761 

科　目 2010年中間期 2011年中間期
経常収益 5,315 5,116 
　 資金運用収益 4,895 4,779 
 　役務取引等収益 88 86 
 　その他業務収益 319 239 
 　その他経常収益 11 10 
経常費用 3,996 3,792 
 　資金調達費用 671 497 
 　役務取引等費用 384 411 
 　その他業務費用 23 2 
 　経費 2,914 2,869 
 　その他経常費用 3 11 
経常利益 1,318 1,323 
特別利益 14 16 
特別損失 2 53 
税引前中間純利益 1,330 1,287 
法人税、住民税及び事業税 386 386 
法人税等調整額 36 23
法人税等合計 423 409
中間純利益 907 878 

■ 貸借対照表 ■ 損益計算書（単位:百万円） （単位:百万円）

●個別貸倒引当金

2,084百万円合計額

［保証・引当金］

全体の
0.68%

2,012百万円
64百万円

●担保や保証機関等の
　保証額

［リスク管理債権について］図3

［資産と負債・純資産の状況］図１
（単位：百万円）

預金※

※預金は
　譲渡性預金を
　含みます。

貸出金

600,000

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

0

（単位：百万円）

2009年9月末 2010年9月末 2011年9月末

［預金・貸出金の推移］図2

304,858
百万円

貸出金総額

資産のうち
19.86％

25.34％

52.76％

292,738

497,590

309,645

512,003

304,858

529,442

｢破綻先債権｣
｢延滞債権｣
｢３か月以上延滞債権｣及び
｢貸出条件緩和債権｣

負債・
純資産のうち
91.63％

7.43％

[内訳 ]
●手形貸付
●証書貸付
●当座貸越
※貸倒引当金控除前

[内訳 ]
●出資金
●利益準備金
●特別積立金
●中間未処分
　剰余金
●処分未済持分

●その他
　有価証券
　評価差額金

2,495
2,457

36,185

1,375

ー

465

483
145,953
64,476

794
36,773
2,206

126
41,575

2,986
294,364

7,507

貸出金 304,858

金銭信託・有価証券
146,437

純資産 42,979

[内訳 ]
●金銭の信託
●有価証券
　●国債
　●地方債
　●社債
　●投資信託
　●株式
　●外国証券

[内訳 ]
●普通預金
●貯蓄預金
●定期預金
●定期積金
●その他
●譲渡性預金

95,432
198

430,342
14

174
3,279

現金・預け金
114,743

預金
529,442

その他 11,721 その他 5,339

資産合計

577,761百万円
負債・純資産合計

577,761百万円

［収益の推移］

1,500

1,000

500

0

（単位：百万円）

2009年中間期 2010年中間期 2011年中間期

経常利益

中間純利益

図4

1,167

772

1,318

907

1,323

878

基本的項目（Tier1）
（出資金・利益準備金・
特別積立金など）
42,514百万円

補完的項目（Tier2）
（一般貸倒引当金など）

1百万円 4百万円

控除項目

自己資本比率
17.75%
（概算値）

　国内業務のみを行う金融機関の自己資本比率は、法令で4％以上（国内基準）であること
が求められています。
＜長野ろうきん＞の自己資本比率は17.75％であり、国内基準を大きく上回っております。
　また、自己資本のうち、出資金・利益準備金・特別積立金等で構成された基本的項目
（Tier1）の占める割合が非常に高いため、より健全性が高いと言えます。

リスク・アセット239,393百万円
×100

自己資本合計42,511百万円

20

15

10

5

0

（単位：％）

2010年9月末 2011年3月末 2011年9月末

17.51 17.52 17.75

［自己資本比率※］図5

※当金庫では、9月期決算を法定されておりませんが、内部規程に基づき、3月末本決算に準じた仮決算
を行っております。上記9月期の自己資本比率は、この仮決算結果に基づいて算定した概算値です。

それを下回る場合は、
「早期是正措置」の
対象になります

4.00%以上です。

4.00

海外拠点を有しない
金融機関
国内基準は

金額、比率の表示方法
１．金額単位

（１）各表に表示した金額単位未満の端数は切り捨てて記載しています。
（２）小計、合計等の合算は、円単位まで算出し、単位未満を切り捨てて記載しています。したがって、内訳の合計と小計欄・合計欄の金額が一致しない場合があります。
２．諸利回り・諸比率
 小数点第３位を切り捨てし、第２位までを記載しています。

本誌は、当金庫の経営内容を多くの皆様に知っていただくために、2011年9月末情報を取りまとめてご報告するものです。
半期決算は法定されておりませんので、会計監査人監査の対象となっておりません。

（単位:百万円）

項　目 2010年中間期 2011年中間期
経常収益 5,315 5,116 
経常利益 1,318 1,323 
中間純利益 907 878 
業務純益 1,340 1,353 

常勤役職員数（人） 387 393 

（単位：％）

項　目 2010年中間期 2011年中間期
資金運用利回 1.80 1.69 
資金調達利回 0.26 0.18 
資金調達原価率 1.39 1.26 
資金利鞘 0.41 0.43 
預貸率（末残） 60.47 57.58 
預証率（末残） 22.67 27.56 

収益の状況	 図4  

　経常収益は、貸出金利回の低下に伴い貸出金利息が減
少したこととあわせ、国債等の債券償還益が減少したた
め、前年同期比1億99百万円減少しました。
　経常費用は、預金利回の低下により資金調達費用が減
少したこととあわせ、物件費支出が減少したため、前年
同期比で2億4百万円減少しました。
　経常収益の減少と経常費用の減少がほぼ同額となっ
たため、経常利益は前年同期比5百万円増加の13億23
百万円となりました。
　中間純利益は、固定資産の除却費用等の計上により
特別損失が増加したことの影響を受け、前年同期比29
百万円減少し8億78百万円となりました。

自己資本の額と自己資本比率	 図5  

2011年9月末の自己資本比率は、17.75％（概算値）
となりました。また、自己資本額（基本的項目（Tier1））
は、42,514百万円となりました。

図2



“第２次気づきキャンペーン”
（高金利からの借換運動および多重債務者救済運動）

継続実施

多重債務対策

❶若年層に対する計画的支出と計画的貯蓄に向け
た生活設計支援
❷安心して老後を過ごすための資産形成支援
❸労働者福祉協議会・労働団体・全労済との連携

生涯生活設計
❶営業店において「返済計画見直し相談会」を実施
するなど相談体制の充実
❷「勤労者生活支援特別融資制度」等を活用した経
済的負担を軽減するための支援

勤労者の生活支援

創立６０周年アニバーサリーキャンペーン

※キャンペーン期間中新規でお預入れいただいた個
人のお客さま（同一名義に限る）が対象となります。

※特別金利は初回満期日までとなります。（満期後は
その時点の店頭表示金利となります。）

※ＡＴＭからのお預入れは対象外とさせていただきます。

対象預入期間の定期預金について、
特別金利でお預入れいただけます。

６万円以上最低預入額

スーパー定期
スーパー定期預金３００
自由金利型定期預金

適用商品

特別金利定期預金

天狗4兄弟特別金利キャンペーン

抽選で素敵なプレゼント!

資産運用応援キャンペーン 

❶対象期間中、「エース預金」または「財形貯蓄」のいずれかで、年間お積
立額が6万円以上となる新規ご契約または増額ご契約をいただいた方。

❷現在、「エース預金」または「財形貯蓄」のいずれかの年間お積立額
が6万円以上の方。
❸証書貸付方式または、手形貸付方式の「ローン商品」を50万円以上
お借入いただいている方（ただし預金担保貸付は除きます）。
❹カードローン「マイプラン」「ミニット」のご利用残高が20万円以上の方。
❺30歳未満の方で、上記❶❷の各お取引額が3万円以上となる方。
❻「給与振込」または「公的年金振込」を新規ご契約または現在ご契
約をいただいている方。

次のお取引に該当するお客さまを
抽選の対象とさせていただきます。

キャンペーン期間中、
所定のお取引に該当されるお客さまを対象に
抽選で素敵なプレゼントが当たります。

抽選で合計

1,120名様
に当たる！

教育ローン

リフォームローン 多目的ローン

長野ろうきんで取扱う全ての投資信託商品の
販売手数料が無料になります。
（投資信託定時定額買付サービスは対象外となります。）

応援
1

投資信託または国債と定期預金を同時に
お預入れすることにより、投資信託購入相当額
または国債購入額面まで、特別金利を適用
いたします。

応援
2

＋ 投資信託 定期預金

＋ 国 債 定期預金資産運用
プランⅡ

資産運用
プランⅠ

お取引等により特別金利から
さらに金利優遇が可能です。
カーライフローン

※各キャンペーンの詳しい内容につきましては、最寄りの営業店にお問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。

はたらく人の
思いとパワーが
生みだす
“幸せの循環"

はたらく人を
応援し続ける
金融機関

意志のある
お金の循環

2.「ピンクリボン運動」支援の取組み

「ハートフル・キャッシュポイント・プロジェクト」を実施し、
ピンクリボン運動を支援しています。「ハートフル・キャッ
シュポイント・プロジェクト」とは、長野ろうきんのカード（ロ
ーンカード含む）をお持ちのお客さまが、「長野ろうきん」
または「セブン銀行」のATMにおいて入出金のお取引をい
ただいた場合、“その1取引につき1円”を年間で集計し、公
益財団法人日本対がん協会「乳がんをなくす ほほえみ基
金」へ寄付を行う活動です。

●地域福祉団体支援活動
「ＮＰＯ・ボランティア団体助成金制度」を通じ、社会が
抱える様々な課題の克服に向けて、県内各地域で活動する
ＮＰＯ・ボランティア団体等の活動を支援しています。

勤労者の生活のうち「お金」にまつわる諸問題を、長野ろうきんが会員労働組合との連携のもとで情報を提供、ご相談を
お受けし、具体的なご提案やアドバイスを行なっています。

●地域活動の活性化を支援する活動
各営業店の運営委員会では、ろうきん活動を地域・家庭
に浸透させるための活動として、親子アニメ祭り・少年サ
ッカー大会・ボーリング大会等を企画・運営し、地域に根
ざした活動に取組んでいます。

創立60周年を迎えさせていただくことへの感謝の心と
長野ろうきんの更なる社会的役割発揮を通じて、会員・
お客さま・地域社会に貢献すべく、従来から取組んでい
る活動の継続に加えて、あらたなCSR活動（企業の社
会的責任）を実践し、「意思のあるお金の循環」の創出
をめざします。

3. 地域社会への取組み

2011年9月21日　あしなが育英会「東日本大地
震・津波遺児募金」に1,000万円寄付

女性の患うがんの中で最も多い乳がんの早期発見・早期治療の大切さ
を啓発する世界的な運動で、日本においても様々な団体がこの運動に
参加しています。1980年代のアメリカで、幼い子供を残して乳がんで
死去した女性の母親が同じ悲しみを繰り返さないようにと願い、孫と
ピンクリボンに早期発見・早期治療のメッセージを託したことが始ま
りとされています。

ピンクリボン運動とは

社会貢献活動 60周年記念事業の展開

おかげさまで、「長野ろうきん」は
創立60周年を迎えます。
支えていただいている全ての皆さまへの
感謝の気持ちを込め、
60周年記念事業を展開しています。
これからもはたらく皆さまと
共に歩んでまいります。

はたらくみんなとこれからも

生活応援運動の取組み

事業のご案内

1. 東日本大震災被災者支援の取組み

会員・お客さまより高い評価をいただきました「みんな
で応援キャンペーン2011夏」と同様に、東日本大震災に
よる震災遺児支援の取組みを継続実施しています。この
取組みは対象期間中に、個人のお客さまよりお預かりし
ました対象預金商品における新規および入金取引の合計
額の0.02％相当額を長野ろうきんが拠出し、あしなが育
英会「東日本大地震・津波遺児募金」にお届けするもの
です。


