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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、
快適で暮ら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
1000万人以上。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
働く人目線で考える
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。

中中中中中期期期期期経経経経経営営営営営3333かかかかか年年年年年計計計計計画画画画画（（（（（2222000011111111年年年年年度度度度度～～2222000011113333年年年年年度度度度度）））））中中中中中中期期期期期期経経経経経経営営営営営営333333かかかかかか年年年年年年計計計計計計画画画画画画（（（（（（222222000000111111111111年年年年年年度度度度度度～～～222222000000111111333333年年年年年年度度度度度度））））））中期経営3か年計画（2011年度～2013年度）

長野労金だからこそできる“労金らしさ”と“会員との絆”のために。

「中期3か年計画」の2年目となる2012年度のテーマは変革です。
会員およびお客様からの信用と期待に応え続けるため、
直面する経営課題に対する変革とチャレンジを通じて、
お客様ニーズへの対応と貢献に全力で取り組んでいきます。

2012
事業と財務状況のご案内

中間期ディスクロージャー誌

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。
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新しい
ろうきんの確立
～ そして、その先へ ～

ろうきんの
理念実現

長野県労働金庫の経営指針

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

●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。

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 398名（男272名、女126名）

店舗数 20店舗（インターネット長野支店含む）
3出張所・8ローンセンター

出資金 2,492百万円
預金残高 550,169百万円
貸出金残高 309,460百万円

※預金残高には譲渡性預金を含みます。

長野県労働金庫の概況 (2012年9月末)

最新の活動状況・サービス内容は、下記URLよりご覧いただけます。

ご利用いただける主なサービス

http://www.nagano-rokin.co.jp/ 長野ろうきん 検索長野ろうきんホームページ

環境に配慮した
植物性インキを使用しています。

2012年11月発行
編集:長野県労働金庫　経営企画部　〒380-8611　長野市県町523番地　TEL026-237-3700

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、住宅
ローンについては簡易審査にお申し込みいただくことができま
す。お仕事などで忙しく、ろうきん窓口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・モバイルバンキング

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ご利用いただけます。

サービスのご案内

〈ろうきん〉以外のATMで1

ご利用月の翌月25日
通帳記帳3

『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。

お引出し手数料がキャッシュバックされるまで

＊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。

キャッシュバック4
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
バックいたします。

お引出し2
いったん、お客さまに手数料をお支払い
いただきます。

手数料が
かかるのか…

＊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。

お金、
おろさないと！

ケータイ、
パソコンでも
確認できるよ！

総合口座を開設！一冊で
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ATM利用手数
料還元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。※1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

カードローン（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
バンキング

戻ってる！

※2

※1 ATM利用手数料還元サービスは普通預金口座でもご利用いただけます。
※2 お勤め先によりご利用いただけないことがあります。

　他金融機関ATMでのお引出しの際にご負担いただ
きました手数料の全額をキャッシュバックいたします。
「お引出し」はお近くのATMをご利用ください。

＊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。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、スマートフォンがあれば、
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
！

ATM利用手数料還元サービス



収益と費用の状況 図4  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  

　2012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2,038百万円となり、総貸出
金に占める割合は、0.65％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2,038百万
円のうち、1,997百万円は担保や保証機関等の保証で債
権の保全が図られ、35百万円は個別貸倒引当金により、 
3百万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 2011年9月末 2012年9月末
現金 2,984 4,053
預け金 111,759 127,515
金銭の信託 483 500
有価証券 145,953 147,078
貸出金 304,858 309,460
その他資産 5,402 5,465
有形固定資産 5,087 4,355
無形固定資産 12 11
繰延税金資産 984 696
債務保証見返 301 269
貸倒引当金 △ 66 △ 39
合計 577,761 599,367

負債の部及び純資産の部 2011年9月末 2012年9月末
預金積金 526,162 547,303
譲渡性預金 3,279 2,866
その他負債 2,679 2,611
代理業務勘定 6 6
賞与引当金 191 189
役員賞与引当金 1 1
退職給付引当金 2,111 2,093
役員退職慰労引当金 22 32
睡眠預金払戻損失引当金 23 34
債務保証 301 269
負債の部合計 534,781 555,409
出資金 2,495 2,492
利益剰余金 40,018 40,199
処分未済持分 - △ 16
会員勘定合計 42,514 42,675
その他有価証券評価差額金 465 1,282
評価・換算差額等合計 465 1,282
純資産の部合計 42,979 43,957
合計 577,761 599,367

科　目 2011年中間期 2012年中間期
経常収益 5,116 4,928
　 資金運用収益 4,779 4,573
 　役務取引等収益 86 86
 　その他業務収益 239 221
 　その他経常収益 10 46
経常費用 3,792 4,111
 　資金調達費用 497 375
 　役務取引等費用 411 408
 　その他業務費用 2 391
 　経費 2,869 2,919
 　その他経常費用 11 16
経常利益 1,323 816
特別利益 16 -
特別損失 53 5
税引前中間純利益 1,287 811
法人税、住民税及び事業税 386 359
法人税等調整額 23 △ 95
法人税等合計 409 263
中間純利益 878 547

■ 貸借対照表 ■ 損益計算書（単位:百万円） （単位:百万円）

［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）
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2010年9月末 2012年9月末2011年9月末

［預金・貸出金の推移］図2

[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

2,492
2,493

36,698

1,007

△16

1,282

500
147,078
70,068

815
45,575
2,507

143
27,967

3,449
299,107

6,904

貸出金 309,460

金銭信託・有価証券
147,578

純資産 43,957

[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

99,414
201

447,553
2

131
2,866

現金・預け金
131,569

預金
550,169

その他 10,759 その他 5,240

資産合計

599,367百万円
負債・純資産合計

599,367百万円

35百万円個別貸倒引当金

2,038百万円合計額

「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」

［保証・引当金］

全体の
0.65%

1,997百万円
担保や保証機関等の保証額

309,460
百万円

貸出金総額

309,645

512,003

304,858

529,442

309,460

550,169

［利益の推移］

1,500

1,000

500

0

（単位：百万円）

2010年中間期 2011年中間期 2012年中間期

経常利益

中間純利益

図4

1,318

907

1,323

878
816

547

基本的項目（Tier1）
（出資金・利益準備金・
特別積立金など）
42,675百万円

補完的項目（Tier2）
（一般貸倒引当金など）

3百万円

自己資本比率
17.32%
（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17.32％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246,292百万円
×100

自己資本合計42,679百万円

20

15

10

5

0

（単位：％）

2011年9月末 2012年3月末

17.75 17.54

2012年9月末

17.32

［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、2012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 2011年中間期 2012年中間期
経常収益 5,116 4,928
経常利益 1,323 816
中間純利益 878 547
業務純益 1,353 816

常勤役職員数（人） 393 398

（単位：％）

項　目 2011年中間期 2012年中間期
資金運用利回 1.69 1.57
資金調達利回 0.18 0.13
資金調達原価率 1.26 1.20
資金利鞘 0.43 0.37
預貸率（末残） 57.58 56.24
預証率（末残） 27.56 26.73

　経常収益は、貸出金利回の低下により貸出金利息が減
少したこととあわせ、預け金利息も市場金利低下の影響
を受け減少したことにより、前年同期比1億87百万円減
少し49億28百万円となりました。
　経常費用は、新オンラインシステムへの移行に向けて
物件費支出が増加したこと等により、前年同期比で3億
19百万円増加し41億11百万円となりました。
　経常収益の減少と経常費用の増加により、経常利益は
前年同期比5億7百万円減少し8億16百万円となりました。
　中間純利益は、経常利益が減少したことの影響を受け、
前年同期比3億30百万円減少し5億47百万円となりました。

自己資本の額と自己資本比率 図5  

　2012年9月末の自己資本比率は、17.32％（概算値）
となりました。また、自己資本額（基本的項目（Tier1））
は、42,675百万円となりました。

図2

財務状況のご案内
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現在、利息には20％の税金（国税15％、地方税5％）がかかりますが、2013年1月1日
から2037年12月31日までの間にお受取りになる利息には「復興特別所得税」が課
税されますので20.315％の税金がかかります。（国税15.315％、地方税5％）なお、税
引後適用利率は税率20％にて表示しています。

特別金利定期預金
取扱い開始

カーローン 車天狗 Re BORNキャンペーン

※店頭に説明書をご用意しています。ご返済額試算は各営業店の窓口にお申し付けいただくか、
　当金庫ホームページのローン返済シミュレーションをご利用ください。詳しくは窓口にお問い合わせください。

同時開催

ミカタ

3

ミカタ

1
期　　間

対　　象

預入金額

預入期間
および
適用金利

対象商品

自動継続の扱い

2012年11月1日（木）～
2013年1月31日（木）
上記期間中、新規でお預入れを
いただいた個人のお客様

10万円以上

1年：年0.15％ 3年：年0.25％
5年：年0.30％
スーパー定期預金・スーパー定期預金300・
自由金利型定期預金

元利継続・元金継続
※満期日に店頭表示金利による同期間・
　自動継続型定期預金に移行します

“はたらくみんなの
 マイプラン”

ミカタ

2
期　　間

ご融資利率

金利引下げ制度

利用限度額

お使いみち

2012年11月1日（木）～

年2.7％～年5.1％（保証料込み）
※審査内容により、年5.9％の金利が適用となる場合があります
※金利は年4回見直しを行います

最大 年2.0％金利引下げ
住宅ローンをご利用の方……年1.0%
給与振込のご契約がある方…年1.0%
※給与振込はシステム判定可能な契約に限ります
最高300万円（10万円単位）
※所属会員、雇用形態により異なります
生活資金等あらゆる目的にご利用できます
（事業性資金、投機的資金は除く）

他社ローンのお借換えができます
（会員組合員限定）

※適用金利以外に別途保証料（年0.70%～年1.38%）が必要となります
※変動金利は年2回見直しを行います

（1）年齢が30歳未満の方
（2）新生児から大学院までのお子様がいらっしゃる方
（3）当金庫の「財形貯蓄」または「エース預金」をご契約いただいている方

（4）当金庫の「住宅ローン」をご契約いただいている方
（5）「給与振込（月額10万円以上）」およびカードローン「マイプラン」または
 「ミニット」をご契約いただいている方

2012年11月1日（木）～2013年5月31日（金）
最高500万円　　　　　　最長10年
変動金利 年1.40%  固定金利 年1.65%

期　　間

ご融資金額 ご返済期間

ご融資利率

変動金利
最大引下げ後金利

（税引後年0.12％）

（税引後年0.24％）

（税引後年0.20％）

店頭表示金利

（店頭表示金利　年1.60％） （店頭表示金利　年1.85％）

年0.10% 金利引下げ 年0.20% 金利引下げ
金利引下げ制度

店頭表示金利より 店頭表示金利より

●（1）～（5）は、ご融資実行時に対象となる方　●金利引下げの適用は、上記（1）～（5）のいずれか1項目のみとし、複数の適用は行いません。

カードローン

発売
スタート

最大引下げ後金利 最大引下げ後金利

　　　教育ローン・リフォームローンキャンペーン

変動金利は返済回数
110回以内

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」へお届けする活動です。

●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。

　会員・勤労者のニーズや悩み、課題を明確化し、その解決に向けた幅広い提案活動を行うなど、生活応援運動を通じて
ライフプランをサポートします。

●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。

　人々が喜びをもって共生できる社会の実現に寄与す
るため、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
みを行って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

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

社会貢献活動はたらくみんなのミカタPROJECT
創立60周年の節目を越えた、ろうきんの新たな未来へのスタート
として、「はたらくみんなのミカタ」であるろうきんが生み出す
“ろうきんだからできる”商品・サービスをお届けいたします。

生活応援運動の取組み

1. 東日本大震災被災者支援の取組み
　創立60周年記念事業の一環として、東日本大震災に
よる震災遺児支援のため2011年11月より2回に分けて
「支えあうこころ、今、ひとつに。みんなで応援キャン
ペーン」を実施しました。対象期間中における新規およ
び入金取引合計額の0.02％相当額を当金庫が拠出して、
あしなが育英会「東日本大地震・津波遺児募金」にお届
けしました。

生生生生生生活活活活活活活応応応応応応応応応応応援援援援援運運運運動動動動生活応援運動 勤労者の
生活支援

生活
改善 

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
❸「求職者支援資金融資」等の周知および活用

❶会員・企業と連携した生活改善に向けた相談体制の構築
❷長野県労働者福祉協議会との連携強化による高金利か
らの借り換え・多重債務者救済活動の継続実施
❸多重債務者相談ネットワークを活用した支援体制の構築 

❶若年層に対する計画的な支出と貯蓄に向けた生活設計支援
❷安心してセカンドライフを過ごすための資産形成支援
❸長野県労働者福祉協議会・労働団体・全労済との連携

生活応援運動とは

業務のご案内 勤労者・地域社会への取組み

第１回
実施期間 2011年11月1日～2011年12月31日
寄付金額 5,826,360円（2012年1月31日寄付）

第２回
実施期間 2012年6月1日～2012年8月31日
寄付金額 5,940,990円（2012年10月17日寄付）

　勤労者の生活のうち「お金」にまつわるさまざまな問題を、ろうきんが会員労働組合との連
携のもとで情報を提供し、相談対応・具体的なご提案やアドバイスに取り組んでいます。


