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北海道ろうきん



しあわせ
の循環

基本方針①
「会員」との環

会員の発展に寄与するため、会員・推進機構とのつながりを強化し、かか
える課題の解決に協力するなど、会員と同じ方向を向いて事業運営を行う。

基本方針②
「地域」との環

協同組合やNPO・自治体
などと、地域における共助の
輪を広げ、安心して暮らせる
共生社会の実現に貢献する。

全てのはたらく人と家族・
退職者に寄り添い、生涯にわ
たって生活をサポートする。

基本方針③
「利用者」との環

〈「ろうきん」がめざす姿を創る取組み〉

基本方針④
「ろうきん内」の環

めざす姿の実現に向け、組織や人材、財務などのゆるぎない経営基盤を構築する。

〈めざす姿に必要な「ろうきん」の経営基盤を創る取組み〉

▶長期ビジョン（～2024年度）

〈長期ビジョンの到達度を評価する指標〉
▶�めざす姿を創る取組みの目標値�～�会員組合員メインバンクNo.1
� ※�連合アンケート設問の「あなたが一番よく利用す

る金融機関」の回答で 1位を獲得。【期間中】

▶�経営基盤を創る取組みの目標値�～�当期純利益「5億円」以上【期間中】

〜会員・地域・利用者とのつながりによる「しあわせの循環」の創造〜
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▶ろうきんの概況（2021年 3月末）

北海道ろうきん 全国ろうきん

総預金残高 10,547 億円 219,026 億円

貸出金残高 7,596 億円 146,374 億円

常勤役職員数 727 人 11,340 人

店舗数 37 店舗 608 店舗

出資金 32 億円 972 億円

団体会員数 2,665 会員 50,139 会員

間接構成員数 413,479 人 11,670,456 人

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。

▶ろうきんの理念

▶ろうきんの事業運営 3原則

［労働金庫法］
第 5条� 金庫は、営利を目的としてその事業を行つてはならない。
　　 2� �金庫は、その行う事業によつてその会員に直接の奉仕をすることを目的とし、

特定の会員の利益のみを目的としてその事業を行つてはならない。
　　 3� 金庫は、その事業の運営については、政治的に中立でなければならない。

ろうきんの目的や事業運営は労働金庫法によって規定されており、
市中銀行との違いが明確に区分されています。

非営利の原則 直接奉仕の原則 政治的中立の原則

〈基本方針・重点課題〉

長期ビジョン（～2024年度） 短期経営計画（2021 年度）
基本方針 重点課題

1 「会員」との環

（1）�会員・推進機構と一体と
なった運動の展開

（2）�運動展開を支える具体策の
展開

2 「地域」との環

（1）�非営利・協同セクター等と
の連携

（2）�福利共済組織等との連携
（3）社会貢献活動の実践

3 「利用者」との環
（1）�ろうきんらしい商品・サー

ビスの提供
（2）生涯取引の充実

▶短期経営計画（2021年度）

4 「ろうきん内」の環

（1）経営管理態勢の強化
（2）強固な財務基盤の構築
（3）人材・組織の活性化
（4）その他

キーワード：「〜つなぐ〜」

ろうきんの伝統を
未来へ「つなぐ」

新しいろうきんを創造し
未来へ「つなぐ」

ろうきんの健全性を
未来へ「つなぐ」
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0.54%＝

▶収支の状況

▶リスク管理債権比率

収　益
資金運用収益（貸出金利息など）

12,850 百万円
＋

役務取引等収益（受入為替手数料など）
734 百万円
＋

その他業務収益（債券売却益など）
571 百万円
＋

その他経常収益（株式等売却益など）
38 百万円

費　用
資金調達費用（預金利息など）

360 百万円
＋

役務取引等費用（支払為替手数料など）
2,708 百万円

＋
その他業務費用（債券売却損など）

91 百万円
＋

経費（人件費・物件費など）9,184 百万円
＋

その他経常費用 60 百万円

経常収益 14,194 百万円 経常費用 12,405 百万円

　低水準を維持しており、健全性の高さが数値に表れています。

リスク管理債権額 4,173 百万円
貸出金残高 759,648 百万円

×100

8.69%＝

▶自己資本比率

　国内基準の最低所要自己資本比率 4％を満たしており、安心してご
利用いただけます。

自己資本額 50,688 百万円
リスク・アセット 582,880 百万円

×100

1 経常利益 1,789 百万円
内訳 収　益 － 費　用

特別利益 49 百万円 特別損失 72 百万円

2 税引前当期純利益 1,766 百万円
内訳 ❶経常利益＋【特別利益－特別損失】

法人税、住民税及び事業税 589 百万円
法人税等調整額 △18 百万円

法人税等合計 571 百万円

3 当期純利益 1,194 百万円
内訳 ❷税引前当期純利益 － 法人税等合計

その他
162億 80百万円

金銭の信託・
有価証券

1,032億 19百万円

現金・預け金
2,512億
58百万円 貸出金

7,596億
48百万円

純資産

その他
236億 70百万円

預金積金・
譲渡性預金

1兆 547億 31百万円

▶資産の内訳

▶負債・純資産の内訳

負債・純資産合計
1兆 1,304 億 5百万円

資産合計
1兆 1,304 億 5百万円

　「資産」とは、皆様から
お預かりした資金の運用
状態を示す諸勘定のこと
です。主なものに貸出金
や労働金庫連合会への預
け金があります。

　「負債」・「純資産」
とは、資金の調達形態を
示すものです。
　「負債」の主なものと
して預金積金があり、「純
資産」には出資金、利益
準備金などがあります。純資産 520 億 3百万円

①出資金 32 億 57 百万円
②利益準備金 33 億 34 百万円
③特別積立金 420 億 32 百万円
④当期未処分剰余金 20 億 44 百万円
⑤その他 13 億 35 百万円

貸出金のうち

個人のお客様へ
ご融資しています。

98.80%は

預金積金・
譲渡性預金のうち

個人のお客様より
預入れいただいてます。

93.01%は
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▶北海道ろうきんのSDGs達成に向けた取組み

　ろうきんでは SDGs の 17 ゴール実現に向けた取組みを展開するにあ
たり、「ろうきん SDGs 行動指針」を策定しています。当金庫において
も、ろうきん運動を通じた勤労者の生活向上という〈ろうきん〉の使命を
徹底追及することを通じて、SDGs 達成に貢献していきます。

　「生活設計」「生活改善」「生活防衛」を 3つの柱と
し、お金に関する諸問題に対し、当金庫が具体的な
提案・アドバイスを行う運動です。
　「生活設計」の取組みとして、ライフプランに関す
るセミナーの開催や、将来を見据えた資産形成を始
めるきっかけとして「“人生 100 年時代 ” 未来設計ス
タートキャンペーン」を実施しています。また、財
形貯蓄や投資信託、つみたてNISA、iDeCo など、
ライフステージに対応した商品・サービスを提供し
ています。

　「生活改善」の取組みでは、「銀行カードローン問題への対応」「他行高金利
ローン借換」などによる組合員の可処分所得向上を図る取組みを行っていま
す。また、社会的課題である奨学金に関する諸問題の解決に向けて、北海道労
働者福祉協議会や大学生協と連携した取組みを行っており、奨学金の返済など
で悩みを抱える方のために低利な「奨学金借換ローン」への借換えによる生活改
善にも力を入れています。
　「生活防衛」の取組みでは、会員組合員などを対象に、カードローン問題や多
重債務問題・悪徳商法などの消費者トラブルに関する情報を分かりやすく紹介
した冊子「マネートラブルにかつ！」などを活用した学習会を開催し、多重債務
防止に取組んでいます。
　また、小中学生向けの職場体験や高校への出前講座などの金融教育も実施
し、金融リテラシーを高めるための取組みを行っています。

つなぐプロジェクトの展開 ●社会貢献助成制度
　地域の公益の担い手として活躍する北海道内
に所在のＮＰＯ団体やボランティア団体を応援
するため、2001 年度に「社会貢献助成制度」を
創設し、20 年間で延べ 829 団体に対し、助成
金を通じた支援活動（累計 1億 4,471 万円）を実
施しています。2020 年度の助成金申請は 73 団
体から応募があり、36 団体に対し総額 620 万
円の助成を行いました。

社会貢献事業

●ＮＰＯ事業サポートローン
　ＮＰＯ法人の行う事業に必要な資金（運転資
金・設備資金）を融資する制度です。また、当
金庫と日本政策金融公庫がもつ特性を相互に補
完・共有のうえ、ＮＰＯ法人等のニーズに連
携・協調して応えるための融資商品「ＴＳＵＮ
ＡＧＵ」をお取扱いしています。

ＮＰＯへの支援

　会員・推進機構と一体となって行う「ろうきん運
動」を分かりやすい「件数」で見える化し、更なる活
性化を図ることを目的としています。
　「当金庫の預金・各種サービス・ローンをご利用
いただくと 1件につき 100 円」または、「当金庫
ATMで当金庫カードをご利用いただくと入金・支
払 1回につき 1円」を当金庫が拠出して、地域に貢
献する活動を行う団体に寄付します。
2020 年度は、5,894,557 円の寄付額となりました。

生活応援運動の展開
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●新型コロナウイルス感染症に対する取組み
　当金庫では協同組織の福祉金融機関として、新型コロナウイルス感染
症への対応にあたり、勤労者セーフティネット機能の発揮に向けた取組
みを進めています。

・新型コロナウイルス関連特別融資の取扱い
・返済条件の変更・見直しに対するご相談の受付
・「新北海道スタイル」安心宣言の取組み

▶トピックス
●北海道ろうきん創立 70周年記念事業
　当金庫は、2021 年 5月 19 日に創立 70 周年
を迎えました。
　これまでの会員・利用者の皆様のご支援・ご
協力に心より感謝を申し上げるとともに、福祉
金融機関としてのより一層の役割発揮に向け
て、創立 70 周年を記念した取組みを実施して
います。

・70周年記念ロゴマーク

創立 70 周年の「70」に「人と人」を
組み合わせ、会員・利用者の皆様
にしっかりと寄り添い、ともに未
来を創っていく想いを込めました。

・キャッチコピー

時代や社会が変化する状況にあっても、創立当初から「ろうきん」の想い
は変わらず、どんな時もともに歩み続けていくことを表現しました。

　�「奨学金借換ローン」の�
金利引下げを含む商品性向上
　福祉金融機関としてのより一層の
役割発揮に向けて、継続する奨学金
問題への対応を行います。70 周年に
係る取組みとして、「奨学金借換
ローン」の金利引下げと奨学金の借
換に合わせて自動車購入資金等にも
利用できる「奨学金借換＋αローン」
の取扱いを開始しています。

主な取組み

�つなぐプロジェクトによる地域の福祉団体等への貢献
　2021 年度は寄付額をこれまでの 2倍として寄付先の拡大を行
います。
※�つなぐプロジェクトについては「北海道ろうきんの SDGs 達成に向け
た取組み」を参照ください。

�創立 70周年記念キャンペーンの
実施
　「轟ローン」・「全期間固定金利型
住宅ローン」においてキャンペーン
を実施しています。また、2021 年
12 月 31 日時点で、対象商品のう
ち、2項目以上ご契約いただいてい
る方の中から抽選で 2021 名に豪華
景品をプレゼントする「ありがとう
キャンペーン」も実施しています。

小・中・高生向けの金融リテラシー教育支援の取組み
　小学生向け、中・高校生向けの金融教育教材を作成し、職場体験・
出前講座などで使用します。

特設ホームページは
こちらからどうぞ！
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▶主な商品・サービス

ライフステージに応じた商品・サービスをご用意しています
（イメージ）

20代 30 代 40 代 50 代 60 代

20 代・30 代 40 代・50 代 60 代
●将来に備えて計画的に【財形貯蓄】【つみたてNISA】
●急な出費に備えて【マイプラン】
●マイカー購入に【轟ローン】
●マイホーム購入に【住宅ローン・住宅財形】

●セカンドライフに向けた準備【iDeCo・年金財形】
●お子様の教育資金に【教育ローン】
●マイホーム増改築にも（住宅ローン・無担保住宅ローン）

●退職金の運用
【退職者向け定期預金】
【投資信託】

●どこでもお得に【フルキャッシュバックサービス】【オンラインキャッシュサービス】　●いつでも便利【ろうきんアプリ】【ろうきんダイレクト】

子ども
結婚

マイホーム
増改築

就職

マイカー

幼稚園

孫誕生

高校

中学校

大学

マイホーム

小学校

結婚

退職 夫婦
旅行

住宅ローン�
　マイホームの新築・購入・リフォームや他金融機関でお借
入中の住宅ローン借換資金としてご利用いただけます。ま
た、住宅ローンにプラス500万円まで他行ローンや、当庫
ローン借換、自動車や家電の購入にご利用いただける「ろう
きん住宅ローン　住きっと！500」のお取扱いもございます。

轟ローン�
　自動車（可動式除雪機・スノーモービル含む）・二輪車（バ
イク）・カー用品等の購入資金にご利用いただけます。

教育ローン�
　進学時の入学費用から、受験料や仕送り代、予備校・塾
の費用など教育に関するお使いみちにご利用いただけま
す。また、「カード型」商品もご用意しています。

カードローン　マイプラン�
　必要な時に必要な額だけ、ご利用限度額の範囲内で何度
でもご利用いただけます。

ろうきんアプリ�
　利用手数料無料で、スマートフォンからいつでも「残高・
入出金明細」のご確認ができます。口座は複数登録が可能で
す。また、ろうきんから最新のお知らせが届くほか、住所
変更やご来店予約も可能です。

ろうきんダイレクト�
　パソコン・スマートフォンなどから、残高照会・振込・明
細照会に加え、住所変更や公共料金自動引落申込等のお取
引がご利用いただけます。

財形貯蓄�
　毎月の給与や手当から自動的に積立てて計画的に貯蓄、
目的に合わせてご利用いただけます。便利な「一般財形」と
非課税で有利な「住宅財形」・「年金財形」の 3タイプござい
ます。

iDeCo（個人型確定拠出年金）�
　より豊かな老後を送るための資産形成にご活用いただける
制度です。掛金、運用益、給付を受け取るときには税制上の
優遇措置があります。

フルキャッシュバックサービス�
　ろうきんキャッシュカード・ローンカードのお引出し手
数料は、いつでも・どこでも実質０円です。
　ろうきん ATMはもちろん、セブン銀行やローソン銀行、
イオン銀行、コンビニ（セイコーマート、ファミリーマート
等）に設置の ATM、ゆうちょ銀行や、提携金融機関などの
他行 ATM・CDのお引出し手数料は、休日や祝日でも、ご
利用口座へ（お取引の成立と同時に即時）キャッシュバック
いたします。
※�お引出し手数料がかかる場合がありますが、フルキャッシュバックサービ

スの対象となります。

オンラインキャッシュサービス�
　ろうきんのカードは、全国のろうきんをはじめMICS 加
盟の金融機関（都銀・地銀・第二地銀・信金・信組・JA な
ど）やゆうちょ銀行、セブン銀行・ローソン銀行・イオン
銀行ならびにコンビニの ATM・CD でご利用いただけます。

WEB完結型ローン
お申込みからご融資までWEB で完結！
詳しくはこちらから
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植物油インキとFSCミックス認証紙を使用しています。

〈金額および諸比率の表示方法について〉
①本誌の数値で「現在日」の表記がない場合は、2021 年 3月末現在のものです。
②各表・グラフの数値は、原則として表示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。
③諸比率は、小数点第 3位を切り捨てて第 2位までを記載しています。

住所変更住所変更

【ご利用にあたって】アプリ推奨のＯＳの詳細や、その他のご留意事項は、当金庫ホームページでご確認ください。※docomo、au、softbankから発売されている端
末が対象となります。※アプリ推奨ＯＳでご利用いただいた場合でも、機種・端末の設定などにより正常に動作しない場合がございます。※タブレットは推奨端末では
ございません。※本アプリのダウンロードに必要となるパケット通信費は、お客さま負担となりますので、あらかじめご了承ください。※Appleのロゴ、iPhoneは、米国
およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。※App Storeは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.サービスマークです。※iPhoneの商標
は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。※iOSは米国その他の国々におけるCiscoの商標または登録商標であり、ライセンス許諾を受けて
使用されています。※Android、Google PlayおよびGoogle PlayロゴはGoogle LLCの商標です。※「かんたん通帳」は株式会社マネーフォワードの登録商標です。
※QRコードは株式会社デンソ－ウェーブの登録商標です。

●ろうきんダイレクトヘルプデスク／0120-609-335
（受付時間９:００～２１:００／１月１日～１月３日を除く）
※お問い合わせ受付時間の詳細につきましては、ろうきんアプリ内「ご利用時間」または
　「お問い合わせ」ページをご確認ください。

操作方法に関するお問い合わせ

●北海道ろうきんコールセンター／0120-5-109-26
（受付時間９:００～１７:００／土日・祝日と金庫休業日を除く）

商品・サービスに関するお問い合わせ

Android OSの方iOSの方ダウンロードは
こちらから

利用手数料無料!


