
業務のご案内

5.
主要な業務の内容・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60
総合事務センター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66



５
業
務
の
ご
案
内

60 The Rokinren Bank DISCLOSURE 2018

主要な業務の内容
　労金連は、〈ろうきん〉の中央金融機関として、〈ろうきん〉との間で預金業務、貸出業務、内国為替などの〈ろうきん〉業務を補完する各
種金融業務を行っています。そのほか、福祉事業団体、勤労者の団体、事業会社などとの法人取引を行っています。
　また、金融市場においては、機関投資家として資金の調達や運用を行っています。

預　　金 貸　　出

預金業務 貸出業務

預金業務 貸出業務資金
調達業務

資金
運用業務

資金需給調整

〈ろうきん〉業務の補完

余裕資金の
効率運用

労　金　連

金 融 市 場

〈ろうきん〉の会員、間接構成員等

（矢印は主な資金の流れ）

〈ろうきん〉

国、公共・公益法人、
福祉事業団体、
事業会社等   

● 内国為替業務
● 資金中継業務
● 代理業務
● 対金庫デリバティブ
  取引業務
● 現金供給業務
● 財形業務
● 確定拠出年金業務
● 国債窓販業務
● 投信窓販業務
　　　　　　　　　等
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流動性預金

定期性預金

譲渡性預金

預　金

当座預金
普通預金
普通預金無利息型（決済用預金）
通知預金
別段預金

〈ろうきん〉を
対象とした預金

一般定期預金
協力定期預金
相互支援定期預金
金庫支援定期預金
大規模災害特別定期預金
財形特別定期預金
特別定期預金

自由金利型定期預金
確定拠出年金定期預金

　労金連の資金調達の残高（2018年3
月31日現在）は、9兆5,007億円となっ
ており、そのうち76.2％が預金です。
　労金連が金融機能を十分に発揮して
いくためには、安定的な資金調達が不可
欠です。このため、預金の受入れ以外に
も、日銀金融調節や市場から資金調達を
行うなど、多様な調達手段による流動性
資金の適正な確保に努めています。

○預金業務
　労金連の預金の大部分は、会員である
〈ろうきん〉から受け入れています。
　このほか、労金連では、公共法人や公
益法人など、〈ろうきん〉以外のお客さま
からも預金をお預かりしています。
　労金連の預金の種類は、当座預金、普
通預金、普通預金無利息型（決済用預
金）、通知預金、定期預金など一般の金融
機関とほぼ同じですが、〈ろうきん〉の中
央金融機関として〈ろうきん〉を対象と
した独自の預金制度を設けています。
　労金連は、これら〈ろうきん〉を対象と
した預金により安定的な資金調達を行
い、〈ろうきん〉間の資金需給調整機能を
発揮するとともに、〈ろうきん〉の余裕資
金の効率運用に資しています。
　また、業態セーフティネットや大規模
災害特別貸付の財源を確保するための
預金の仕組みを作り、〈ろうきん〉業態の
信用維持に努めています。
　2018年3月31日現在の預金の残高
（譲渡性預金を含む）は、7兆3,660億円
となっています。

労金連の預金制度

資金調達の構成

預 金 の 構 成

合計９兆5,007億円
（2018年３月31日現在）

預金
7兆2,465億円
（76.2％）

借用金等
2兆1,347億円
（22.4％）

譲渡性預金
1,194億円

（1.2％）

合計7兆3,660億円
（2018年３月31日現在）

〈ろうきん〉
6兆4,684億円
（８7．8％）

〈ろうきん〉以外
8,976億円（１2．1％）

※譲渡性預金を含む

うち確定拠出年金
定期預金
6,617億円

資金調達業務
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　労金連には、〈ろうきん〉の余裕資金を
効率的に運用し、安定的に収益を還元す
るという中央金融機関としての重要な役
割があります。この役割を果たすため、労
金連は、さまざまな運用手段を用いて資
金の効率的な運用に努めています。
　労金連の資金運用は金融市場運用の
割合が高く、なかでもその中心的な位置
を占めているのが有価証券運用です。
　総資産9兆9,840億円（2018年3月31
日現在）のうち、42.6％が有価証券等に
よる運用資産です。

○市場運用業務
　労金連は、全国の〈ろうきん〉の余裕資
金の効率運用と〈ろうきん〉間の資金需
給の調整を主な目的として、国内を中心
とする金融市場で資金運用を行ってい
ます。

（有価証券運用）
　有価証券運用は、中長期的な視野に立
ち、期間収益の確保と自己資本の健全な
成長を目的として、債券を中心とした
ポートフォリオを構築しています。
　運用にあたっては、マクロ経済環境や
市場動向の分析を行うとともに、債券の
金利を主な収益源泉と位置付け、国債・
地方債をはじめとする公共債、投資適格
事業債、ユーロ円債等を中心とした投資
を行っています。
　このほか、金利上昇リスク対応として
の変動債や、分散投資の観点から外国国
債、株式、投資信託等にも幅広く投資を
行っています。
　また、リスク管理は、デュレーション
の管理や投資対象別限度額の設定とと
もに、金利リスク・信用リスク・流動性リ
スク等の状況をモニタリングすること
により、過度のリスクを取ることのない
よう努めています。
　2018年3月31日現在の有価証券（短
期社債を除く）および金銭の信託の残高
は、4兆1,107億円となっています。

（短期金融市場業務）
　労金連は、信用リスク・流動性リスク
に留意しながら、支払準備資産である短
期資金の運用を行っています。労金連の
2018年3月31日現在の短期運用資産残
高（国への入札貸付等、短期運用見合い
の貸付4,132億円を含む）は、4兆1,890
億円となっています。

○貸出業務
　会員である〈ろうきん〉への貸出は、
〈ろうきん〉間の資金需給の調整、〈ろう
きん〉業態の信用維持、災害時の被災者
への支援などを主な目的としています。
　また、労金連は、会員である〈ろうき
ん〉のほか、国や公共法人・公益法人、一
部の株式会社などにも貸出を行ってい
ます。
　2018年3月31日現在の貸出金の残高
は、1兆7,897億円となっています。

総 資 産 の 構 成

合計９兆9,840億円
（2018年３月31日現在）

合計１兆7,897億円
（2018年３月31日現在）

合計４兆2,547億円
（2018年３月31日現在）

有価証券等
４兆2,547億円

（42．6％）

預け金等
３兆6,364億円
（３６．4％）

その他
3,030億円

（3.0％）
貸出金

1兆7,897億円
（17.9％）　　

貸 出 先 別 構 成

その他の会員外
58億円（0.3％）

独立行政法人
287億円

（1.6％）

国
4,087億円

（22.8％）

社債
１兆5,767億円

（37.0％）

地方債
8,225億円

（19.3％）

　国債
１兆1,982億円
（２8.1％）

金銭の信託
48億円（0.1％）

外国証券　
3,630億円（8.5％）
うち円貨建（含ユーロ円債）2,065億円
うち外貨建　　　　　　 1,564億円

うち日銀当座預け金
3兆2,990億円

投資信託
1,117億円

（2.6％）

短期社債
1,439億円

（3.3％）

有 価 証 券 等 の 構 成

〈ろうきん〉
1兆3,464億円

（75.2％）

その他の証券 
8億円（0.0％）

株式　
326億円（０．7％）

資金運用業務
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（内国為替業務）
　〈ろうきん〉の内国為替は、労働金庫内
国為替制度に基づき取り扱っており、
アール・ワンシステムによりオンライン
処理されています。
　労金連は、労働金庫内国為替制度を運
営するとともに、〈ろうきん〉相互間の為
替貸借の決済を行っています。
　また、〈ろうきん〉は、アール・ワンシス
テムと全国銀行データ通信システム（全
銀システム）との接続により他の全銀シ
ステム加盟金融機関ともオンラインで
結ばれ、〈ろうきん〉以外の金融機関との
為替取引が行えるようになっています。

（その他の各種サービス）
　〈ろうきん〉は、全国の〈ろうきん〉の
ネットワークと各種提携先を接続して、
さまざまな情報ネットワークサービスを
提供しています。
　労金連は、業態統一の窓口として各種
情報ネットワークサービスとの資金決済
を行っています。
●ＡＴＭ提携サービス（全国〈ろうきん〉
間、全国〈ろうきん〉とＭＩＣＳ（入金

　ネット・他行カード振込を含む）、イ
オン銀行、ゆうちょ銀行、セブン銀
行、イーネット、ローソン・エイティエ
ム・ネットワークス、ビューカード）

●デビットカードサービス
●マルチペイメントネットワーク（ペ
イジー収納サービス・ペイジー口座
振替受付サービス）

●ネット口座振替受付サービス
●ＣＤキャッシング

○内国為替業務等
　〈ろうきん〉は、国内の民間金融機関と
の間で内国為替取引やＡＴＭ提携サービ
スをはじめとした、各種情報ネットワー
クサービスを提供しています。
　労金連は、〈ろうきん〉業態を代表し
て、労働金庫内国為替制度の運営や為替
貸借の決済を行うとともに、業態統一の
窓口として各種情報ネットワークサー
ビスとの資金決済を担っています。

○資金中継業務
　労金連では、全国の〈ろうきん〉が口座
振替により収納した国税収納金、国民年
金保険料や公共料金、クレジットカード
利用代金などの資金を取りまとめ、一
括して日本銀行や民間企業との決済を
行っています。
　また、労金連では、国の年金やその他の
国庫金の振込、民間給与振込など、全国
の〈ろうきん〉に開設されているお客さま
の口座への振込業務も受託しています。

○代理業務
　労金連は、日本銀行歳入代理店業務の
ほか次の機関の業務の代理を行ってい
ます。
●独立行政法人住宅金融支援機構
●株式会社日本政策金融公庫
●独立行政法人勤労者退職金共済機構
●一般社団法人日本労働者信用基金協会
●預金保険機構

○対金庫デリバティブ取引業務
　労金連は、全国の〈ろうきん〉に対し、リ
スクヘッジ機能を提供することを目的
に、金利スワップ取引等のデリバティブ
取引を行っています。

●内国為替取扱実績　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （単位：件）

項　　目 区　　分
2016年度 2017年度

労金連 １３〈ろうきん〉合計 労金連 １３〈ろうきん〉合計

送金・振込
各 地 へ 向 け た 分 1,317,860 6,556,600 1,288,262 6,477,468

各地より受けた分 57,516 26,710,010 58,393 27,234,120

代金取立
各 地 へ 向 け た 分 − 699 − 374

各地より受けた分 − 206 − 209

合　　計
各 地 へ 向 け た 分 1,317,860 6,557,299 1,288,262 6,477,842

各地より受けた分 57,516 26,710,216 58,393 27,234,329

〈ろうきん〉業務の補完
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○現金供給業務
　労金連は、全国の〈ろうきん〉が日々必
要とする業務用現金を安定的かつ確実
に調達できるよう、〈ろうきん〉業態で唯
一認められている日本銀行本支店との
当座取引を通じて現金の供給を行って
います。
　また、余剰となった現金は日本銀行の
当座預金口座へ入金しています。

○財形業務
　労金連は、全国規模の企業・団体にお
ける財形預金の事務手続き（各種書類の
授受や積立金の振込など）が円滑に行わ
れるよう、全国〈ろうきん〉の窓口として
の役割を担っており、ろうきん財形契約
件数280万件のうち、47万件が労金連
を通じて取引されています。（2018年3
月31日現在）
　また、財形預金のトップバンクとして
“便利で使いやすい財形預金”を目指し、
インターネット／モバイルバンキング、
テレフォンバンキングでの残高照会や
一般財形の払戻等のサービス向上、さら
に財形制度の改善にも積極的に取り組
んでいます。

○確定拠出年金業務
（企業型確定拠出年金）
　労金連は、全国の〈ろうきん〉を代表し
て、確定拠出年金の商品提供機関の役割
を担っており、元本確保型商品である
「ろうきん確定拠出年金定期預金（期間
５年）」・「ろうきん確定拠出年金定期預
金（期間１年）」を提供しています。
　また、労金連が確定拠出年金の運営管
理機関となる総合型確定拠出年金「ろう
きんＤＣプラン」を取り扱っています。
　さらに、労金連では、各種情報提供
ツールの作成や企業年金セミナーの開
催支援、加入者教育に関する講師の養成
など、全国の〈ろうきん〉が実施する「企
業年金に係る役割発揮宣言」の取組みの
強化・サポートも行っています。

＜２０１7年度取扱実績＞

日本銀行からの現金払戻 562件 9,959億円

日本銀行への現金入金 73件 17億円

（個人型確定拠出年金《ｉＤｅＣｏ》）
　全国の〈ろうきん〉では、個人型確定拠
出年金商品として「ろうきんｉＤｅＣｏ（個
人型年金プラン）」を取り扱っています。
個人型確定拠出年金は、税制優遇措置を
活用して老後の生活に備える重要な商
品としてお客さまにご提案しています。
　労金連は、各種推進ツールの作成、特
設Ｗｅｂサイトや専用コールセンターの
運営など全国の〈ろうきん〉の推進・事務
支援を行っています。
　さらに、労金連は、全国の〈ろうきん〉
を代表して、確定拠出年金普及・推進協
議会に参加し、個人型確定拠出年金の制
度普及に取り組んでいます。

〈ろうきん〉

労金連の現金供給業務の流れ　

①供給依頼

④現金受領 ③当座払戻請求

②資金振替
日銀支店
（当座預金）

日銀本店
（当座預金）

労金連

労使合意

企業型年金の仕組み

企業
（事業主）

労働組合
（本部・支部）

〈ろうきん〉
労金連

運営管理機関
保険・投信・定期

選
　定

定期預金提供

情
報
提
供
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○国債窓販業務
　〈ろうきん〉では、お客さまの資金運用
ニーズに幅広くお応えするため、個人向
け国債（3年、5年、10年）の窓口販売業
務を行っています。
　労金連は、〈ろうきん〉が行う国債窓口
販売に係る取りまとめ機能を担うこと
により、〈ろうきん〉の国債窓口販売業務
をサポートしています。

○投信窓販業務
　〈ろうきん〉は、登録金融機関として投
資信託の販売を行っています。
　労金連は、全国の〈ろうきん〉の委託を
受け、投信委託会社、信託銀行との間で
指定販売会社としての取りまとめ機能
を担っています。
　また、投資信託の商品の選定を行い、
投資対象資産や投資対象地域の分類等
による幅広い品揃えを提供するなど、各
〈ろうきん〉における資産運用サービス
のサポートに取り組んでいます。

○その他
　労金連では、商品有価証券売買業務、
社債受託および登録業務、ならびに信託
業務は行っていません。

○〈ろうきん〉業務の支援
　上記以外にも、労金連は、事務の統一
化・標準化、業態統一規程の管理やリス
ク管理高度化支援など〈ろうきん〉の業
務事務の支援を行っています。

（億円）

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

0

100

200

（億円）

400

500

600

700

300

信託銀行

資産の保管 投資信託の販売
投信委託会社

資産の運用

労金連投信窓販業務の仕組み

労金連
指定販売会社

〈ろうきん〉
販売会社

投信窓販純資産残高の推移

国債窓販残高の推移

（注）全国〈ろうきん〉合計

（注）１． 全国〈ろうきん〉合計     
　　　２． 純資産残高は「各年度３月31日時点の基準価額×残高口数」にて算出     

（年度末）

（年度末）

1,782 1,790 1,787 1,851

2,015

2013

335

2014

392

2015

415

2016 2017

2013 2014 2015 2016 2017

459

602
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総合事務センター
　総合事務センターは、〈ろうきん〉相互
間および他金融機関との内国為替取引
のほか、ＡＴＭ提携など＊対外機関との決
済に係るオンラインシステムの運用を
担っています。
　1989年12月、全国〈ろうきん〉のオン
ライン業務を担う共同センターとして
設立し、翌1990年に〈ろうきん〉統一オ
ンラインシステム（ユニティシステム）
を稼働しました。
　その後、2002年５月に経営管理情
報を中心とする新情報系システムを、
2003年５月に預金･融資など金融業
務を中心とする勘定系システムをリ
ニューアルしました。
　そして、2007年１月、自営システム
であった新潟県労働金庫、静岡県労働金
庫のユニティシステムへの移行をもっ
て、〈ろうきん〉業態のオンラインシステ
ムの全国一本化が完了しました。

　さらに充実した商品・サービスを提供
することを目的として、2008年10月
に新たなオンラインシステムの構築に
着手し、2014年１月５日、〈ろうきん〉
業態は「アール・ワンシステム」に移行し
ました。

　2017年度は、インターネットバンキ
ング投資信託対応、ろうきん口座開設ア
プリサービス開始、機器リプレース対応
等を行いました。今後も、制度・政策課題
に取り組むとともに、利便性を高めるた
めのシステム対応を行う予定です。

　〈ろうきん〉では、お客さまが来店する
ことなくお取引ができるチャネルとし
て、パソコンや携帯電話・スマートフォ
ンによる「ろうきんダイレクト」などの
サービスを提供しています。お客さまに
安心してご利用いただくため、インター

ネットバンキング・モバイルバンキング
のセキュリティ対策を一層強化してい
きます。

　＊主なＡＴＭ提携先
○金融機関
　　ＭＩＣＳ加盟の金融機関、「入金
ネット」マークのある金融機関、
セブン銀行（主な設置先：セブン
－イレブン・イトーヨーカドーな
ど）、イオン銀行（同：イオン・マッ
クスバリュ・ミニストップなど）、
ゆうちょ銀行

○コンビニエンスストア等
　　イーネット（同：ファミリー
マート）、ローソン・エイティエ
ム・ネットワークス（同：ローソ
ン）、ビューカード（同：「ＶＩＥＷＡＬ
ＴＴＥ」ＪＲ東日本の駅構内）

〈労金連〉

対外機関

内国為替

全銀センター

業態間ATM提携
入金ネット

統合ATMセンター

インターネットバンキング
モバイルバンキング

ANSERセンター

ゆうちょ銀行センター

Pay-easy（ペイジー）
口座振替受付サービス

MPNセンター

デビットクリアリングセンター

KSC・CIC・JICC

信用情報センター

口座振替（FB）

レコードキーピング

住機構センター

CDキャッシング
ファミリーマート・ローソン

ビューカード

CAFISセンター

セブン銀行センター

アール・ワンシステム
（総合事務センター）

バックアップサイト
（災害対策システム）

独自バッチシステム

基幹系システム
（勘定系）

勘定系

決
済
中
継

外
接
系

情報系

営業店システム

労金BeSTAセンター

労金バッチセンター

東北労働金庫

近畿労働金庫

九州労働金庫

北海道労働金庫

中央労働金庫

新潟県労働金庫

長野県労働金庫

静岡県労働金庫

北陸労働金庫

東海労働金庫

中国労働金庫

四国労働金庫

沖縄県労働金庫

労働金庫連合会

アール・ワンシステム全体構成




