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1950年（昭和25年） 6月 岡山県勤労者信用組合創立総会
1951年（昭和26年） 8月 全国労働金庫協会創立総会

12月 信用組合広島県労働金庫営業開始
1952年（昭和27年） 3月 信用協同組合山口県労働金庫営業開始
1953年（昭和28年） 6月 信用組合島根県労働金庫設立

10月 労働金庫法制定
1954年（昭和29年） 2月 営業エリアを島根・鳥取両県に拡大（山陰）
1955年（昭和30年） 4月 労働金庫連合会発足

5月 住宅金融公庫代理業務取扱い開始
1959年（昭和34年） 7月 水害罹災者特別融資実施（山口）

11月 炭労支援 1人1，000円預金運動開始（岡山）
1963年（昭和38年） 2月 豪雪災害復旧特別融資実施（山陰）
1965年（昭和40年） 8月 ろうきんアイドル「キン坊」誕生
1970年（昭和45年） 5月 山口県勤労者住宅建設促進資金開始（山口）
1972年（昭和47年） 1月 財形貯蓄（虹の預金）取扱い開始

7月 7月豪雨災害特別貸付実施（山口）
1978年（昭和53年） 5月 預託金による住宅ローンの利子補給制度実施（広島）

8月 労働金庫西部事務センター発足
1981年（昭和56年） 1月 普通預金オンライン・スタート

8月 内国為替取引業開始
1982年（昭和57年）11月 定期預金等オンライン・スタート
1983年（昭和58年） 4月 全国統一「サラ金」対策キャンペーン
1984年（昭和59年） 1月 全国統一オンラインシステム稼動
1985年（昭和60年） 6月 全国労金CDネット網完成
1986年（昭和61年）10月 ろうきん新シンボルマーク（現行）採用
1987年（昭和62年） 5月 マイプラン発売開始
1990年（平成2年） 7月 MICS（全国キャッシュサービス）開始
1991年（平成3年） 1月 新オンラインシステム「UNITY」開始

2月 サンデーバンキング開始
1994年（平成6年） 4月 国債窓口販売取扱い開始

10月 流動性預金金利自由化
1995年（平成7年） 1月 阪神淡路大震災特別融資

4月 阪神・淡路大震災遺児支援定期（エール30）
1998年（平成10年）12月 中小企業金融安定化特別融資制度取扱い開始
1999年（平成11年） 1月 郵貯とのCD提携

勤労者生活支援特別融資取扱い開始
10月 郵貯とのATM入金提携開始

融資限度額特例（担保評価100％）融資制度の新設
2000年（平成12年） 3月 郵貯ジョイントカード取扱い開始

12月 郵貯相互送金サービス取扱い開始
中国4労働金庫統合準備委員会発足

2001年（平成13年） 5月 中国4労働金庫統一商品｢ゆったり.ＵＰ｣発売開始
10月 ろうきんインターネットバンキング開始

2002年（平成14年） 1月 中国4労働金庫合併調印式
9月 中国4労働金庫統合延期

2003年（平成15年） 2月 「日本育英会奨学生入学金融資制度」取扱い開始
6月 中国4労働金庫合併契約書調印・総会で「合併契約書」承認

10月 中国労働金庫誕生
12月 防府支店移転オープン

ローンセンター防府オープン
2004年（平成16年） 4月 電話振替サービス「ZATTS」取扱い開始

6月 アイワイバンク銀行（現セブン銀行）ATM利用提携開始
2005年（平成17年） 6月 山陰合銀ＡＴＭ利用手数料キャッシュバック開始（鳥取・

島根県内支店発行口座）
10月 ローンセンター松江オープン

2006年（平成18年） 1月 MICS加盟金融機関の相互入金サービス開始
Webお知らせサービス開始

10月 ローンセンター岡山東オープン
11月 携帯版Webお知らせサービス開始

2007年（平成19年） 2月 中国ろうきんプレミアム定期の取扱い開始
3月 浜田支店移転オープン
4月 コールセンター開設
5月 「生活応援運動・多重債務対策本部」の設置
6月 インターネット中国支店を開設
7月 他行ＡＴＭ利用手数料の全額キャッシュバック開始

10月 備中支店移転オープン
11月 1号会員、3号会員、4号特例会員の構成員の方を対象に有

担保ローン保証料を無料化
インターネットローンの取扱い開始

2008年（平成20年） 3月 会員専用サイトの開設
4月 米子支店移転オープン

ローンセンター米子オープン
6月 モバイルマイプランの発売
7月 尾道支店移転オープン
9月 中国ろうきん5周年記念クローバーキャンペーン実施

イオン銀行とのATM業務提携開始
12月 就職安定資金融資制度の取扱い開始

2009年（平成21年） 1月 津山支店移転オープン
2月 共済代理の実施
3月 ローンセンター下関オープン
7月 U-30ろうきんパックの発売

10月 ワンダーキャンペーンの実施
2010年（平成22年） 3月 エコアクション21の認証取得

6月 下松支店移転オープン
8月 有担保ローン（対象商品）をご利用いただくすべての方を

対象に保証料を無料化
10月 全労済｢一般火災共済｣の取扱い開始

2011年（平成23年） 4月 予約型ローン「そなYELL」取扱い開始
7月 西条支店・ローンセンター西条移転オープン
8月 三次支店移転オープン

ポイント景品交換制度に「東日本大震災遺児支援コース」
新設

11月 会員構成員1万人アンケート実施
12月 リトライ制度（オリエントコーポレーション保証）取扱い

開始
2012年（平成24年） 3月 ローンセンター営業時間および名称の変更

4月 ホームページの全面リニューアル
安来支店移転オープン

5月 有担保住宅ローンの金利制度見直し
7月 無担保ローンの金利制度見直し

10月 特別金利定期預金「HAPPYプラス」の発売
2013年（平成25年） 3月 プレミアム定期預金S（スペシャル）の発売

6月 益田支店移転オープン
7月 「退職前世代向けサービス『ネクスト・ステージ』」の発売

10月 中国ろうきん創立10周年
2014年（平成26年） 1月 次世代システム（アール・ワン）への移行

5月 ろうきん2014住宅応援キャンペーンの実施
8月 助け合いプラン「安心パック」取扱い開始
9月 山口支店移転オープン

11月 子会社による法人代理店の出店
2015年（平成27年） 3月 本店ビル移転オープン

4月 土曜日営業の開始
5月 本店ビルグランドオープンキャンペーン

11月 教育ローン（カード型）の取扱い開始
2016年（平成28年） 4月 世帯向けサービス「しあわせの襷〈たすき〉」の取扱い開始

5月 玉野支店移転オープン
9月 2016家計応援キャンペーンの展開

12月 Web完結（ペーパーレス）契約スキームの取扱い開始
2017年（平成29年） 4月 住宅プラス500の取扱い開始

おまとめローンの取扱い開始
8月 インターネットバンキング投資信託の取扱い開始

10月 口座開設アプリの取扱い開始
会員専用「Web完結型カードローン（マイプラン）」の取
扱い開始

2018年（平成30年） 4月 認知症治療保険の取扱い開始
住宅プラス500の資金使途拡充

10月 会員専用「Web完結型助け合いプラン『安心パック』専用
フリーローン」の取扱い開始
助け合い制度の見直し

2019年（令和元年） 4月 リバースモーゲージローンの取扱い開始
ロッキーチャンスの取扱い開始

5月 岡山東支店・ローンセンター岡山東移転オープン
因島代理店移転オープン

2020年（令和2年） 4月 プレミアム定期預金Ｌ（ロング）の取扱い開始
7月 三原支店移転オープン
9月 奨学金借換専用ローンの取扱い開始

10月 たんぽぽ認知症年金保険（たんぽぽプラス）の取扱い開始

中国ろうきんの歩み 資料編／財務データ（単体）
◦決算の状況

貸借対照表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 61～64

損益計算書‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥65

剰余金処分計算書‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥65

◦安全性の指標

リスク管理債権
（破綻先債権・延滞債権・3カ月以上延滞債権・

貸出条件緩和債権・合計額）‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥66

金融機能の再生のための緊急措置に関する法律
第7条の規定に基づく「資産の査定の公表」‥‥‥‥‥66

資産査定に係る各種基準の比較‥‥‥‥‥‥ 67～68

◦経営指標

主要な業務の状況を示す指標‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥69

純資産の内訳‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥69

常勤役職員1人当たり預金・貸出金残高‥ ‥‥‥‥69

1店舗当たり預金・貸出金残高‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥69

◦業績の内容

会員数・出資金に関する指標
　‥会員数内訳‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥70

　‥大口出資会員一覧‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥70

　‥出資配当等‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥70

預金に関する指標
　‥預金科目別残高（期末残高）‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥70

　‥預金種類別内訳（平均残高）‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥70

　‥定期預金の固定金利・変動金利別内訳（期末残高）‥‥‥‥70

　‥預金者別内訳（期末残高）‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥70

　‥財形貯蓄残高（期末残高）‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥70

貸出金等に関する指標
　‥貸出金科目別内訳（平均残高）‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥71

　‥貸出金の固定金利・変動金利別内訳（期末残高）‥‥‥‥‥71

　‥貸出金担保種類別内訳（期末残高）‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥71

　‥債務保証見返勘定の担保種類別内訳（期末残高）‥ ‥‥‥71

　‥貸出金使途別内訳（期末残高）‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥71

　‥貸出金貸出先別・業種別内訳（期末残高）‥‥‥‥‥‥‥‥71

　‥預貸率（期末値・期中平均値）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥71

有価証券に関する指標
　‥商品有価証券の種類別の平均残高‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥72

　‥有価証券の種類別・残存期間別の残高‥‥‥‥‥‥‥‥‥72

　‥有価証券の種類別の平均残高‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥72

　‥預証率（期末値・期中平均値）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥72

　‥有価証券の時価情報‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 72～73

　‥金銭の信託の時価情報‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥73

金融先物取引等・デリバティブ取引・‥
先物外国為替取引等‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥73
　‥「当金庫のデリバティブへの取組み姿勢等」について‥‥‥73

その他業務に関する指標
　‥公共債窓口販売実績‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥74

　‥投資信託窓口販売実績‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥74

　‥内国為替取扱実績‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥74

◦自己資本の充実の状況
単体自己資本比率（国内基準）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥74
　‥自己資本の構成に関する開示事項‥‥‥‥‥‥‥ 75～76

　‥自己資本の充実度に関する事項‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥77

　‥信用リスクに関する事項（リスク・ウェイトのみなし計算が適用される
　‥エクスポージャーおよび証券化エクスポージャーを除く）‥‥78～79

　‥信用リスク削減手法に関する事項‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥80

　‥派生商品取引および長期決済期間取引の取引相手の
　‥リスクに関する事項‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥80

　‥証券化エクスポージャーに関する事項‥‥‥‥‥‥‥‥‥80

　‥出資等エクスポージャーに関する事項‥‥‥‥‥‥‥‥‥81

　‥リスク・ウェイトのみなし計算または信用リスク・アセットのみなし
　‥計算が適用されるエクスポージャーに関する事項‥ ‥‥‥‥81

　‥金利リスクに関する事項‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥81

　‥オペレーショナル・リスクに関する事項‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥82
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