
財形持家転貸融資制度

独立行政法人 勤労者退職金共済機構



「財形持家転貸融資制度」（以下「転貸融資制度」という。）は、
財形貯蓄を行っている勤労者が利用できる住宅ローン（公的融資）です。
財形貯蓄の残高に応じた融資を、

事業主（事業主団体・福利厚生会社を含む。）を通じて、
長期・低利で受けることができます。事業主も大きな負担を負うことなく、
社内融資制度の充実をはかることができます。

■財形貯蓄制度を導入することにより、
従業員の福利厚生を充実させることができ、
人材の確保・定着、勤労意欲を高め、労使関係の安定につながります。
■ハローワークの求人票では、
財形制度導入の有無を条件に検索できるようになっているため、
福利厚生制度が充実していることをアピールすることができます。
特に転貸融資制度を導入することは、住宅購入は人生で最も大きな
買い物と言われていることから、メリットが大きいと考えられます。

【財形持家転貸融資制度とは】

【転貸融資制度の特徴とメリット】



■転貸融資制度を利用される勤労者に対する融資限度額について、

財形貯蓄残高の10倍以内で最高4000万円まで、

住宅の建設・購入・リフォームに要する費用（以下「所要額」という。）の

90％以内までお借入れできます。

■住宅の建設・購入（中古住宅も含む。）・リフォームに利用できます。
特に最近は中古住宅を購入し、リフォームするケースが多く見受けられます。
リフォームの場合も新築と同率の金利です。

■融資実行時ではなく、融資申込み時点の金利が適用されます。
そのため金利上昇が予想される場合はメリットとなります。

■低金利の「財形転貸融資制度」と「フラット35」等の住宅ローンが
併用可能です。そのため、多様な資金ニーズに対応が可能です。

■勤退機構の定めた技術基準に適合することが融資の条件となるため、
優れた住宅の質を確保できます。

【財形転貸融資制度の特徴とメリット（つづき）】



【財形転貸融資制度の特例（概要）】

■中小企業にお勤めの方（※）

■子育て中（妊娠中も可）で勤労者の方

・当初５年間通常の貸付金利
を0.2％引下げます。

■自然災害で被災された勤労者の方

・当初５年間通常の貸付金利を
0.2％引下げます。激甚災害は
当初10年間となります。

・融資限度額を
所要額の99％まで引上げます。

※令和２年８月に要件緩和されました。

※親会社が福利厚生会社に出資している場は
利用可能となる場合があります。

併用可能

（併用した場合）

・当初５年間金利0.4％引下げ
・融資限度額を所要額の99％まで引上げ



勤労者

(独)勤労者退職金共済機構

・融資申込み時点の金利を適用
⇒金利上昇時に有利

・リフォームにも同率の金利を適用

固定５年金利

0.69％
（令和３年７月１日現在）
※四半期ごとに改定

債券発行・借入

中小企業の方
子育て中の方
（妊娠中含む）

さらに0.2％引下げ

財形貯蓄取扱金融機関

（ほぼすべての金融機関）

【財形転貸融資制度のしくみ】

※福利厚生会社とは、「事業主又は事業主団体が、専ら、その雇用する勤労者又は
その構成員である事業主の雇用する勤労者の福祉を増進するため、その持家としての
住宅の建設又は購入のための資金の貸付けをさせる目的で出資する法人」と
されています。（勤労者財産形成促進法（昭和46年法律第92号）第9条）

事業主

または

福利厚生会社

財形貯蓄

住宅資金融資

（転貸融資）

福利厚生会社に出資していれば、事業主が
債務を負うことなく、かつ事務負担もなし。
（アウトソーシングが可能）

住宅資金融資

最新金利は財形部
HPをご覧ください。



〇出資により「社内住宅融資制度」に係る手続をアウトソーシングできます。

〇従業員からの融資相談・申込み・回収まですべて福利厚生会社で

行いますので事務負担が軽減されます。

〇利子補給金等の負担を軽減できます。

〇定年や転退職時等の債権回収を福利厚生会社で行います。

●勤務先を退職しても一括返済が不要。

返済条件の変更なく、返済継続が可能です。

●融資申込みから融資資金の受取まで、全て郵送での手続が可能です。

●低金利の「財形転貸融資制度」と「フラット35」等の住宅ローンを

組み合わせることで、多様な資金ニーズに対応することができます。

【福利厚生会社のメリット】

事
業
主

従
業
員

（現在登録は1社のみ） 財形住宅金融株式会社



財形住宅金融㈱ 出資企業一覧（抜粋）

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
味の素株式会社
アステラス製薬株式会社
アビームコンサルティング株式会社
株式会社 アルビオン
アルプスアルパイン株式会社
株式会社 井筒屋
因幡電機産業株式会社
株式会社 インテック
株式会社 NSD
NTN株式会社
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社
株式会社 NTTドコモ
株式会社 エヌ・ティ・ティ・データ
株式会社 NTTファシリティーズ
遠州鉄道株式会社
王子ホールディングス株式会社
大阪ガス株式会社
沖電気工業株式会社
株式会社 オプテージ
オムロン株式会社
株式会社 カネカ
株式会社 河北新報社
川崎重工業株式会社
株式会社 川本製作所
関西電力株式会社
一般財団法人 関東電気保安協会
九州産業交通ホールディングス株式会社
一般財団法人 九州電気保安協会
九州旅客鉄道株式会社
九電産業株式会社
京セラ株式会社
協和キリン株式会社
株式会社 クボタ
グラクソ・スミスクライン株式会社
株式会社 クラレ
株式会社 講談社

コニカミノルタ株式会社
小林製薬株式会社
五洋建設株式会社
サッポロホールディングス株式会社
学校法人産業医科大学
三協立山株式会社
サントリーホールディングス株式会社
JSR株式会社
JXTGホールディングス株式会社
株式会社 JVCケンウッド
株式会社 ジェーシービー
CKD株式会社
株式会社 静岡新聞社
株式会社SYSKEN
株式会社 シーテック
株式会社 集英社
信越化学工業株式会社
EY新日本有限責任監査法人
株式会社SCREENホールディングス
スズキ株式会社
株式会社 スズケン
住友生命保険相互会社
住友電気工業株式会社
住友電装株式会社
セイコーホールディングス株式会社
セコム株式会社
綜合警備保障株式会社
損害保険ジャパン株式会社
第一生命保険株式会社
大王製紙株式会社
ダイキン工業株式会社
大樹生命保険株式会社
大正製薬株式会社
大成建設株式会社
大同生命保険株式会社
大日本住友製薬株式会社
太平洋セメント株式会社
株式会社 大丸松坂屋百貨店
太陽生命保険株式会社
大陽日酸株式会社
大和証券株式会社
武田薬品工業株式会社
田辺三菱製薬株式会社
中外製薬株式会社
一般財団法人 中部電気保安協会
株式会社 中部プラントサービス
TIS株式会社

帝人株式会社
TDK株式会社
株式会社デンソー
株式会社 電通グループ
東急株式会社
東邦ガス株式会社
東北電力株式会社
東北発電工業株式会社
東北放送株式会社
東レ株式会社
凸版印刷株式会社
トッパン・フォームズ株式会社
TOTO株式会社
名古屋トヨペット株式会社
西日本鉄道株式会社
西日本電信電話株式会社
日油株式会社
株式会社 日建設計
日東紡績株式会社
日本軽金属株式会社
日本車輌製造株式会社
日本電信電話株式会社
日本ハム株式会社
日本郵政株式会社
日本郵船株式会社
日本生命保険相互会社
日本たばこ産業株式会社
日本マクドナルドホールディングス株式会社
日本ユニシス株式会社
株式会社 日本旅行
ネスレ日本株式会社
野村證券株式会社
株式会社 野村総合研究所
株式会社 博報堂
パナソニック株式会社
浜松ホトニクス株式会社
株式会社バンダイナムコホールディングス
ピー・アンド・ジー株式会社
東日本電信電話株式会社
株式会社 ビックカメラ
ファイザー株式会社
富国生命保険相互会社
株式会社 FUJI
株式会社 藤崎
不二製油株式会社
ブラザー工業株式会社
株式会社 ブリヂストン

北陸プラントサービス株式会社
北海道中央バス株式会社
一般財団法人 北海道電気保安協会
北海道旅客鉄道株式会社
株式会社 堀場製作所
マツダ株式会社
株式会社 ミキモト
ミサワホーム株式会社
美津濃株式会社
株式会社 みずほ銀行
三井化学株式会社
三井住友海上あいおい生命保険株式会社
三井住友海上火災保険株式会社
株式会社 三井住友銀行
三菱ケミカル株式会社
三菱電機エンジニアリング株式会社
三菱電機ビルテクノサービス株式会社
株式会社 三菱UFJ銀行
みやぎ生活協同組合
株式会社 村田製作所
明治安田生命保険相互会社
メットライフ生命保険株式会社
株式会社 ヤクルト本社
ヤマト運輸株式会社
株式会社 ユアテック
ユニー株式会社
ユニ・チャーム株式会社
株式会社 ヨークベニマル
横浜ゴム株式会社
株式会社 ヨコハマタイヤジャパン
株式会社読売新聞グループ本社
株式会社 リクルートホールディングス
株式会社 リコー
リコージャパン株式会社
リソルホールディングス株式会社
リンナイ株式会社
株式会社 ワコール

ほか

唯一の厚生労働大臣登録の福利厚生会社。
1982年に設立されて以来、企業の社内住宅融資制度のアウトソーシング先として
全国約10,000社近くの企業と提携しています。



【財形転貸融資制度 利用者の声】

年齢区分 性別 ご意見

３０～４０歳未満 男性 会社の福利厚生制度で安心、金利が低い。

３０～４０歳未満 男性 満足しています。

４０～５０歳未満 男性 金利が低いことと、子育て特例は非常に良かった。

３０～４０歳未満 男性
今回の融資内容に満足しています。安心して利用できる制度ですが、
私の会社内でも利用している人が少ないと聞きました。もっと広く周知されると良いのではと感じました。

４０～５０歳未満 男性
子育特例など、知らないことがあった。自分から調べないと分からない状況はもったいないです。
もっと利用してもらえるプレゼンは必要と感じた。

６０歳以上 男性 会社の人たちに紹介したい。社内の告知不足もあるので。

３０～４０歳未満 男性 公的機関のため、安心してローンの利用先として決断できた。良いサービスと感じております。

３０～４０歳未満 男性 あまり知られていないので、広く知ってもらえるようになればいいと思います。



【お問合せ先】

財形制度について、ご不明点等ございましたら、

気軽にご質問・ご相談ください。

TEL： 03-6731-2935

最新金利は
HPを

ご覧ください。

https://www.zaikei.taisyokukin.go.jp/zaikei.php
https://www.zaikei.taisyokukin.go.jp/zaikei.php



