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東海ろうきんクレド
～私たちはお約束します～

情報提供7
私たちはお客さま一人ひとりのニー
ズを正確につかみ、最適な情報を提
供します。

ろうきん代表としての意識2
私たちはろうきんで働くことを誇りに思います。
福祉金融機関のプロであることを常に自覚し、
責任を持って行動します。

コンプライアンス3
私たちは法令および社会規範を遵守します。

お客さまへの感謝4
私たちはいつも感謝の気持ちを持って
お客さまに接します。

誠実な対応5
私たちは誠実に対応します。お客さまや
仲間との信頼を向上させるためいつい
かなるときも真摯に向き合います。

意見尊重6
私たちはお客さまからいただいた
「声」をろうきんの財産とし、
さらなるサービスの向上に繋げます。

職場環境8
私たちは職場をきれいに保ちます。

挨 拶9
私たちはお客さま、ともに働
く仲間に笑顔で挨拶します。

電話対応10
私たちは電話応対の時には、お客さ
まの顔を意識します。親切丁寧な応
対で、安心感をお届けします。

自己研鑽11
私たちはいつでもお客さまの要望に応じた最適な提案が
できるよう、常に自己研鑽に励みます。

チームワーク12
私たちはチームワークを
大切にします。常に声を掛け
合うことで、お互いに助け
合う雰囲気を創ります。

TOKAI ROKIN CREDO
使 命1

私たちの使命は、働く人の生活向上に
結びつく最適な金融サービスを提供し
続けることです。働く人の夢を叶える
ことを第一に考え、行動します。
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金額・比率の表示方法のご案内
1.金額単位
⑴各表に表示した金額単位未満の端数を切り捨てて記載して
います（ただし、「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』」につい
ては、金額単位未満を四捨五入しています）。
⑵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。
⑶期中増減額（比率）､諸利回り、諸比率等の算出にあたって
は、各表上の単位未満を切り捨てた計数を使用しています。
したがって、内訳の合計数値と小計欄・合計欄の数値が一致
しない場合があります。なお、官庁報告に係る諸比率等につ
いては、報告数値をそのまま記載しています。

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。

C O N T E N T S

東海ろうきんのご案内

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。

非営利の原則
金庫は、

営利を目的として
その事業を行ってはならない。

会員に対する
直接奉仕の原則

金庫は、
その行う事業によってその会員に
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

その事業を行ってはならない。

政治的中立の原則

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創った
協同組織の金融機関です。
世の中に金融機関はたくさんありますが、
純粋に働く人の金融機関と呼べるのはろうきんだけです。
ろうきんは、労働金庫法に基づいて「非営利」を原則に、
会員の一人ひとりが主人公として
公正かつ民主的に運営されています。
利用者は全国で約1,000万人。
多くの働く人とそのご家族の方々に
広く利用されています。
ろうきんの業務内容や取扱商品は、
一般の銀行とほとんど変わりはありません。
しかし、働く仲間から預かった資金は、
働く仲間の大切な共有財産として
住宅・結婚・育児・教育・介護など、
働く仲間の生活を守り、より豊かにするために
役立てられています。

ろうきんは、労働金庫法第5条に定められている「非営利の原則」
「会員に対する直接奉仕の原則」「政治的中立の原則」に基づき、
中期事業計画および年度事業計画等を策定し、事業運営を行っています。

ろうきんの理念

Philosophy

ろうきんの基本姿勢

Basic stance

ろうきんの事業運営

Business 
operation
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