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資料説明事項
１．資料の数値で特にお断りしていない場合は２０１９年３月末現在のものです。
２．金額単位の表示方法
特に注記のない限り、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。

３．諸比率の表示方法
特に注記のない限り、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。

東海ろうきんのキャッシュカードなら

ATM利用手数料
即時全額キャッシュバック！

平日忙しいあなたでも
東海ろうきんなら大丈夫!!

土日営業実施中!!
平日は19：00まで営業中!! 　　

（定休日：水曜日・祝日）

他金融機関・コンビニATMでご利用いただいた際の
お引出し手数料を即時ご利用口座へ全額キャッシュバック！

０円
だから実質

その他のローンセンターも日曜営業実施中です！

三県下13のローンセンターでは

詳しくは中開きをご覧ください。
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お問い合わせ・ご相談は 
お気軽に最寄りの
東海ろうきん窓口まで

愛知県

※1 名古屋東支店は融資業務のお取扱いはしておりません。　※2 多治見出張所、垂井出張所は預金業務のみのお取扱いとなります。

岐阜県

三重県

名古屋市
本店営業部 0120-690124
本店新栄ローンセンター 0120-690577
名古屋駅前支店 0120-690168
名古屋東支店 ※1 0120-690127
名古屋北支店 0120-690128
名古屋南支店 0120-692236
金山支店 0120-690173

★金山ローンセンター 0120-690669
名古屋みどり支店 0120-690331
みどりローンセンター 0120-690665

岐阜支店 0120-608621
★岐阜ローンセンター 0120-690260

大垣支店 0120-608622
★大垣ローンセンター 0120-602861

垂井出張所 ※2 0120-608627
各務原支店 0120-608628
可児支店 0120-608623

★可児ローンセンター 0120-602860
多治見出張所 ※2 0120-608624
中津川支店 0120-608625
中津川ローンセンター 0120-696606
高山支店 0120-608626

津支店 0120-191961
★津ローンセンター 0120-191361

桑名支店 0120-191503
桑名ローンセンター 0120-690907
四日市支店 0120-191506

★四日市ローンセンター 0120-192206
鈴鹿支店 0120-191602
鈴鹿ローンセンター 0120-690771
亀山支店 0120-191603
上野支店 0120-191607
名張支店 0120-191608
松阪支店 0120-191702

★松阪ローンセンター 0120-660839
伊勢支店 0120-191703
志摩ろうきんプラザ 0120-690655
尾鷲支店 0120-191707
熊野支店 0120-191803 @1
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インターネットでもろうきんの情報が
ご覧いただけます。

東海ろうきん 検　索
https://tokai.rokin.or.jp/

★のローンセンターでは、土日営業実施中!!平日は19：00まで営業中!!（定休日：水曜日・祝日）
その他のローンセンターも日曜営業実施中です。
また、全てのローンセンター、支店（一部を除く）において毎月第3土曜日にローン相談会を開催しています。

2018年度 決算報告書

一宮支店 0120-690135
一宮ローンセンター 0120-690106
津島支店 0120-690157
小牧支店 0120-690163

★小牧ローンセンター 0120-690766
春日井支店 0120-690172
春日井ローンセンター 0120-690699
瀬戸支店 0120-690153
半田支店 0120-690156

★知多ローンセンター 0120-690706
東海支店 0120-690162
刈谷支店 0120-690145

★刈谷ローンセンター 0120-690126
安城支店 0120-690167
豊田支店 0120-690158
豊田北支店 0120-690161

★豊田ローンセンター 0120-691406
岡崎支店 0120-690152

★岡崎ローンセンター 0120-690288
豊川支店 0120-690164
豊川ローンセンター 0120-690899
豊橋支店 0120-690146

★豊橋ローンセンター 0120-690233

東海ろうきんの現況
ディスクロージャー

ROKIN
DISCLOSURE

東海ろうきんお客さまセンター 0120-226616 平日9：00～18：00（土・日・祝日を除きます）
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ろうきんは、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。働く仲間とその家族の暮らしを支え、快適な
地域づくりに貢献することを目指しています。

●ろうきんは働く人のための福祉金融機関です

ろうきんは福祉金融機関として、
働く人の夢ある明日を創造します。

生活改善・生活防衛・生活設計の３本柱で、多重
債務やマネートラブルを抱えている方の生活を弁
護士や司法書士と連携しながら、最適な解決方法
を検討します。また、セミナー開催を通じて、お金の
大切さやライフプランニングの必要性をお伝えし、
働く人の健全な生活の構築を図ります。

「人々が喜びをもって共生できる社会の実現に寄与する」という理念を
実現するため、地域や社会への幅広い貢献活動を展開しています。

活動の様子

「はたらく人にありがとう」メッセージ募集 授賞式少年野球大会

育成助成金制度・寄付システム・社会貢献商品・ソーシャルビジネスサ
ポートローン等、ＮＰＯ支援活動を積極的に展開しています。

スポーツを通じて青少年の健全育成のため、「ろうきん杯争奪少年野球
大会」等のスポーツ事業を支援しています。
また、働くことの意義や感謝と伝える場を提供する「はたらく人ありがと
う」メッセージ募集を行い、勤労感謝の日には入賞者とそのご家族を対
象に授賞式・朗読会を開催しています。

会員の皆様からいただいた出資金や、ろうきんが今まで蓄積した利益の合計
で、ろうきん自身のお金のことです。自己資本比率は、金融機関の経営の健
全度を示す一番ポピュラーな指標です。比率が高いほど健全な金融機関と
いえます。

●自己資本とは

多くのお客様に引き続き、財形貯蓄や定期預金をはじめとする預金をご利用
いただいています。また、お預かりした預金は住宅ローン・カーライフローン・教
育ローンなどに使われ、共に働く仲間の生活を守り、より豊かになるように役
立てています。

●預金もローンも増加しています

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。

ろうきんは、営利を目的とせず、一人ひとりが主人公として公正・民主的
に運営されています。
利用者は全国で約1,000万人。多くの皆様に共感いただきながら、ご
利用いただいています。

●ろうきんは営利を目的としません

ろうきんは、働く人とその家族の暮らしと財産をお守りすることを第一に
考えた商品・サービスを提供しています。また、お預かりした資金は、働く
仲間のより豊かな生活のために役立てられています。

●ろうきんは生活者本位で考えます

「ろうきん」って
どんな金融機関なの?

預金・ローン残高

自己資本比率

（注）当金庫では2018年度末までに計8回の住宅ローン債権の証券化を実施しています。記載のローン残高には、証券化
した住宅ローンの残高を含んでいます。

■預金残高 ■ローン残高
元本や利息の返済がされなくな
る可能性のあるローンのことで
す。ローン全体に占めるこの割合
をリスク管理債権比率と言い、こ
の比率が低いことは健全な証と
言えます。

●リスク管理債権とは

お客様の大切な預金を、お金を
必要としている「働く仲間」のため
に貸し出し、きちんと返済されて
いるからです。ろうきんは働く仲間
がお互いに助け合う仲介役を果
たしています。

●リスク管理債権比率が
　低い理由

リスク管理債権 東海ろうきんの社会貢献活動

働く仲間の生活向上を図るため、より良い
商品やサービスの提供、地域・社会貢献活
動等に利用されるほか、ろうきんの健全性強
化のため内部留保として蓄えられています。

●ろうきんの利益は何に
　使われているの

経常利益、当期純利益ともに前年度を上
回りました。預金貸出金の利鞘は縮小した
ものの、住宅ローンの大幅な伸長により、経
常収益は前年度比で大きく増加しました。

●収益確保できています

営業活動によって通常発生する収益から費用を引
いたものです。

経常利益とは

経常利益に税金等を加減した最終的な利益です。
当期純利益とは

経常利益・当期純利益

■リスク管理債権比率

リスク管理債権合計 リスク管理債権比率◆

預金残高は

1兆7,122億円
リスク管理債権比率は0.38％

（譲渡性預金を含む）

ローン残高は

1兆4,747億円
（注）

ろうきんの取組の意義

破綻先債権
延滞債権貸出条件緩和債権

3ヵ月以上延滞債権

ろうきんの理念

（単位：億円）

2018年度2016年度 2017年度

17,122
15,671 16,028

（単位：億円）

2018年度2016年度 2017年度

13,269
14,747

（単位：百万円、%）

5,667
4,855

2018年度

4,610

2016年度 2017年度

0.35 0.380.35

■経常利益

■当期純利益 （単位：百万円）

2018年度2016年度 2017年度

2,907
2,703 2,837

（単位：百万円）

2018年度2016年度 2017年度

3,959
3,792 3,875

●活動の一例
社会貢献商品は、毎年、普通預金1件につ
き10円、住宅ローン1件につき100円、こど
も積立預金「おやごころ」の残高の0.01％
を愛知県・岐阜県・三重県で地域の課題解
決に取組むNPO団体に寄付しています。
2018年度は155万円を寄付しました。

生活応援運動の取組

ＮＰＯ支援活動の取組

地域貢献活動の取組

01 03 05

06

04
02

13,668

東海ろうきんの自己資本比率は9.41％となっており、国内基準である4％を
大きく上回っています。つまり、とても健全な金融機関といえます。

●国内基準を上回っています
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ろうきんは、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。働く仲間とその家族の暮らしを支え、快適な
地域づくりに貢献することを目指しています。

●ろうきんは働く人のための福祉金融機関です

ろうきんは福祉金融機関として、
働く人の夢ある明日を創造します。

生活改善・生活防衛・生活設計の３本柱で、多重
債務やマネートラブルを抱えている方の生活を弁
護士や司法書士と連携しながら、最適な解決方法
を検討します。また、セミナー開催を通じて、お金の
大切さやライフプランニングの必要性をお伝えし、
働く人の健全な生活の構築を図ります。

「人々が喜びをもって共生できる社会の実現に寄与する」という理念を
実現するため、地域や社会への幅広い貢献活動を展開しています。

活動の様子

「はたらく人にありがとう」メッセージ募集 授賞式少年野球大会

育成助成金制度・寄付システム・社会貢献商品・ソーシャルビジネスサ
ポートローン等、ＮＰＯ支援活動を積極的に展開しています。

スポーツを通じて青少年の健全育成のため、「ろうきん杯争奪少年野球
大会」等のスポーツ事業を支援しています。
また、働くことの意義や感謝と伝える場を提供する「はたらく人ありがと
う」メッセージ募集を行い、勤労感謝の日には入賞者とそのご家族を対
象に授賞式・朗読会を開催しています。

会員の皆様からいただいた出資金や、ろうきんが今まで蓄積した利益の合計
で、ろうきん自身のお金のことです。自己資本比率は、金融機関の経営の健
全度を示す一番ポピュラーな指標です。比率が高いほど健全な金融機関と
いえます。

●自己資本とは

多くのお客様に引き続き、財形貯蓄や定期預金をはじめとする預金をご利用
いただいています。また、お預かりした預金は住宅ローン・カーライフローン・教
育ローンなどに使われ、共に働く仲間の生活を守り、より豊かになるように役
立てています。

●預金もローンも増加しています

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。

ろうきんは、営利を目的とせず、一人ひとりが主人公として公正・民主的
に運営されています。
利用者は全国で約1,000万人。多くの皆様に共感いただきながら、ご
利用いただいています。

●ろうきんは営利を目的としません

ろうきんは、働く人とその家族の暮らしと財産をお守りすることを第一に
考えた商品・サービスを提供しています。また、お預かりした資金は、働く
仲間のより豊かな生活のために役立てられています。

●ろうきんは生活者本位で考えます

「ろうきん」って
どんな金融機関なの?

預金・ローン残高

自己資本比率

（注）当金庫では2018年度末までに計8回の住宅ローン債権の証券化を実施しています。記載のローン残高には、証券化
した住宅ローンの残高を含んでいます。

■預金残高 ■ローン残高
元本や利息の返済がされなくな
る可能性のあるローンのことで
す。ローン全体に占めるこの割合
をリスク管理債権比率と言い、こ
の比率が低いことは健全な証と
言えます。

●リスク管理債権とは

お客様の大切な預金を、お金を
必要としている「働く仲間」のため
に貸し出し、きちんと返済されて
いるからです。ろうきんは働く仲間
がお互いに助け合う仲介役を果
たしています。

●リスク管理債権比率が
　低い理由

リスク管理債権 東海ろうきんの社会貢献活動

働く仲間の生活向上を図るため、より良い
商品やサービスの提供、地域・社会貢献活
動等に利用されるほか、ろうきんの健全性強
化のため内部留保として蓄えられています。

●ろうきんの利益は何に
　使われているの

経常利益、当期純利益ともに前年度を上
回りました。預金貸出金の利鞘は縮小した
ものの、住宅ローンの大幅な伸長により、経
常収益は前年度比で大きく増加しました。

●収益確保できています

営業活動によって通常発生する収益から費用を引
いたものです。

経常利益とは

経常利益に税金等を加減した最終的な利益です。
当期純利益とは

経常利益・当期純利益

■リスク管理債権比率

リスク管理債権合計 リスク管理債権比率◆

預金残高は

1兆7,122億円
リスク管理債権比率は0.38％

（譲渡性預金を含む）

ローン残高は

1兆4,747億円
（注）

ろうきんの取組の意義

破綻先債権
延滞債権貸出条件緩和債権

3ヵ月以上延滞債権

ろうきんの理念

（単位：億円）

2018年度2016年度 2017年度

17,122
15,671 16,028

（単位：億円）

2018年度2016年度 2017年度

13,269
14,747

（単位：百万円、%）

5,667
4,855

2018年度

4,610

2016年度 2017年度

0.35 0.380.35

■経常利益

■当期純利益 （単位：百万円）

2018年度2016年度 2017年度

2,907
2,703 2,837

（単位：百万円）

2018年度2016年度 2017年度

3,959
3,792 3,875

●活動の一例
社会貢献商品は、毎年、普通預金1件につ
き10円、住宅ローン1件につき100円、こど
も積立預金「おやごころ」の残高の0.01％
を愛知県・岐阜県・三重県で地域の課題解
決に取組むNPO団体に寄付しています。
2018年度は155万円を寄付しました。

生活応援運動の取組

ＮＰＯ支援活動の取組

地域貢献活動の取組

01 03 05

06

04
02

13,668

東海ろうきんの自己資本比率は9.41％となっており、国内基準である4％を
大きく上回っています。つまり、とても健全な金融機関といえます。

●国内基準を上回っています
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ろうきんは、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。働く仲間とその家族の暮らしを支え、快適な
地域づくりに貢献することを目指しています。

●ろうきんは働く人のための福祉金融機関です

ろうきんは福祉金融機関として、
働く人の夢ある明日を創造します。

生活改善・生活防衛・生活設計の３本柱で、多重
債務やマネートラブルを抱えている方の生活を弁
護士や司法書士と連携しながら、最適な解決方法
を検討します。また、セミナー開催を通じて、お金の
大切さやライフプランニングの必要性をお伝えし、
働く人の健全な生活の構築を図ります。

「人々が喜びをもって共生できる社会の実現に寄与する」という理念を
実現するため、地域や社会への幅広い貢献活動を展開しています。

活動の様子

「はたらく人にありがとう」メッセージ募集 授賞式少年野球大会

育成助成金制度・寄付システム・社会貢献商品・ソーシャルビジネスサ
ポートローン等、ＮＰＯ支援活動を積極的に展開しています。

スポーツを通じて青少年の健全育成のため、「ろうきん杯争奪少年野球
大会」等のスポーツ事業を支援しています。
また、働くことの意義や感謝と伝える場を提供する「はたらく人ありがと
う」メッセージ募集を行い、勤労感謝の日には入賞者とそのご家族を対
象に授賞式・朗読会を開催しています。

会員の皆様からいただいた出資金や、ろうきんが今まで蓄積した利益の合計
で、ろうきん自身のお金のことです。自己資本比率は、金融機関の経営の健
全度を示す一番ポピュラーな指標です。比率が高いほど健全な金融機関と
いえます。

●自己資本とは

多くのお客様に引き続き、財形貯蓄や定期預金をはじめとする預金をご利用
いただいています。また、お預かりした預金は住宅ローン・カーライフローン・教
育ローンなどに使われ、共に働く仲間の生活を守り、より豊かになるように役
立てています。

●預金もローンも増加しています

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。

ろうきんは、営利を目的とせず、一人ひとりが主人公として公正・民主的
に運営されています。
利用者は全国で約1,000万人。多くの皆様に共感いただきながら、ご
利用いただいています。

●ろうきんは営利を目的としません

ろうきんは、働く人とその家族の暮らしと財産をお守りすることを第一に
考えた商品・サービスを提供しています。また、お預かりした資金は、働く
仲間のより豊かな生活のために役立てられています。

●ろうきんは生活者本位で考えます

「ろうきん」って
どんな金融機関なの?

預金・ローン残高

自己資本比率

（注）当金庫では2018年度末までに計8回の住宅ローン債権の証券化を実施しています。記載のローン残高には、証券化
した住宅ローンの残高を含んでいます。

■預金残高 ■ローン残高
元本や利息の返済がされなくな
る可能性のあるローンのことで
す。ローン全体に占めるこの割合
をリスク管理債権比率と言い、こ
の比率が低いことは健全な証と
言えます。

●リスク管理債権とは

お客様の大切な預金を、お金を
必要としている「働く仲間」のため
に貸し出し、きちんと返済されて
いるからです。ろうきんは働く仲間
がお互いに助け合う仲介役を果
たしています。

●リスク管理債権比率が
　低い理由

リスク管理債権 東海ろうきんの社会貢献活動

働く仲間の生活向上を図るため、より良い
商品やサービスの提供、地域・社会貢献活
動等に利用されるほか、ろうきんの健全性強
化のため内部留保として蓄えられています。

●ろうきんの利益は何に
　使われているの

経常利益、当期純利益ともに前年度を上
回りました。預金貸出金の利鞘は縮小した
ものの、住宅ローンの大幅な伸長により、経
常収益は前年度比で大きく増加しました。

●収益確保できています

営業活動によって通常発生する収益から費用を引
いたものです。

経常利益とは

経常利益に税金等を加減した最終的な利益です。
当期純利益とは

経常利益・当期純利益

■リスク管理債権比率

リスク管理債権合計 リスク管理債権比率◆

預金残高は

1兆7,122億円
リスク管理債権比率は0.38％

（譲渡性預金を含む）

ローン残高は

1兆4,747億円
（注）

ろうきんの取組の意義

破綻先債権
延滞債権貸出条件緩和債権

3ヵ月以上延滞債権

ろうきんの理念

（単位：億円）

2018年度2016年度 2017年度

17,122
15,671 16,028

（単位：億円）

2018年度2016年度 2017年度

13,269
14,747

（単位：百万円、%）

5,667
4,855

2018年度

4,610

2016年度 2017年度

0.35 0.380.35

■経常利益

■当期純利益 （単位：百万円）

2018年度2016年度 2017年度

2,907
2,703 2,837

（単位：百万円）

2018年度2016年度 2017年度

3,959
3,792 3,875

●活動の一例
社会貢献商品は、毎年、普通預金1件につ
き10円、住宅ローン1件につき100円、こど
も積立預金「おやごころ」の残高の0.01％
を愛知県・岐阜県・三重県で地域の課題解
決に取組むNPO団体に寄付しています。
2018年度は155万円を寄付しました。

生活応援運動の取組

ＮＰＯ支援活動の取組

地域貢献活動の取組

01 03 05

06

04
02

13,668

東海ろうきんの自己資本比率は9.41％となっており、国内基準である4％を
大きく上回っています。つまり、とても健全な金融機関といえます。

●国内基準を上回っています
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ろうきんは、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。働く仲間とその家族の暮らしを支え、快適な
地域づくりに貢献することを目指しています。

●ろうきんは働く人のための福祉金融機関です

ろうきんは福祉金融機関として、
働く人の夢ある明日を創造します。

生活改善・生活防衛・生活設計の３本柱で、多重
債務やマネートラブルを抱えている方の生活を弁
護士や司法書士と連携しながら、最適な解決方法
を検討します。また、セミナー開催を通じて、お金の
大切さやライフプランニングの必要性をお伝えし、
働く人の健全な生活の構築を図ります。

「人々が喜びをもって共生できる社会の実現に寄与する」という理念を
実現するため、地域や社会への幅広い貢献活動を展開しています。

活動の様子

「はたらく人にありがとう」メッセージ募集 授賞式少年野球大会

育成助成金制度・寄付システム・社会貢献商品・ソーシャルビジネスサ
ポートローン等、ＮＰＯ支援活動を積極的に展開しています。

スポーツを通じて青少年の健全育成のため、「ろうきん杯争奪少年野球
大会」等のスポーツ事業を支援しています。
また、働くことの意義や感謝と伝える場を提供する「はたらく人ありがと
う」メッセージ募集を行い、勤労感謝の日には入賞者とそのご家族を対
象に授賞式・朗読会を開催しています。

会員の皆様からいただいた出資金や、ろうきんが今まで蓄積した利益の合計
で、ろうきん自身のお金のことです。自己資本比率は、金融機関の経営の健
全度を示す一番ポピュラーな指標です。比率が高いほど健全な金融機関と
いえます。

●自己資本とは

多くのお客様に引き続き、財形貯蓄や定期預金をはじめとする預金をご利用
いただいています。また、お預かりした預金は住宅ローン・カーライフローン・教
育ローンなどに使われ、共に働く仲間の生活を守り、より豊かになるように役
立てています。

●預金もローンも増加しています

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。

ろうきんは、営利を目的とせず、一人ひとりが主人公として公正・民主的
に運営されています。
利用者は全国で約1,000万人。多くの皆様に共感いただきながら、ご
利用いただいています。

●ろうきんは営利を目的としません

ろうきんは、働く人とその家族の暮らしと財産をお守りすることを第一に
考えた商品・サービスを提供しています。また、お預かりした資金は、働く
仲間のより豊かな生活のために役立てられています。

●ろうきんは生活者本位で考えます

「ろうきん」って
どんな金融機関なの?

預金・ローン残高

自己資本比率

（注）当金庫では2018年度末までに計8回の住宅ローン債権の証券化を実施しています。記載のローン残高には、証券化
した住宅ローンの残高を含んでいます。

■預金残高 ■ローン残高
元本や利息の返済がされなくな
る可能性のあるローンのことで
す。ローン全体に占めるこの割合
をリスク管理債権比率と言い、こ
の比率が低いことは健全な証と
言えます。

●リスク管理債権とは

お客様の大切な預金を、お金を
必要としている「働く仲間」のため
に貸し出し、きちんと返済されて
いるからです。ろうきんは働く仲間
がお互いに助け合う仲介役を果
たしています。

●リスク管理債権比率が
　低い理由

リスク管理債権 東海ろうきんの社会貢献活動

働く仲間の生活向上を図るため、より良い
商品やサービスの提供、地域・社会貢献活
動等に利用されるほか、ろうきんの健全性強
化のため内部留保として蓄えられています。

●ろうきんの利益は何に
　使われているの

経常利益、当期純利益ともに前年度を上
回りました。預金貸出金の利鞘は縮小した
ものの、住宅ローンの大幅な伸長により、経
常収益は前年度比で大きく増加しました。

●収益確保できています

営業活動によって通常発生する収益から費用を引
いたものです。

経常利益とは

経常利益に税金等を加減した最終的な利益です。
当期純利益とは

経常利益・当期純利益

■リスク管理債権比率

リスク管理債権合計 リスク管理債権比率◆

預金残高は

1兆7,122億円
リスク管理債権比率は0.38％

（譲渡性預金を含む）

ローン残高は

1兆4,747億円
（注）

ろうきんの取組の意義

破綻先債権
延滞債権貸出条件緩和債権

3ヵ月以上延滞債権

ろうきんの理念

（単位：億円）

2018年度2016年度 2017年度

17,122
15,671 16,028

（単位：億円）

2018年度2016年度 2017年度

13,269
14,747

（単位：百万円、%）

5,667
4,855

2018年度

4,610

2016年度 2017年度

0.35 0.380.35

■経常利益

■当期純利益 （単位：百万円）

2018年度2016年度 2017年度

2,907
2,703 2,837

（単位：百万円）

2018年度2016年度 2017年度

3,959
3,792 3,875

●活動の一例
社会貢献商品は、毎年、普通預金1件につ
き10円、住宅ローン1件につき100円、こど
も積立預金「おやごころ」の残高の0.01％
を愛知県・岐阜県・三重県で地域の課題解
決に取組むNPO団体に寄付しています。
2018年度は155万円を寄付しました。

生活応援運動の取組

ＮＰＯ支援活動の取組

地域貢献活動の取組
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13,668

東海ろうきんの自己資本比率は9.41％となっており、国内基準である4％を
大きく上回っています。つまり、とても健全な金融機関といえます。

●国内基準を上回っています
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資料説明事項
１．資料の数値で特にお断りしていない場合は２０１９年３月末現在のものです。
２．金額単位の表示方法
特に注記のない限り、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。

３．諸比率の表示方法
特に注記のない限り、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。

東海ろうきんのキャッシュカードなら

ATM利用手数料
即時全額キャッシュバック！

平日忙しいあなたでも
東海ろうきんなら大丈夫!!

土日営業実施中!!
平日は19：00まで営業中!! 　　

（定休日：水曜日・祝日）

他金融機関・コンビニATMでご利用いただいた際の
お引出し手数料を即時ご利用口座へ全額キャッシュバック！

０円
だから実質

その他のローンセンターも日曜営業実施中です！

三県下13のローンセンターでは

詳しくは中開きをご覧ください。
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愛知
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@8 中津川

@7 多治見
@6 可児

@3 大垣

#3 鈴鹿

#1 桑名

#5 上野

#6 名張

#0 津

#7 松阪
#8 伊勢

#9 志摩ろうきんプラザ

$0 尾鷲

$1 熊野
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@4 垂井

o 津島

#2 四日市

#4 亀山
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!3!3

岐阜
各務原

小牧

春日井

豊田北
豊田

岡崎安城

豊川
豊橋

刈谷

瀬戸

半田

!5
!4 東海

t 名古屋南

e 名古屋東

w 名古屋駅前

y 金山

u 名古屋みどり

名古屋北 r

q 本店中村区

中川区

熱田区

港区

瑞穂区
天白区

昭和区

千種区

南区

緑区

中区

東区

i 一宮

お問い合わせ・ご相談は 
お気軽に最寄りの
東海ろうきん窓口まで

愛知県

※1 名古屋東支店は融資業務のお取扱いはしておりません。　※2 多治見出張所、垂井出張所は預金業務のみのお取扱いとなります。

岐阜県

三重県

名古屋市
本店営業部 0120-690124
本店新栄ローンセンター 0120-690577
名古屋駅前支店 0120-690168
名古屋東支店 ※1 0120-690127
名古屋北支店 0120-690128
名古屋南支店 0120-692236
金山支店 0120-690173

★金山ローンセンター 0120-690669
名古屋みどり支店 0120-690331
みどりローンセンター 0120-690665

岐阜支店 0120-608621
★岐阜ローンセンター 0120-690260

大垣支店 0120-608622
★大垣ローンセンター 0120-602861

垂井出張所 ※2 0120-608627
各務原支店 0120-608628
可児支店 0120-608623

★可児ローンセンター 0120-602860
多治見出張所 ※2 0120-608624
中津川支店 0120-608625
中津川ローンセンター 0120-696606
高山支店 0120-608626

津支店 0120-191961
★津ローンセンター 0120-191361

桑名支店 0120-191503
桑名ローンセンター 0120-690907
四日市支店 0120-191506

★四日市ローンセンター 0120-192206
鈴鹿支店 0120-191602
鈴鹿ローンセンター 0120-690771
亀山支店 0120-191603
上野支店 0120-191607
名張支店 0120-191608
松阪支店 0120-191702

★松阪ローンセンター 0120-660839
伊勢支店 0120-191703
志摩ろうきんプラザ 0120-690655
尾鷲支店 0120-191707
熊野支店 0120-191803 @1
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インターネットでもろうきんの情報が
ご覧いただけます。

東海ろうきん 検　索
https://tokai.rokin.or.jp/

★のローンセンターでは、土日営業実施中!!平日は19：00まで営業中!!（定休日：水曜日・祝日）
その他のローンセンターも日曜営業実施中です。
また、全てのローンセンター、支店（一部を除く）において毎月第3土曜日にローン相談会を開催しています。

2018年度 決算報告書

一宮支店 0120-690135
一宮ローンセンター 0120-690106
津島支店 0120-690157
小牧支店 0120-690163

★小牧ローンセンター 0120-690766
春日井支店 0120-690172
春日井ローンセンター 0120-690699
瀬戸支店 0120-690153
半田支店 0120-690156

★知多ローンセンター 0120-690706
東海支店 0120-690162
刈谷支店 0120-690145

★刈谷ローンセンター 0120-690126
安城支店 0120-690167
豊田支店 0120-690158
豊田北支店 0120-690161

★豊田ローンセンター 0120-691406
岡崎支店 0120-690152

★岡崎ローンセンター 0120-690288
豊川支店 0120-690164
豊川ローンセンター 0120-690899
豊橋支店 0120-690146

★豊橋ローンセンター 0120-690233

東海ろうきんの現況
ディスクロージャー

ROKIN
DISCLOSURE

東海ろうきんお客さまセンター 0120-226616 平日9：00～18：00（土・日・祝日を除きます）



2019.6.7
鈴木りょ

2019.6.11
宮崎

2019.6.20
松家

2019.7.5
丸山

2019.7.9
三宅

資料説明事項
１．資料の数値で特にお断りしていない場合は２０１９年３月末現在のものです。
２．金額単位の表示方法
特に注記のない限り、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。

３．諸比率の表示方法
特に注記のない限り、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。

東海ろうきんのキャッシュカードなら

ATM利用手数料
即時全額キャッシュバック！

平日忙しいあなたでも
東海ろうきんなら大丈夫!!

土日営業実施中!!
平日は19：00まで営業中!! 　　

（定休日：水曜日・祝日）

他金融機関・コンビニATMでご利用いただいた際の
お引出し手数料を即時ご利用口座へ全額キャッシュバック！

０円
だから実質

その他のローンセンターも日曜営業実施中です！

三県下13のローンセンターでは

詳しくは中開きをご覧ください。
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w 名古屋駅前

y 金山

u 名古屋みどり

名古屋北 r

q 本店中村区

中川区

熱田区

港区

瑞穂区
天白区

昭和区

千種区

南区

緑区

中区

東区

i 一宮

お問い合わせ・ご相談は 
お気軽に最寄りの
東海ろうきん窓口まで

愛知県

※1 名古屋東支店は融資業務のお取扱いはしておりません。　※2 多治見出張所、垂井出張所は預金業務のみのお取扱いとなります。

岐阜県

三重県

名古屋市
本店営業部 0120-690124
本店新栄ローンセンター 0120-690577
名古屋駅前支店 0120-690168
名古屋東支店 ※1 0120-690127
名古屋北支店 0120-690128
名古屋南支店 0120-692236
金山支店 0120-690173

★金山ローンセンター 0120-690669
名古屋みどり支店 0120-690331
みどりローンセンター 0120-690665

岐阜支店 0120-608621
★岐阜ローンセンター 0120-690260

大垣支店 0120-608622
★大垣ローンセンター 0120-602861

垂井出張所 ※2 0120-608627
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★可児ローンセンター 0120-602860
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★津ローンセンター 0120-191361
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★松阪ローンセンター 0120-660839
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