
バブル崩壊以降、長期間にわたって低迷してきた

日本経済も、株価の持ち直し等をはじめ、少しず

つ回復のきざしが見えてまいりましたが、引続

き厳しい環境下にあります。

そのような状況の中、たましんでは地域経済の

発展を願いさまざまな施策を展開いたしました。

地域活性化のために何をすればいいのか。地域

金融機関として何ができるのか。創業70周年の

節目の年は、私たちたましんの存在意義の問わ

れる大切な年でもありました。

小誌「たましんレポート2004」は平成15年度におけ

るたましんの取組をまとめたものです。ぜひご高

覧いただき、たましんのことをより深くご理解い

ただければ幸いです。

基本方針

PROFILE

Tamash i n  R e po r t  2 0 0 4

創　立 昭和8年12月26日
有限責任立川信用組合として設立

出資金 13,623百万円
本　店 東京都立川市曙町2丁目8番28号
店舗数 本支店 48

出張所 1
店外キャッシュサービスコーナー　37

職員数 1,413名（男性927名、女性486名）

わが信用金庫は社会的公器として、

協同組織による地域金融機関たる精神に徹し、

1 役職員一致の体制を整え

2 信義誠実、明朗堅実にして信頼に富む職場を築き

3 業容の増大、質の向上を図って金融の疎通につとめ

以て地元の繁栄とわが国経済の振興に

寄与することを念願する。

（平成16年3月末現在）
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地域社会とたましん

業績概要

商品・サービスのご案内

たましんの概要

「リレーションシップバンキングの機能強化に関する
アクションプログラム」に基づく機能強化計画の進捗
状況（要約）については、たましんのホームページ
（http://www.tamashin.jp）に掲載しております。

・本誌では、原則として単位未満（構成比等の比率については表示した
数値未満）を切捨てのうえ表示しています。したがって項目ごとを合計
した場合、合計を表示している欄等との数値が一致しない場合があり
ます。
・3月末時点の計数については「○年3月末」、期間中の計数については
「○年度」として項目表示しています。
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多摩でがんばる地元企業と共に。
たましんは、地域経済の振興と発展に取組み　 ます。

ごあいさつ

皆さまにおかれましては、ますますご清栄のことと
お喜び申し上げます。また、平素よりたましんに格段の
ご愛顧とお引き立てを賜りまして大変感謝しており
ます。
たましんの業績推移や活動状況をまとめた「たましん
レポート2004」を、本年も作成いたしました。ご高覧を
賜り、皆さまのたましんへのご理解をより一層深めて
いただければ幸いに存じます。
平成15年度を振り返りますと、年度当初からイラク

情勢の緊迫によって米国の景気回復が停滞したことや
SARSの発生などによって一時的な停滞が見られたも
のの、これらの外部要因が改善したこともあって、景気
回復の動きが続いております。りそな銀行への公的資金
の注入によって金融システム不安が大幅に後退し、株価
も持ち直したことにより、日本経済に明るさが見えて
きました。しかし、金融政策面では、日本銀行が金融
目標を「金利」から「量」に変更し、平成13年3月に量的
金融緩和政策を導入して以来、解除されることなく、
平成15年度も引き続き継続されました。これは、量的
金融緩和解除条件である消費者物価指数が平成15年
度に入っても下落基調が続いていることによるもので、
日本経済は景気回復基調にあるものの、デフレ状態は
依然として続いております。こうした中、ペイオフ全面解
禁まで残り1年となり、信用金庫業界では統合の動きが
続きました。
当金庫の業容に目を転じますと、総預金期中平残で
前期比475億円増加（3.4％増）の1兆4,121億円、期末残
高で前期末比369億円増加（2.6％増）の1兆4,183億円
となりました。また、総貸出金期中平残は、前期比124
億円増加（1.4％増）の8,877億円、期末残高では前期末
比2億円増加（0.0％増）の8,856億円となりました。
預金が順調に増加した一方で、貸出金についての

増加は僅かでありましたが、過去、減少傾向が続いて
きた中で平成14年度に続き2期連続で増加したことは、
たましんの事業展開が地域のお客さまに受入れられ、
支持をいただいている結果であると認識しております。
収益面では、貸出金の増加が計画値に及ばなかった
ものの、2期連続で増加したことや適正金利の運用等
により、貸出金利息が増加したことに加え、預金利息の
減少、一般貸倒引当金の戻入等により業務純益99億円
（前期比13.3％増）を計上いたしました。一般貸倒引当金
取崩21億円に対し、個別貸倒引当金繰入額61億円、

貸出金償却4億円となり、税引後の当期純利益は33億
円（前期比189.0％増）となりました。不良債権比率は
7.50％（前期比0.87ポイント減）と低下しました。また、
自己資本比率は0.32ポイント上昇し7.78％となりました。
業務面では、平成14年度に引き続き平成15年度も

相談業務の拡充に努め、金融サービスや情報サービス
の提供をさらに強化するため、「企業再生融資 Winα」
「法人総合サービス BOB」等の新商品の発売や相談
業務に重点を置く営業係の増員を図っております。今
後も堅実な経営に徹するとともに、さらに地域のお客
さまのお役に立つ金融機関を目指した事業展開を図っ
てまいります。
景気が底を打ち回復基調に転じてきているとはいえ、
平成16年度も依然として厳しい経済環境の下での事業
運営が予想されます。しかし、厳しい時こそ地域の
皆さまに貢献することが当金庫の使命であると考え、
一層金融サービスの充実を図ってまいります。また、
平成15年3月に公表された「リレーションシップバン
キングの機能強化に関するアクションプログラム」を受
けて当金庫は「リレーションシップバンキングの機能強化
計画」を作成し実践しておりますが、平成16年度はこの
計画の最終年度ともなっています。「リレーションシップ
バンキングの機能強化計画」は平成14年度よりスタート
した当金庫の「中期経営計画」と方向性を同じくしてお
り、「中期経営計画」達成により同時に完了できるもの
と考えております。さらに、非金融面でも皆さまに親し
まれております「たましん地域文化財団」や「多摩らいふ
倶楽部」の事業活動を通じて地域社会の発展とお客
さまの幸せづくりに貢献させていただくことは、多くの
お客さまにご賛同いただけるものと確信しております。
つきましては、これからも、皆さまの変わらぬご協力、
ご支援を賜りますよう、心よりお願い申しあげます。

中期経営計画

たましんは「お客さまの幸せづくり」を経

営理念に掲げ、事業活動を展開しており

ます。適正な自己査定による信用リスク

に応じた償却・引当の実施等により、

資産の健全性維持を図ってまいりました。

今後も適正な収益を確保し、健全経営

による自己資本の充実に努めるととも

に、地域のお客さまから信頼されるため

のコンプライアンス（法令等遵守）体制の

強化を通し、地域金融機関として誠実で

公正な業務遂行を果たしてまいります。

（詳細は「業績概要」p10～16をご参照く

ださい）

たましんでは、平成14年4月より「多摩のマイバンク」としての存在意義をより一層発揮し、「お客さまの幸せづくり」に貢献

できるよう、3カ年の中期経営計画に取組んでいます。平成16年度は、この計画の最終年度であり、耐えざる「自己革新」

による「情報と知恵」の連鎖で「思いと感動」を共有し、地域のお客さまに信頼され役に立つ金融機関を目指し、

計画の達成に向けた努力をしてまいります。

地域金融機関の使命として地域経済活性

化へ向けたさらなる取組みが求められる

中、「企業再生・創業支援」を柱とした

事業所向けご融資の充実を図るととも

に、ビジネスマッチングをはじめとする

各種情報のご提供等、地元の事業者の

方々のニーズに応じた付加価値サービス

を展開してまいりました。また個人のお

客さまの夢の実現をお手伝いするため、

住宅ローン・消費者ローン等の商品や

サービスを多数ラインナップし地域社会

発展のお手伝いをさせていただきます。

（詳細は「地域社会とたましん」p6～9を

ご参照ください）

お客さまからお預かりした資金を地域の

方々にご融資し、生活や事業繁栄のお手

伝いをすることは、地域金融機関の本業

による地域貢献であると考えています。

また地域経済の活性化を側面から支援す

るため、地元企業の優れたビジネスモデル

と技術・製品を顕彰する制度の創設や

郷土資料の収集・芸術家支援等の文化の

向上に向けた活動等、金融面にとどまら

ない非金融面における取組みも地域社会

の一員として大切な役割と位置付けてい

ます。今後もさまざまな活動を通じ地域

貢献を具現化してまいります。

（詳細は「地域社会とたましん」p4～5を

ご参照ください）

健全な経営 商品・サービスの充実 地域への貢献

理事長

たましんの経営理念
たましんは、お客さまの幸せを創造する企業。
たましんの仕事は、お客さまの幸せづくり。

融資業務の再構築 

財務体質の強化とコスト構造改革　 
 

統合リスク管理の強化 

人的資源のレベルアップ 

I
Innovation 自己革新 
Intelligence 情報と知恵 
Impression 思いと感動 

Mission   使命 ＝ お客さまの幸せづくり 

4

1

3

2
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お客さまからお預かりした大切な資金が
多摩地域の企業を育み、地域の活性化に役立　 てられています。
たましんは、多摩地域を事業区域として、地元の事業所・住民

の方々が会員となってお互いに助け合い、発展していくことを

共通の理念として運営されている相互扶助型の金融機関です。

お客さまからお預かりした大切な資金（預金・積金）は地元で

資金を必要とするお客さまにご融資し、事業や生活繁栄の

お手伝いをさせていただいております。私たちたましんは、

多摩に暮らす皆さまと地元の事業所等を繋ぐ「架け橋」であり

たいと望んでいます。また、金融機能の提供にとどまらず、

経済、文化、環境、教育といった面も視野に入れ、広く地域社会

の活性化に取組んでいます。

多摩カレッジ
たましん国立支店にて開講しているカルチャースクールです。
園芸、書道、絵画、陶芸等、趣味の講座を多数設けています。

多摩らいふハイク
多摩や関東近郊を中心に、ウォーキングや登山などを企画。
趣味や健康のために、毎回多くの方にご参加いただいています。

約70もの大学を擁し、多くの学生・研究者
が暮らす、全国でも有数の文教地区「多摩」。
そこに芽生えた芸術や文化の育成を目的
として、昭和49年に生まれたのが「多摩文化
資料室」です。多摩地域の芸術家支援や
作品発表の場所提供、郷土資料の収集・
公開などを通じた多摩の文化的支援を続
け、平成3年には「財団法人たましん地域
文化財団」として独立。さまざまな分野の
芸術家、作家、研究者の方々との交流を深
め、ネットワーク作りを進めています。

■財団法人たましん地域文化財団
http://www.tamashin.or.jp

多摩に暮らすお客さまが、より快適で、充実した暮らしを送ることができる環境作りの
お手伝いをすることを目的に、平成9年に設立された会員組織です。自然や人々とのふれ
あいの場の提供、地域情報の発信等の他、さまざまなイベントの企画を行っており、現在
約3万人が会員として登録しています。

■多摩らいふ倶楽部　運営（株）多摩情報メディア
http://www.tamalife.co.jp

多摩けいざい
多摩地域の四半期ごとの景気動向や、人口の動き、
有効求人倍率等のデータを市町村別に掲載し、分か
りやすく解説しております。店頭にて無料配布してい
ます。

多摩コミュニティーリポート
「多摩のことをもっと知ろう！」をテーマに、統計データ
等を用いて、まとめたリポートです。たましんのホーム
ページ（http://www.tamashin.jp）でご覧いただけ
ます。

地域の事業者の皆さまの企業活動等にお役立ていただくため、お取引先の景況調査や
各種経済指標のデータ収集・分析を行っています。身近なデータ等を取上げ、気軽に
お読みいただける冊子やリポートを作成しています。

■地域経済研究所
http://www.tamashin.jp

多摩地域における技術研究開発の活性化と経営刷新の促進を図り、地域産業・経済
振興を目的とした、地域の技術・経営を表彰する「多摩ブルー・グリーン賞」を平成15年
に創設しました。「多摩」という地域経済圏を対象とする顕彰制度としては初の創設とな
ります。
■地域社会とたましん…P8

■多摩ブルー・グリーン賞
http://www.tamashin.jp

地域社会の一員として、文化活動支援等さまざまな活動を通した地域との関わり
を大切にしています。

財団法人たましん地域文化財団
設　立／平成3年4月
所在地／〒186-8686

国立市中1-9-52
たましん国立支店5・6階

電　話／042-574-1360

たましん歴史・美術館（たましん国立支店6階）

たましん歴史・美術館　歴史資料室
（たましん国立支店5階）

御岳美術
た ま し ん

館（青梅市御岳本町1-1）

たましんギャラリー（たましん本店9階）

積極的な融資と 
付加価値サービスで 
地元企業の発展に 
努めています。 

事業者のお客さま 
地元事業所への積極的な支援体制を強化しました。 

企業再生・創業支援に取組むメイン商品として「企業再生支援融資 Win」「創業支援特別
融資 ブルーム」「企業再生融資 Winα」をご用意し、金融面での支援を強化しています。 
一方「法人総合サービスBOB」による会員制サービスのご提供、インキュベーション施設  
「ブルームセンター」の開設、「たましんビジネスダイレクト」など、新しい施策を展開いたしました。 
また、異業種交流の場として「企業交歓会」、約600名におよぶ企業経営者の方 を々擁する
「経営者研究会」等も開催し、積極的に事業者の方 と々の接点を広げています。 

経営改善支援先等への支援体制 融資部に「経営指導担当」を設置し、お取引先の業況把握、取組方針の検討・決定、毎月の検討会・勉強会の実施等、経営改善が必要なお取引先の
支援体制を強化しています。また、本・支店長によるご融資3,000万円以上先の訪問を継続実施し、問題点の把握、改善アドバイスに取組んでいます。 

（うち会員14,892名） 
地方公共団体 
公共施設整備等を、 

資金面でサポートしています。 
指定金融機関となっている国立市、国分寺市、
昭島市および指定代理金融機関である立川
市はもとより、各地方公共団体、開発公社など
にご利用いただいております。 

個人のお客さま 
皆さまの豊かな生活の実現に努めます。 

住宅ローン・消費者ローン等、夢の実現をお手伝いす
る商品を多数ラインナップしています。 
また、住宅に関する情報をご提供する「すまいるCLUB」、
電話やインターネット、携帯電話、Lモードを通じてお取
引いただける「たましんパーソナルダイレクト」等、お客
さまの利便性向上のための各種サービスを展開してい
ます。 

（うち会員56,186名） 

貸出金使途別内訳 
設備資金　568,837百万円（64.2％） 
運転資金　316,850百万円（35.7％） 

■各項目の詳細については、それぞれの 
　関連ページをご覧ください。 

預金・積立 
1,418,325百万円 

出資金 
13,623百万円 

貸出金 
885,687百万円 
預貸率 62.44%

その他運用 
294,129百万円 
預証率 20.73%

支援・ 
サービス 

資金の公共性に鑑み、安全性
や収益性に留意して国債、金
融債、事業債等にて運用してい
ます。 

お客さまからお預かりした
資金の一部を有価証券
等で運用しています。 

■地域社会とたましん･･･P6～9　　■商品・サービスのご案内･･･P17～23

金融面にとどまらず 

地域経済の活性化や 

文化の向上にも 

取組んでいます。 

非金融面への貢献 

地方公共団体 
7,340百万円 

個人 
252,496百万円 

事業者 
625,849百万円 

貸出金残高の内訳 

たましんの事業は、お客さまに支えられています。 

お客さま 
（うち会員71,078名） 

お客さまのニーズに 
お応えする多彩な 
預金商品等を 
ご提供しています。 

住宅ローン・消費者ローン残高の推移 

   203,409

  191,539

177,757

      11,732

       13,246

     15,405

平成16年3月末 

平成15年3月末 

平成14年3月末 

（金額単位：百万円） 

総店舗数････････････ 49店舗 
店外キャッシュ 
サービスコーナー

･･････ 37ヶ所
 

常勤役職員数･･･････ 1,424人 

（平成16年3月末現在） 

地元経済の発展を願う多摩の中核
企業として、多摩に暮らす皆さま、
地元事業者の皆さまの幸せづくり
のお手伝いをさせていただきます。 

今期の決算状況 
業務純益 9,948百万円 
経常利益 5,132百万円 
当期純利益 3,385百万円 
自己資本比率 7.78％ 
 

■業績概要････････P10～12 　■たましんの概要･････P30・31

住宅ローン 

消費者ローン 

■事業の状況･････････P46

■業績概要･･･････P10・11 
■事業の状況････････P42

■事業の状況････････P51

■事業の状況･･･P43

■業績概要･･･････P10・11 
■事業の状況･････P43・44

■事業の状況････････P47
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もっと便利に、もっと身近に。創業70周年を

昭和8年。未曾有の金融恐慌をきっかけにたましんが誕生してから、おかげさまで平成15年度は

70周年を迎えることができました。これまでも、お客さまのニーズに応えた商品・サービス提供

などを通じて、幸せづくりのお手伝いをしてまいりましたが、70周年を機に、さらに多くの取組み

をいたしました。多摩にお住まいのお客さまが、幸せに暮らせる地域社会の創造を目指して、より

便利なサービスを提供できるよう、今後もお客さまの信頼・期待にお応えしてまいります。

たましんはさらなる商品・サービス拡充に挑戦
迎え
しました。

70周年事業年度に限定し、全役職員
が記念キャラクター「RISURU」の付
いた記章を着用しました。

「お客さまと共に時代に勝つ」をメインテーマに、
様々な商品・サービスを展開しました。

多摩地域で新たに事業をはじめる起業家の方への金融

支援を目的とした融資商品「創業支援特別融資ブルーム」

の取扱いを開始しました。原則無担保、第三者保証不要

で、最大500万円までご利用いただけるご融資です。商品

名の「ブルーム（bloom）」とは「開花する」という意味で、

「事業の成功（＝開花）」をお手伝いする意味を込めてネー

ミングしました。

■創業支援特別融資ブルーム（4月1日取扱開始）

自宅やオフィスから、電話やパソコン、携帯電話、Lモード

による接続が可能なインターネットバンキング、電話によ

るテレフォンバンキングを利用できる「たましんダイレクト」

の取扱いを開始しました。1年365日残高照会や振込等、

さまざまなお取引きをご利用いただけます。個人向けには

「たましんパーソナルダイレクト」を、事業所向けには「たま

しんビジネスダイレクト」をご用意し、利便性の向上、事務

の効率化をお手伝いします。

■たましんダイレクト（10月6日取扱開始）

70周年を記念し、通帳およびキャッシュカードのデザイン

を、たましんの社章を基調とした新デザインへとリニュー

アルしました。

活動が活発化しているNPO法人の運営を支援する融資

商品として首都圏の銀行・信用金庫で初の取扱いとなりま

した。三鷹市のNPO支援策である事業資金融資への利子

補給は、この「NPO事業支援ローン」を利用した際に適用

されます。

■NPO事業支援ローン（6月23日取扱開始）

■通帳・キャッシュカードデザインを
リニューアル（6月2日取扱開始）

　2003 SANRIO CO., LTD.

平成15年4月1日現在 
店頭に説明書をご用意しています。 

（営業日の9：00～15：00） （営業日の9：00～17：00） 

「企業再生支援融資 Win」、「創業支援特別融資ブルーム」

に続き事業所向け融資商品のラインナップを強化しました。

債務超過企業も対象とし、企業

の財務キャッシュフローの改善

を図るための運転資金・設備

資金として、最高3億円までご

利用いただけます。

■企業再生融資Winα（9月1日取扱開始）

会員同士の商品の受注・発注情報や、技術・製品紹介などの商談

情報を掲載した情報誌「たま産業ニュース30000」を創刊しまし

た。会員企業の持つ単体の技術や情報

を、新たなビジネスへと発展させるための

媒体として会員のみならず、大手企業、

地域の商工団体、地方公共団体等にも

広く配布しています。

●ビジネス情報誌たま産業ニュース創刊

「共にビジネスのチャンスを！」をスローガンに、多摩地域

の事業者の方々に「営業」「経営企画」「総務・人事」分野の、

独自性の高い情報を提供する会員制サービス「法人総合

サービス BOB」の取扱いを開始しました。お客さまの企

業情報や商品・サービス情報を登録していただくことで、

自社ニーズに合った企業や商品などの情報を検索できる

システムを構築。ネット上でのビジネスマッチングも可能

にしました。今後も企業情報や経営に役立つ各種インフォ

メーション、セミナー等を多彩に展開してまいります。

■法人総合サービス BOB（ボブ）
（10月1日取扱開始）

事業者の方々へ、たましんならではの付加価値サービスをご提供しました。

キャッシュカード

通　帳

■オリジナルキャラクター
「RISURU（リスル）」の起用

創業70周年を記念し、多摩地域の豊かな自
然や緑をイメージさせる「リス」をモチーフと
した記念キャラクターを採用しました。
「RISURU」という名前にはみなさまの「利益
が上がる」、地域やお客さまを「利する」とい
う願いが込められています。

年会費　37,800円（税込）
運　営（株）多摩情報メディア



9月22日、インキュベーション施設「ブルームセンター」の開所式を、

多数の関係者の方 を々お招きして行いました。当日は、施設内を

ご見学いただき、たましんの創業支援への取組みに期待を寄せ

ていただきました。

●ブルームセンター開所式

創業間もない法人・個人事業主を対象に、スモールオフィス

を廉価で提供する「インキュベーション施設ブルームセン

ター」を、京王八王子支店7階にオープンいたしました。

光ファイバー敷設、会議室等の共用スペース、24時間利用

可能なオートロック体制などを整え、たましんの創業支援策

の一環として開設しました。同ビルには「首都圏情報産業

特区・八王子（サイバーシルクロード八王子）」も入居している

ほか、「創業支援特別融資ブルーム」

との連動や、「ブルームマネージャー」

による顧客拡大・販路拡大等のアド

バイスなど、充実したバックアップ

体制で、創業をお手伝いします。

■インキュベーション施設ブルームセンター
（9月1日開設）

経済産業省、東京都をはじめ、商工会議所、商工会等のご後援を

いただき、専門家9名からなる選考委員会の審査を経て、第1回

の「多摩ブルー・グリーン賞」表彰企業を決定しました。

125社の応募の中から「多摩ブルー賞」「多摩グリーン賞」の最優

秀賞、優秀賞あわせ

て9社を選考し、たまし

ん創立記念日にあた

る12月26日に表彰式

を行いました。

●第1回表彰式

「多摩ブルー・グリーン賞」の創設を記念して、7月2日に記念講演

会を開催しました。第1部では「先端技術ロボットの歴史と未来」

と題した講演で、自立二足歩行を実現した本田技研工業（株）の

ASIMO
ア シ モ

が講師として登場。第2部ではNHK「プロジェクトX」で

キャスターを務める国井雅比古氏

をお招きし、「輝け！地上の星・挑

戦者たちの素顔」と題して、企業人

の熱い思いや苦労談を語っていた

だきました。

●記念講演会を開催

多摩地域の経済活性化に尽力した企業を表彰する「多摩

ブルー・グリーン賞」を創設しました。「多摩ブルー賞」は、

優れた技術や製品等に、「多摩グリーン賞」は、新しいビジ

ネスモデル等により地域貢献を進めた企業に贈られます。
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地域の皆さまの生活を豊かにするためのサービスや、
70周年記念イベントを開催しました。

教育、レジャー、生活便利情報、クーポン

割引など、暮らしに役立つお得な情報を

掲載。年4回、会員向けに発行しています。

●すまいるPress 創刊

たましん協力委員の皆さまを対象

とした創立70周年記念の観劇会

を「明治座」にて開催しました。

協力委員とそのご家族、約1,000

名をお招きし、「五木ひろし特別

公演／新版・忠臣蔵外伝 喧嘩安

兵衛」をお楽しみいただきました。

■協力委員会　観劇会（5月14日開催）

毎年恒例の新春講演会ではジャーナリスト田原総一朗氏

を招き、創立70周年記念事業の一環として、「時代を読む

’04」と題し、経済時事問題

に関してお話しいただきま

した。当日は、約1,000名の

お客さまにご参加いただき

ました。

■新春講演会（2月18日開催）

専用スペースは全12室

■多摩ブルー・グリーン賞（5月12日創設） ■トラベルサークル

毎年ご好評いただいております、たましんトラベルサー

クルでは、創立70周年記念第1弾として、5～6月にかけて

「新穂高温泉に泊まる上高地と飛騨古川・高山1泊2日」

（約5,600名参加）を、また第2弾として10月に「秋の十和田

湖・奥入瀬3日間」（約800名参加）を企画し、例年を超える

多数のお客さまにご参加いただきました。

■すまいるCLUB（7月10日取扱開始）

多摩の一定地域にお住まいの方を対象に、「住まい」に関す

る情報提供等を行う会員組織「すまいるCLUB」を発足し

ました。会報紙「すまいるPress」の発行や、休日ローン相

談会、各種セミナーのご招待

など、暮らしに関わるさまざ

まな付加価値サービスを、入

会金・年会費無料で提供して

います。また、キャッシュ・デビット・ローン・クレジット・会

員証機能の5つを1枚のカードにした「ジョイントカード」を、

希望により会員の方に発行します。

（主催／（株）ジェイティービー、近畿日本ツーリスト（株））

その他のトピックス

平成15年

5月 26日 ●国分寺南口支店リニューアルオープン

7月 7日 ● IYバンク銀行とのATM提携開始

8日 ●イオン昭島ショッピングセンター内
キャッシュサービスコーナーオープン

10日 ●個人向け国債の取扱開始

10月 29日 ●イトーヨーカドー拝島店内
キャッシュサービスコーナーオープン

11月 13日 ●イトーヨーカドー東大和店内
キャッシュサービスコーナーオープン

12月 1日 ●健康増進法（受動喫煙の防止）への対応
として、全店禁煙を実施

1月 1日 ●正月三が日のATM稼働開始
これにより1年365日、ご利用いただけるようになりました。

29日 ●Pay-easy（ペイジー）の取扱開始
Pay - easy（ペイジー）とはインターネットで税金・各種
料金をお支払いいただけるサービス

平成16年

本田技研のASIMOが登場

多摩地域に在住・在勤・在学している作家のために無償で作品を発表する場として、昭和
49年に開設し、グループ展を含めると、これまでに800名を越える作家の展示を開催。
地域文化の発展を願う地域貢献活動の一環として評価されたものです。

第7回信用金庫社会貢献賞
face to face賞「たましんギャラリー」に

地域とともに歩む信用金庫の原点を踏まえたさまざまな分野での地域・社会貢献活動の顕彰を通
じ、地域の信頼を揺るぎなく存在感を高めることを目的に、全国信用金庫協会にて創設。
（第1回開催時には財団法人たましん地域文化財団発行の郷土誌「多摩のあゆみ」がface to face賞
を受賞しています。）

● 信用金庫社会貢献賞
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地域のお客さまからのご支持をいただき、
安定した経営を行うことができました。

業績ハイライト

業容面では、総預金期中平残で前期比475億円増加（3.4％増）

の1兆4,121億円、期末残高でも個人のお客さまの預金を中心

に前期末比369億円増加（2.6％増）の1兆4,183億円と安定し

た資金の調達を行うことができました。

一方、貸出金については企業の再生支援への取組体制を強化

した結果、総貸出金期中平残は前期比124億円増加（1.4％増）

の8,877億円、期末残高では直接償却、および部分直接償却

を期末に実施した結果、前期末比2億円増加（0.0％増）の8,856

億円の実績と僅かな伸びにとどまりましたが、2期連続での増加

となりました。

収益面では、貸出金、及び余裕資金の利息配当金を中心に資

金運用収益が前期比12億円の増加により、業務純益は前期比

11億円増益の99億円となりました。

また、経常利益においては前期比31億円増益の51億円、税引

き後の当期純利益で前期比22億円増益の33億円を計上する

ことができました。これは、たましんの事業展開が、地域のお

客さまから多くのご支持をいただいた結果であると認識して

おります。

業務面では、事業者のお客さまに対し「企業再生融資Winα」
「法人総合サービスBOB」等の新商品やサービスの取扱いを

開始し、地元企業を応援するため「多摩ブルー・グリーン賞」

を創設いたしました。また、預金基盤の中心でもある年金振

込実績においても、平成16年2月末現在で114,370件と個人の

お客さまから数多く、お取引きいただくことができました。今後

も相談業務の拡充に重点を置く営業係の増員を図り、「地域

貢献」と「お客さまの幸せづくり」に向けたサービスの提供が

できるよう精進してまいります。

地方公共団体向 

個人向 

地元事業者向 

多摩地域の発展を第一に考え、皆さまから
お預かりした預金の約62％を「ご融資」と
いう形で、地域の方々にご利用いただいて
おります。 

製造業、卸売業・小売業、建設業、 
不動産業、サービス業など 

■貸出金残高

■貸出金内訳

（注）1.「単体自己資本比率」は、信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第14条の2の規定に基づき、信用金庫がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当
かどうかを判断するために金融庁長官が定める基準に係る算式に基づき算出しております。なお、当金庫は国内基準を採用しております。

2. 会計方針の変更により、平成14年度以降の経常収益及び経常利益には、償却債権取立益を含めております。
3. 平成14年度の単体自己資本比率は、算出方法に誤りがあり、訂正しております。

〈千円〉

〈千円〉

〈千円〉

〈千円〉

〈百万円〉

〈百万円〉

〈百万円〉

〈百万円〉

〈百万円〉

〈百万円〉

〈千口〉

〈円〉

〈人〉

〈％〉

平成11年度

43,396,713

7,756,231

1,143,421

1,447,563

44,191

1,362,108

1,265,975

919,601

241,259

7,942

15,884

208,383,095

（20）

1,351

6.21

平成12年度

39,732,267

10,224,614

2,925,745

3,224,041

54,100

1,432,734

1,317,497

894,480

310,152

12,281

24,562

331,833,328

（20）

1,337

7.44

平成13年度

37,882,382

9,733,731

499,996

1,204,167

51,874

1,460,754

1,353,480

874,596

286,696

13,343

26,687

509,157,731

（20）

1,356

7.68

平成14年度

33,458,197

8,780,177

2,001,376

1,171,018

53,111

1,496,250

1,381,338

885,398

248,300

13,463

26,926

400,887,367

（15）

1,393

7.46

平成15年度

35,089,623

9,948,778

5,132,904

3,385,384

58,698

1,521,351

1,418,325

885,687

294,129

13,623

27,246

540,857,534

（20）

1,413

7.78

項　　　目

経常収益

業務純益

経常利益

当期純利益

純資産額（会員勘定）

総資産額

預金積金残高

貸出金残高

有価証券残高

普通出資総額

普通出資総口数

普通出資に対する配当金

（出資1口当たり）

職員数

単体自己資本比率

平成16年3月末 

平成15年3月末 

平成14年3月末 

平成13年3月末 

平成12年3月末 

（金額単位：億円） 

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000

8,856

 8,853

 8,745

  8,944

    9,196

（金額単位：億円） 

0 5 10 15 30 35

平成15年度 

平成14年度 

平成13年度 

平成12年度 

平成11年度 

20 25
（金額単位：億円） 

0 30 60 90 120

平成15年度 

平成14年度 

平成13年度 

平成12年度 

平成11年度 

0 10 20 30 40 60
（金額単位：億円） 

平成15年度 

平成14年度 

平成13年度 

平成12年度 

平成11年度 

平成15年度 

平成14年度 

平成13年度 

 （単位：件） （各年度とも2月振込実績値。厚生年金基金を除く） 

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000

                                      33

11

 12

                                           32

     14

           99

      87

            97

             102

77

                                         51

          20

 4

                     29

11

           114,370

          107,720

     101,068

50

■預金積金残高

平成16年3月末 

平成15年3月末 

平成14年3月末 

平成13年3月末 

平成12年3月末 

（金額単位：億円） 

0 3,000 6,000 9,000 12,000 15,000

    14,183

   13,813

  13,534

 13,174

12,659

■最近5年間の主要な経営指標の推移

■経常利益 ■年金振込件数の推移

■業務純益 ■当期純利益
平成15年度の日本経済は、イラク戦争や新型肺炎SARSなどの影響
で輸出や生産が減速し、踊り場を迎えておりましたが、米国景気の回
復、中国の高成長などを背景に輸出、設備投資の回復持続が相まって、
景気は企業部門をけん引役に回復基調となりました。しかしながら、製
造業と非製造業、大企業と中小企業、大都市と地方とで回復度合にば
らつきが見られるなど、デフレの克服、景気の本格的な回復には至っ
ておりません。また、わが国の金融機関を取り巻く環境は、株価の回復
や日本銀行の量的緩和政策の継続などにより金融システムに対する
不安は後退し、大手行を中心に不良債権処理も進展しましたが、引き

続き厳しい環境下にあります。
このような状況の中、地域金融機関では「リレーションシップバンキング
の機能強化計画」を策定し、地域経済活性化へ向けた取組姿勢を公表
しました。また繰延税金資産の資本参入における監査の厳格化、不良
債権処理の問題など平成17年4月からのペイオフ全面解禁も控え、経
営基盤の強化と健全性に向けた更なる取り組みが求められております。
経営環境が厳しい時代となっておりますが、平成15年度もたましんで
は、お客さまに親しみと信頼のある地域金融機関であり続けること
を目指し、その達成に向けて取り組みました。
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たましんでは適正な自己査定を実施し、その結果に基づい

て信用金庫法におけるリスク管理債権と、金融再生法に

基づく資産の査定を開示しています。

リスク管理債権は、当金庫の与信のうち貸出金のみを対象

とし、金融再生法開示債権では「貸出金」の他「債務保証

見返」「外国為替」等の、全ての与信を対象としております

ので、それぞれの対応数値は異なっております。

たましんでは各債権区分ごとの残高に対し、信用リスクの

程度に応じた個別貸倒引当金及び一般貸倒引当金により、

適正な償却・引当を行い、資産の健全性の維持を図って

おり、その結果、リスク管理債権総体の保全率は82.12％と

なっています。

なお、リスク管理債権のうち、延滞債権の保全率は83.19％

となっていますが、リスクが顕在化した「実質破綻先債権」

の保全率は100％を確保していますので健全性は十分保

たれています。

「破綻懸念先債権」の保全率は78.14％となっておりますが、

破綻懸念先は、厳しい財務内容ではあっても日常業務を

展開しており、業務改善が見込まれる先が含まれております。

一方、金融再生法開示債権では「破綻懸念先債権」は

「危険債権」に含まれています。

不良債権について

■信用金庫法におけるリスク管理債権 ■リスク管理債権保全率

■金融再生法における開示債権 ■金融再生法開示債権
の区分別割合

区　分

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

保全率

100.00％

83.19％

84.97％

68.79％

82.12％

破産更生債権及び 
これらに準ずる債権 

1.7％ 

危険債権 
4.7％ 

正常債権 
92.4％ 

要管理債権 
0.9％ 

（注）上記2表について
1．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 2．保全率は各債権区分ごとの残高に対し、担保・保証及び貸倒引当金を設定している割合です。
3．貸倒引当金による保全額は、各債権区分ごとの残高に対して引当てた貸倒引当金を記入しており、貸借対照表の貸倒引当金残高（15,530百万円）より少なくなっております。

地域の皆さまとの強い絆を構築し、
健全な経営に努めています。

平成15年度は中期経営計画（3ケ年計画）の2年目の年で、

平成14年度に引き続き、地元のお客さまに望まれる金融

サービスや情報サービスの提供を通じ、より高い付加価値

の提供を行うことを目指して活動を展開してまいりました。

こうした事業活動の結果、自己資本比率算出上の分母と

なるリスクアセットは融資量の増加等による資産増加のた

めに平成14年度と比べて12,416百万円増加して776,963百

万円となり、一方で、分子となる自己資本総額は3,469百

万円の増加により60,515百万円となって、平成14年度より

自己資本比率は0.32ポイント上昇して7.78％となりました。

これは、相談業務に重点を置きながら、より高い付加価値

の提供を行うことを目指して活動を展開してきた結果、

貸出金の増加・適正金利の運用等により貸出金利息の

増加が図れたことに加え、預金支払利息の減少、一般貸倒

引当金の戻入等により税引後の当期純利益33億円（前期比

189.0％）を確保することができたことが、自己資本比率を

大きく向上させた要因としてあげられます。この値は国内

基準適用金融機関に求められる4％を優に超えた水準で、

当金庫の経営の健全性を示しています。今後も、お客さま

の金融機関を見る目は厳しくなりますが、健全な成長を続

けるように、一層の努力をしてまいります。

自己資本比率の算式

自己資本比率算出上の自己資本額

自己資本比率＝　　　　　　　　　　　　　　　　　×100（％）
リスク・アセット

■自己資本比率の
推移

たましんは地域の皆さまに貢献することを使命として営業活動を
展開しております。景気が底を打ち回復基調に転じて来ているとはいえ、
依然として厳しい経済環境が続くと思われますが、今後も、一層の金融
サービスや情報サービスの充実を図って、お客さまとともに歩み、地元
企業を応援し、多摩地域のお客さまをサポートする金融機関として

地域貢献のための努力を全役職員で惜しみなく行ってまいります。
そして、この判断基準の一つの指針が融資であると考え、これからも
相談業務に重点を置きながら積極的な貸出姿勢を貫き、かつ、堅実な
経営に徹し、健全経営で存在価値のある地域金融機関であり続ける
ように事業展開を図ってまいります。

自己資本比率について

■単体自己資本比率

（7.78％）
（776,963百万円）

（60,515百万円）

0 1 2 3 4 5 6 7 8

平成15年度 

平成14年度 

平成13年度 7.68

7.78

（％） 

7.46

平成15年度平成14年度項目

13,463

－

12,542

26,000

572

△　　1,150

△　　　　0

51,426

841

6,742

△　　1,964

5,619

57,046

500

－

500

△　　　500

－

57,046

741,489

23,056

764,546

7.46％

13,623

－

13,622

28,000

337

△ －

△　　　　0

55,582

841

4,592

△　　 －

5,433

61,015

500

－

500

△ －

500

60,515

754,979

21,983

776,963

7.78％

（金額単位：百万円）

※平成14年度数値は算出方法に誤りがあり、訂正しております。

（自己資本）

出資金

うち非累積的永久優先出資金

利益準備金

特別積立金

次期繰越金

その他有価証券の評価差損

処分未済持分

基本的項目（A）

土地の再評価額と再評価の直前の帳簿価額

の差額の45％に相当する額

一般貸倒引当金

補完的項目不算入額

補完的項目（B）

自己資本総額［（A）＋（B）］（C）

他の金融機関の資本調達手段の意図的な保有相当額

負債性資本調達手段及びこれらに準ずるもの

期限付劣後債権及び期限付優先出資並び

にこれらに準ずるもの

控除項目不算入額

控除項目計（D）

自己資本額［（C）－（D）］（E）

（リスクアセット等）

資産（オン・バランス項目）

オフ・バランス取引項目

リスク・アセット等計（F）

自己資本比率（E/F）

リスク管理債権　66,853

破綻先債権 
3,054 12,736 42,336 189

55,073

8,536

11,946

11,698

43,207

実質破綻先債権 
貸出条件 
緩和債権 

破綻懸念先債権 
延滞債権 3カ月以上 

延滞債権 

100

50

0

保全率 
100％ 

保全率 
68.79％ 

保全率 
84.97％ 

実質不良債権 

貸倒引当金による保全額 

担保・保証による 
保全額 

（％） 

（金額単位：百万円） 

保全率 
83.19％ 

100

50

0

（金額単位：百万円） 

 

うち、正常債権を除く開示額　68,255

金融再生法開示債権 

破産更生債権及びこれらに 
準ずる債権   15,954

要管理債権 
8,726

危険債権 
43,575

保全率 
81.96％ 

44,015

11,928

12,311

担保・保証による 
保全額 

（％） 

保全率 
77.92％ 

保全率 
69.14％ 

保全率 
100％ 

実質不良債権 

貸倒引当金による保全額 

909,082

保全率 
82.12％ 

実質破綻先債権    100％
破綻懸念先債権 78.14％ 
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リスク管理について

内部監査について

リスク管理とは、業務活動を展開していく上で様々な外部環境や内部要因により、不測の事態が発生する可能性について、
どのようなリスクがどれくらいあるかを把握し、それらのリスクをその特性に応じて適切な範囲と規模に統制できる状況下に
置くことです。
金融機関の経営は取扱業務の全てにおいてリスクを伴っていて、これらのリスクを適切に管理しないと経営に莫大な影響を
及ぼすだけでなく、お客さまにもご迷惑をおかけすることにもなりかねません。
たましんではその管理の重要性を深く認識し、経営の最重要課題と位置付けて取り組んでおります。

リスク管理に関する基本的な考え方 リスク管理体制

リスク管理の基本方針

当金庫の経営理念実現のため、経営の基本方針にのっとり、リスク管理の基盤をなすコンプライアンスを遵守
し、経営上のリスクを対象とし、各リスクを適切に管理することによって、健全性と安定収益を確保し、別に定
めるセキュリティポリシーに沿って、安全性、信頼性の向上を図ることを統一の基本方針とする。

当金庫では、管理すべきリスクの種類を①信用リスク、②市場関連リスク、③流動性リスク、④事務リスク、⑤システム
リスク、⑥その他のリスクに分類し、下記の図に示すように各部署が所管するリスクについて、その特性に応じて適切に
管理を実施しています。さらにこれらのリスクを総合的に管理する観点から、経営情報室において、ALM委員会等の
討議を経て、常務会に報告する体制をとっています。また、リスク管理態勢が十分に機能しているかを確かめるため、
業務運営部門から独立したリスク監査室が適宜、業務運営部門の監査を実施しています。

市場関連リスクとは、金利、株価、外国為替等の市況変動によ
り、たましんが保有する金融資産の価格が変動し損失を被る
リスクをいいます。
たましんでは、このリスクを総合的に管理するため、バリュー・
アット・リスク（VaR）法を採用しています。この統計的手法に
よって将来発生が予想される最大損失額を算定し、この数値を
予め定めた限度枠内に収めることによりリスクの管理を行って
います。また、ストレステストというVaR法では算定されない
異常時の損失額算定も定期的に行っています。

●市場関連リスク

信用リスクとは、信用供与先の財務状況の悪化等により、
資産（オフバランス資産を含む）の価値が減少あるいは消滅し、
たましんが損失を被るリスクをいいます。
このような信用リスクを回避すべく、たましんでは自己査定の
債務者区分・分類結果、および信用格付等に基づいてリスクを
的確に把握し、与信ポートフォリオの構築を実現すべく強化を図っ
ています。

●信用リスク

たましんでは、与信判断の指針として「クレジットポリシー」を
制定しています。
このクレジットポリシーの遵守を役職員に徹底することに
より、貸出資産の健全性を維持し、たましんの地域社会に対す
る公共的使命を果たしてまいります。

■クレジットポリシー

事務リスクとは、役職員が正確な事務処理を怠る、あるいは
事故・不正等を起こすことにより損失を被るリスクをいいます。
たましんでは、日常の事務ミスを防止し、お客さまからの信頼
性向上を図るために、各業務ごとに事務規程を定め、現金等管
理態勢の強化、事務指導の充実、内部監査による牽制機能の
確保などを通じて、事務処理における正確性の確保に努めてい
ます。

●事務リスク

システムリスクとは、コンピュータシステムの障害または誤作
動、システムの不備、不正利用等により損失を被るリスクをい
います。
たましんでは、セキュリティポリシーをはじめとしたシステムの
企画、開発、運用に関する各種規程を整備し、毎年度、リスク
監査室によるシステム監査を実施するなど、適切なリスク管理
を行っています。
また、金融機関のコンピュータシステム障害によって引き起こ
される社会的影響が、昨今、ますます大きくなっていることを踏
まえ、事務センター、営業店の機器・回線・電源等の設備や
ファイル（口座）の二重化、プログラムやデータの遠隔地保管
等、バックアップ対策も強化し、システムの安定稼働に万全を
期しています。

●システムリスク

金融商品・サービスの多様化に伴い、内部管理の重要性がますます高まっています。内部監査とは、内部管理の主要な

目的（経営の健全性向上、リスク管理の適切性、業務運営の適切性と有効性、財務報告の信頼性、資産の健全性の維持、

法令や社内規程の遵守等）の達成状況を検証・評価するプロセスです。

たましんでは、業務運営部門（子会社を含む）から独立した立場のリスク監査室が、業務運営部門の事務処理状況、

内部管理態勢等の適切性・有効性を検証・評価し、監査結果を理事会へ報告するとともに、問題点の改善等の

提言や改善状況の確認を行います。

また、リスク監査室は、たましんが保有する資産の自己査定に関して、各担当部署が実施する査定内容を厳正にチェック・

検証しており、自己査定の正確性や信頼性の確保に努めております。

たましんでは、情報資産を適切に保護、管理することを最重要
事項と認識し、コンピュータシステム上の情報はもちろん、経営
上の情報を適切に管理し、安全性、信頼性の向上を図るため、
「セキュリティポリシー」を定めています。このセキュリティポリ
シーの遵守義務を徹底し、お客さまへの信頼を高めてまいり
ます。

■セキュリティポリシー

流動性リスクとは、資金運用と調達の期間のミスマッチや、予期
せぬ資金の流出により、決済に必要な資金調達に支障をきたし
たり、高金利での調達を余儀なくされるリスクをいいます。た
ましんでは、リスク管理部門で資金の運用・調達状況を統合的
に管理する一方、資金繰り部門では一定期間内に資金化が可能
な金額を常時把握し、この金額が一定額以上確保されている
よう管理を行っています。

●流動性リスク

理　事　会 

営業店・本部・子会社 

指導・一次牽制 

リスク管理体制図 

常　務　会 

ALM委員会 

（オペレーショナルリスク） 
信用リスク 市場関連リスク 流動性リスク 

 
事務リスク システムリスク 

 

その他のリスク 
 

経営情報室　　　　　統合リスク管理 

監　事 

リスク監査室 
内部監査 

監査法人 

外部監査 

コ
　
ン
　
プ
　
ラ
　
イ
　
ア
　
ン
　
ス 

融資部・資金証券部 資金証券部 資金証券部 
 

事務部 事務部 
 

経営情報室 
 

・マネージメントリスク 
・風評リスク 
・防犯防災リスク 
 

主
管
部
署 

リスク管理担当部門 

法
務
リ
ス
ク
 

（与信） 
 

（市場関連） 
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主な預金商品等ラインナップ

1冊の通帳に普通預金と定期預金がセットされ、当座貸越機能を
組込んだ総合口座は「貯める」「受取る」「支払う」「借りる」の4つ
の機能を備えた便利な商品です。急なご入用の際には、定期預
金を中途解約することなく必要額をご融資いたします。また、公
共料金などの自動支払いで普通預金の残高が不足となった
場合にも自動的にご融資いたします。

総合口座 定期預金残高の90％（最高200万円まで）

名　称 内容と特色 貸越限度額

小切手、手形の支払いのために開設していただく口座です。

出入れが自由で、公共料金の自動支払や給料、年金の自動受取
にもご利用いただけます。暮らしの財布代わりにお使いください。

出入れが自由で、お預入れ残高が基準残高（10万円）以上であれば、
原則として、普通預金より高い金利が適用される商品です。

短期間の運用に便利です。お引出しの際は2日前までにご通知
ください。

納税資金専用の預金です。原則として非課税扱いです。

毎月一定の日に一定の金額を掛込み、満期日にまとまった給付
契約金をお受取りいただけます。大きな貯蓄目標も確実に貯め
られます。

預入日から1年経過後であれば、ご希望の日に解約することが
できます。1年複利で長く預けるほど利回りが高くなる仕組に
なっています。個人のお客さま専用の定期預金です。

1円からご利用いただける自由金利型定期預金です。
期間3年以上については個人のお客さまのみ複利型をご利用
いただけます。

預入日から6ヵ月経過後であれば一部解約ができる半年複利の
定期預金です。
個人のお客さまのみご利用いただけます。

たましんで公的年金をお受取りの60歳以上の方のみご利用いた
だけます。店頭に表示するスーパー定期1年もの金利を優遇
した定期預金です。（お取扱い期間限定）

たましんで公的年金をお受取りの60歳以上の方で、ポイントサービス
〈ロングパートナー〉にご登録いただいたゴールドステージの方のみ
ご利用いただけます。
店頭に表示するスーパー定期1年もの金利を優遇した定期預金です。

障害年金・遺族年金・労災年金等をたましんでお受取りの方のみ
ご利用いただけます。
店頭に表示するスーパー定期1年もの金利を優遇した定期預金
です。（お取扱い期間限定）

当座預金

普通預金

貯蓄預金

通知預金

納税準備預金

定期積金

期日指定定期預金

スーパー定期

一部解約サービス付定期預金
貯蓄上手（ちょちくじょうず）

しあわせ定期100

しあわせ定期プラス

福祉貢献定期預金
きらめき300

出入れ自由

出入れ自由

出入れ自由

出入れ自由

入金は自由
払い戻しは原則納税時のみ

6ヵ月以上、
60ヵ月以内

最長3年

1ヵ月、3ヵ月、6ヵ月、
1年、2年、3年、4年、
5年、1ヵ月以上3年
未満の満期日指定

4年・5年

1年

1年

1年

1円以上

1円以上

1円以上

1万円以上

1円以上

100円以上

1円以上300万円
以内

1円以上1,000万円
未満

1円以上1,000万円
未満

お一人さま1円以上
100万円以内

お一人さま1円以上
250万円以内

お一人さま1円以上
300万円以内

たましんパーソナルダイレクト専用の優遇金利定期預金です。
電話、インターネットよりお取引いただけます。

ダイレクト定期

1ヵ月、3ヵ月、6ヵ月、
1年、2年、3年、4年、
5年、1ヵ月以上3年
未満の満期日指定

1円以上（複利型の
み1,000万円未満）

名　称 内容と特色 期　間 預入れ金額

（平成16年4月末現在）

定

期

預

金

目標に向かって資産形成のお手伝いをする定期積金、大切な資産を安全確実に増やす定期預金、年金をお受取りの方向
けの優遇金利定期預金、為替相場の変動による為替差益が期待できる外貨預金等、お客さまの資金ニーズにあった預金
商品等をラインナップしています。

コンプライアンス体制について

預金保険法では、金融機関に対して預金者の確認及び
システムの対応を義務付けております。
たましんでは、日頃から預金保険法に従い、データ及び
システムの整備に努めております。このため、個人の生年
月日、法人の設立年月日等の照会が行われることもあり
ますが、ご協力をお願いいたします。

●預金保険法の対応 すい説明を心がけるとともに、お客さまからのご質問や
ご要望にも迅速に対応できる体制作りや内部規程の整備
など、説明態勢の充実に取り組んでおります。

重要事項の対応状況

当金庫では、平成15年8月に「リレーションシップバンキング
の機能強化計画」を策定いたしました。その中で、ご融資
についての契約がより分かりやすいものになるよう見直し
を図ることとなり、担保や保証についての契約もお客さま
の立場を重視したものになるよう改訂作業を進めており
ます。また、ご契約の内容についてもお客さまに分かりや

●与信取引におけるお客さまへの説明態勢の整備

「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律」
（本人確認法）が平成15年1月に施行されました。この法律
は、テロ資金や犯罪収益等の隠匿に利用されることを防ぐ
目的で、お客さまの本人確認や取引の記録を保存するこ
とを義務付けております。このため、たましんでは、新規に
口座開設をされる場合や、多額のお取引をされるお客さま
には、公的証明書による確認をさせていただいております
ので、ご協力をお願いいたします。

●本人確認法の対応

各種情報をコンピュータ管理している事務センターでは
建物への入館およびコンピュータ室等主要な場所への
入室はパスワードやIDカードによるものとして、部外者の
侵入を防止しております。また警備会社の警備員が24時間
常駐するとともに、要所要所に設置したビデオ監視カメラ
にて状況を管理しております。
当金庫のオンラインシステムは事務センターと営業店を
専用回線で結んでおり、外部からの侵入を防止しておりま
す。また、インターネットバンキングにおきましては二重化
された防御を用意し、外部からの侵入に対処しております。
金庫内のネットワークは外部から分離されており、各部署
に設置したインターネット用パソコンは単体で使用してお
ります。また、金庫内のパソコンは記録媒体（FD等）を装
填する機能をなくし、情報を外部にコピーすることを不可
能にするとともに、外部からのウィルスの侵入も防いでお
ります。
また、当金庫では業務上知り得た情報を外部に漏らすこと
のないよう職員の行動規範を定め、コンプライアンス教育
により「守秘義務」「お客さま情報の取扱」の重要性につい
て、徹底を図っております。

●情報管理の対応

信用金庫は、協同組織の金融機関として、地域の中小企業
や個人の皆さまの金融の円滑化を通じて、地域社会の繁栄
に奉仕することを基本理念としています。
たましんでは、地域とともに歩む金融機関として、地域の
お客さまから真に信頼されるためには、法令や法令に基づ
く各種ルールおよび社会規範を遵守することは当然の責務
であるとの認識に立ち、コンプライアンス（法令等遵守）体制
の整備に努めております。

■コンプライアンス体制の整備

具体的には、企業倫理および行動規範を制定するとともに、
それらと法令等各種ルールの解説を記載した「コンプライ
アンス・マニュアル」を全職員に配布し、その内容の周知徹
底を継続して図っています。

■コンプライアンス・マニュアル

また、年度ごとにコンプライアンスに対する取組計画として
「コンプライアンス・プログラム」を策定し、それに基づいて
コンプライアンスの定着化を図るための各種研修、および
内部管理体制の確立を図るための諸施策を実施してい
ます。

■コンプライアンス・プログラム

コンプライアンスの運営体制としては、コンプライアンス会議
（役員、部室長により構成）を設置し、適時に開催してコン
プライアンスに関する重要事項を審議しています。また、
法務相談室にコンプライアンスを統括する部署を設け、金庫
全体のコンプライアンス体制の整備に努め、本部各部室お
よび営業店にはコンプライアンス担当者を配置し、コンプ
ライアンスの徹底に努めています。

■コンプライアンスの運営体制
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キッチン・バス・外装工事などリフォームのための費用等を無担保・
無保証人でお使いになれます。

お勤めの会社とたましんが提携。社員の皆さまの各種資金を低利、
簡単にご融資するローンです。新入社員の方々にもご利用いただ
ける制度もございます。

キャッシュカードとローンカードがドッキング。1枚2役の便利な
カードで全国の信用金庫はもちろんのこと、銀行などの提携金融
機関のATMでもご利用になれます。

リフォームローン
リビング

提携社員ローン
アクト

カードローン
2way（ツーウェイ）

500万円

500万円

20万円
（当金庫所定の審査
基準を満たした場合、
お客さまのお申出に
より、50万円、100万
円に更新）

10年以内

5年以内

1年
（当金庫所定の審
査により自動更新）

名　称 お使いみちと特色 融資限度額 融資期間

事業に必要な資金をご融資します。割引手形、手形貸付、証書貸付がございます。

事業に必要な運転資金、設備資金を最長50年にわたってお使いい
ただける超ワイドなローンです。安定した資金活用にお役立てく
ださい。

日常の運転資金や設備資金を無担保でスピーディーにご利用いた
だけます。たましんのお近くで事業を営む方専用のご融資です。

あらかじめ設定された枠であれば、いつでも必要な時に簡単な
手続きで事業資金のご融資が受けられます。

たましんと融資のお取引がない法人、個人事業者の方専用の
ご融資です。事業に必要な運転資金、設備資金を原則として
無担保でご利用いただけます。

複数金融機関からなる協調融資団とお客さまとの契約により、貸付、融資枠等の信用供与を行ないます。

資金繰りの改善等、事業に必要な運転資金を、原則として無担
保、第三者保証不要でご利用いただけます。

創業に必要な運転資金または設備資金を原則として無担保、第三
者保証不要でご利用いただけます。

経済産業省、東京都およびその外郭団体等が交付する補助金等
の受領までの間の資金をご融資します。

特定非営利活動法人（NPO）の事業に必要な資金をご融資します。
国または地方公共団体等からの受託業務に関するつなぎ資金は、
固定金利年利1.0％でご利用いただけます。

500万円

500万円

補助金交付決定額
または委託金決定
金額

500万円

5年・7年

運転資金5年・7年
設備資金5年・7年・
10年

補助金交付決定通知
より補助金を受領
するまでの期間

5年以内

8億円

1,000万円

1億円

3,000万円
（ただし、関連企業合計）

50年以内

7年以内

2年（当金庫所定の
審査により自動更新）

5年以内
（一括返済の場合1年以内）

一般融資

超長期ローン
チャンピオン

商店ローン

事業者の方、これから事業を行う方に運転資金、設備資金として
最長30年にわたってご利用いただけます。

8億円 30年以内トライⅡ

当座貸越
ビッグライン

ご新規さま

シンジケートローン

企業再生支援融資
Win（ウィン）

創業支援特別融資
ブルーム

債務超過企業もご融資の際の審査対象とし、企業の財務キャッシュ
フロー改善等、融資後も事業主の方と共に検討してまいります。

3億円
運転資金：10年以内
設備資金：残存耐用

年数以内

企業再生融資
Win α（ウィンアルファ）

公的補助金つなぎ融資

NPO事業支援ローン

名　称 お使いみちと特色 融資限度額 融資期間

主な事業者向けローンラインナップ

（平成16年4月末現在）

低公害車（エコカー）および、障害者支援車両の購入のための
特別金利のローンです。無担保、無保証人でお使いになれます。

国内外のご旅行から冠婚葬祭の費用まで使いみち自由のローン
です。無担保、無保証人でお使いになれます。

マイカーローン
アクセル・デュオ

フリーローン
ハピネス

500万円

500万円

8年以内

8年以内

前向きに、意欲的に事業に取組まれる事業者の方々を各種融資でご支援いたします。運転資金、設備資金はもとより、
現在の債務の対応や新規事業に対しても積極的に対応いたします。たましんは「企業再生」「創業支援」に積極的に
取組んでいます。

1,000万円以上

1円以上

毎月1,000円以上

米ドルまたは、ユーロで預入れる個人のお客さま専用の外貨定期
預金です。お預入れ金額により、3段階の金利を設定させていた
だきます。

米ドル、ユーロ、オーストラリアドルなど、主要外国通貨建の
普通預金、定期預金などの各種外貨預金を取扱っており、個人・
法人のお客さまにご利用いただけます。定期預金の金利は預入
時の海外金融情勢、通貨、期間などにより個別に決めさせていた
だきます。また、預入期間についてもご相談に応じます。

長期利付国債、中期利付国債、割引国債、個人向け国債をお取扱いしております。ご購入いただいた国債は
「振替国債」としてお預りさせていただきます。

オープン型外貨定期預金
カレン

外貨預金

国債

1ヵ月、3ヵ月、6ヵ月

定期預金は原則
として6ヵ月以内

Ⅰ型：1,000米ドル以上
または1,000ユーロ以上
Ⅱ型：20,000米ドル以上
または20,000ユーロ以上
Ⅲ型：100,000米ドル以上
または100,000ユーロ以上

制限なし

名　称 内容と特色 期　間 預入れ金額

住宅の新築・増改築・修繕・購入（戸建・マンション）、住宅用
土地の購入、住宅資金の借換えに。従来の年収から算出する
一律な借入可能金額を撤廃し、個々の生活スタイルを重視して
ご融資額を決定します。変動金利型・固定金利選択型（1・3・5・
7・10年）から選択いただけます。債務返済支援保険の加入も
可能です。

ご融資時から5年間は固定金利によるご返済をご利用いただけ
る居住用賃貸住宅（アパート）専用ローンです。低金利時代の
ニーズに合わせた商品です。

担保･保証人不要のローンです。高金利時代に借入れた住宅
ローンを借換えることで、家計の負担が軽減されます。変動
金利商品ですが、金利キャップがあるため、金利が年6.0％を
超えることはありません。

公的融資により資金調達するまでの間に必要な住宅資金のため
のご融資です。

担保・保証人不要のローンです。水周りからリビング、収納スペース、
エクステリアまで、住まいの快適リフォームをお考えの方にプランに
あわせてご利用いただけます。変動金利商品ですが、金利キャップが
あるため、金利が年6.0％を超えることはありません。

スーパー住宅ローン
しあわせづくり

賃貸住宅専用ローン
楽々賃貸（らくらくちんたい）プラン

住宅資金借換えローン
のりかえ上手1000

公的融資つなぎローン

リフォームローン
快適生活

―

3億円

1,000万円

5,000万円

500万円

35年以内

30年以内

15年以内

1年以内

10年以内

名　称 お使いみちと特色 融資限度額 融資期間

主な個人向けローンラインナップ

（平成16年4月末現在）

大口資金運用に適した商品です。金利はお預入れ時の金融情勢に
より決めさせていただきます。

6ヵ月ごとに金利が変動する定期預金です。金利上昇が予想される
時のお預入れが大変有利です。

お勤め先の財形制度を通じ、給料やボーナスから天引きで着実に
財産形成ができます。財形住宅預金と財形年金預金双方を合算
して、元金550万円までお利息非課税扱いの特典があります。

大口定期

変動金利定期預金

財形預金

1ヵ月、3ヵ月、6ヵ月、
1年、2年、3年、4年、
5年、1ヵ月以上3年
以内の満期日指定

1年、2年、3年

一般3年以上
住宅・年金5年以上

定

期

預

金

お子さまの教育資金、車の購入などお客さまそれぞれのライフステージにおいて生じる資金需要に応じています。
「スーパー住宅ローン しあわせづくり」を対象に住宅ローン金利を優遇する〈夢のマイホーム応援キャンペーン〉を
展開しています。

入学金、授業料などの学校納付金から、塾、習い事の費用、留学
費用等を無担保、無保証人でお使いになれます。

自動車のご購入、車検、整備のための費用等を無担保、無保証人
でお使いになれます。

教育ローン
キャンパス

マイカーローン
アクセル

500万円

500万円

10年以内

8年以内



住宅ローン債務返済支援保険
しんきんグッドサポート

名　称

「個人年金保険」をはじめ、「住宅関連の保険」「海外旅行傷害保険」の窓口販売により、お客さまの幅広いニーズにお応え
しています。

中期国債ファンド

名　称

名　称

個人年金保険

事業者カードローン
大黒さん

事業者カードローン
ビッグサム

代理貸付業務 信金中央金庫、国民生活金融公庫、中小企業金融公庫等の業務を代行しています。

商品・サービスのご案内

Tamashin Report 2004

2120

多様化する企業ニーズにお応えするため、経営戦略のひとつとしてのＭ＆Ａ支援、インキュベーション施設ブルーム
センターの開設等、事業者の方々を総合的にバックアップいたします。

たましんダイレクト

お客さまのお取引項目をポイント化し、ポイント数に応じた3つのステージ（ブロンズステージ・シルバース
テージ・ゴールドステージ）で、数々の特典がご利用いただける個人のお客さま専用のサービスです。

ポイントサービス
ロングパートナー

カード1枚で、ATMによる現金のご入金、お引出し、お振込み等がご利用いただけます。平日・土曜日はもちろん
のこと、日曜日・祝日も全店午前7時から午後10時までご利用いただけます（一部キャッシュサービスコーナー
除く）。当座カード、法人キャッシュカードもございます。

毎月の給料やボーナス、厚生年金、国民年金、共済年金、株式の配当金など、お客さまのご指定の口座に
自動的に入金いたします。

電気・ガス・水道・電話・NHKなどの公共料金、クレジットカードの利用代金、各種税金、保険料、ローンの
返済金、家賃等を、お客さまのご指定の口座から自動的に引落とします。

お受取人の預金口座に、資金を入金いたします。たましん以外の金融機関の口座にも入金することができます。

手形や小切手などの取立てをいたします。取立てた代金は、お客さまご指定の口座に入金いたします。

預金証書や通帳、土地・家屋の権利証など重要書類や貴重品を保管いたします。

営業時間終了後も現金・小切手等を専用袋でお預かりし、翌営業日に入金いたします。

公共料金、しんきんVISAカード利用代金引落しの際、総合口座残高が不足した場合にカードローンより
自動融資を行うサービスです。

日中、窓口にお越しいただけないお客さまでも、キャッシュコーナーに設置してある申込書をポストに投函
していただくだけで、総合口座・公共料金口座振替・ポイントサービスロングパートナー・しんきんVISAカード・
JCBカードがお申込みいただけます。

従業員の皆さまの福利厚生制度の充実のためには年金信託、社会貢献をお考えの篤志家の皆さまには公益
信託、このほかに特定贈与信託、土地信託をご用意しています。

J-Debit（ジェイデビット）加盟店でのお買物等の代金のお支払いに、お手持ちの普通預金（総合口座普通
預金含む）キャッシュカードがご利用いただけます。
ご利用限度額／個人1日200万円以内、法人1日300万円以内（預金残高の範囲内）※ATMでの現金引出しと
の合算金額となります。

手形・小切手に社名・代表者名・住所等をあらかじめ印刷いたします。

キャッシュカード

給与振込、年金自動受取、
配当金自動受取

公共料金等自動支払

振込

代金取立

貸金庫・セーフティーケース

夜間金庫

トータルサービス

メールオーダーサービス

信託代理業務

デビットカードサービス

署名判印刷サービス

名　称 内容と特色

主なサービス等ラインナップ

（平成16年4月末現在）

相続税額の概算計算、非上場企業自社株の概算評価、また、土地有効利用の際には事業収支計算のシミュ
レーションも行っています。

多様化する企業ニーズに的確にお応えするため、株式公開に伴う支援を行っています。

私募債（担保付・東京信用保証協会保証付）の発行のお手伝いをさせていただきます。

後継者対策や新分野進出を目指す企業に、信金キャピタルと連携して支援いたします。

各種算定サービス

株式公開支援

私募債受託業務

M&A相談サービス

名　称 内容と特色

情報サービス等

（平成16年4月末現在）

創業間もない法人、個人事業者の方を対象に、京王八王子支店の7階をスモールオフィスとして低コストで
提供いたします。審査により創業支援融資、八王子市からの賃料補助等が活用できます。

インキュベーション施設
ブルームセンター

平成15年10月より取扱いを開始した、たましんダイレクトのご契約先は法人・個人あわせて19,000件を超えました。

電話、インターネット、携帯電話、Ｌモードを利用して、残高、入出金照会、振込、振替、定期預金等のお取引き
がご利用いただけるサービスです。個人向けには「たましんパーソナルダイレクト」、事業所向けには「たましん
ビジネスダイレクト」がございます。

「住まい」をテーマとした地域限定の会員組織。「会報誌すまいるPress」にて、住宅、教育、レジャー情報、休日
ローン相談会、各種セミナーのご招待等をご案内いたします。会員へは希望により、キャッシュ・デビット・
ローン・クレジット・会員証機能の5つを1枚のカードにした「ジョイントカード」が発行されます。

すまいるCLUB

確定拠出年金

事業に必要な運転資金をカード1枚でご利用になれます。

東京信用保証協会保証付で幅広い事業資金をカード1枚でご利用
になれます。ATMのほか専用用紙で窓口でのご融資も受けられ
ます。

300万円

1,000万円

1年（当金庫所定の
審査により自動更新）

2年（当金庫所定の
審査により自動更新）

各種ローンのお申込みについて
●ご融資お申込みに際しましては事前に審査をさせていただきます。結果によっては、ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
●ご融資は当金庫の営業地区内（多摩地域およびその周辺）の事業所、および当金庫の営業地区内にお住まい又は、地区内の事業所にお勤めの方にご利用
いただけます。
●ご融資金額が一定額以上の場合には、当金庫に出資していただき、会員になっていただく必要がございます。

追加型公社債投資信託 日々決算型

追加型株式投資信託 バランス型

追加型株式投資信託 バランス型

追加型株式投資信託 インデックス型（日経225連動型）

追加型株式投資信託 インデックス型（TOPIX連動型）

円建の内外公社債を主要投資対象とし、中期国債を
中心に投資します。

公社債、しんきん国内債券マザーファンドの受益証
券を主要投資対象とします。

先進国の国債、AA格相当以上の債券を中心に、分散
投資します。

証券取引所上場株式のうち、日経平均株価に採用
された銘柄を主要投資対象とします。

主として、わが国の株式を主要投資対象とします。

しんきん
国内債券ファンド

しんきん
野村世界国債ファンド

しんきん
インデックスファンド225

しんきん
トピックスオープン

タイプ ファンドの特色

投資信託

（平成16年4月末現在）

住宅ローン関連の長期火災保険。信用金庫統一保険商品として充実した補償内容と集団扱いによる安価な
保険料が特徴です。価格協定保険特約により新価・実損払いとなります。

住宅ローン関連の債務返済支援保険。住宅ローンお借入中の長期入院・療養時に就業障害補償としてローン
返済予定額が支払われます。失業補償の特約も付帯可能です。

海外旅行中のけがや病気の補償を行うとともに、海外での予期せぬ賠償責任や携行品の損害、航空機の
遅延等のアクシデントに備える保険です。

定額個人年金保険…お受取りになる年金が、一定額保証されている定額の年金商品です。
■新ニッセイ利率変動型年金しんきんらいふ年金 N
■フコク生命定額年金しんきんらいふ F

変額個人年金保険…ファンドの運用実績によって、将来受取る年金額等が増減する投資型年金商品です。
■ニッセイ投資型年金（バランス型）SKしんきんらいふ年金 N＜投資型＞
■フコク生命定額年金しんきんらいふ年金 F

住宅ローン長期火災保険
しんきんグッドすまいる

海外旅行傷害保険
しんきんグッドパスポート

内容と特色

各種保険・確定拠出年金

（平成16年4月末現在）

お使いみちと特色 融資限度額 融資期間

運用対象や収益性等によってお選びいただけるファンドをご用意しています。毎月決まった金額で購入しリスク分散する
「定時定額買付サービス」もお取扱いしています。

下記の運用商品をご用意し、「個人型」及び「企業型」の確定拠出年金をお取扱いしております。
・信金中金401k定期　固定1、3、5年　変動3、5年 ・ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス
・ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス ・ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス
・しんきんインデックス225 ・年金積金アセット・ナビゲーション・ファンド
・しんきんトピックスオープン （20、40、60、80）
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輸出荷為替手形の買取り・取立など、輸出商品代金のお受取りにご利用いただけます。

輸入信用状の開設、輸入代金の決済など、輸入商品代金のお支払いにご利用いただけます。

主要外国通貨の為替予約等を承ります。為替相場変動によるリスクヘッジ等にご利用いただけます。

米ドルなど、外貨によるご融資です。内外の金利動向や為替相場によっては、有利な資金調達が可能です。

L/Cパックは輸入信用状（L/C）の開設から始まる全ての輸入金融をカバーするとともに、輸入信用枠として
反復利用が可能です。（信用保証協会保証付）

海外送金のお申込みがお客さまのオフィスのファクシミリで可能です。早くて便利なたましん独自のサービス
です。（※法人および個人事業主のお客さまに限らせていただきます）

外貨普通預金の入出金が、お客さまのオフィスのファクシミリで可能です。為替相場変動によるリスクヘッジ、
外貨建資金決済等にご利用いただけます。（※法人および個人事業主のお客さまに限らせていただきます）

輸出取引

輸入取引

先物予約・通貨オプション

インパクトローン

L /Cパック

FAX海外送金サービス

FAX
外貨普通預金振替サービス

名　称 内容と特色

貿易金融サービス

（平成16年4月末現在）

弁護士、税理士が取引先に限らず幅広く法律・税務に関するご相談を無料で承っております。
法務相談は月4回、税務相談は月2回開催しています。

公認会計士、税理士、弁護士が直接お客さまの税務・法務に関する相談を無料で承ります。
法律相談会は第一・第三水曜日、税務相談会は第二・第四水曜日に予約制となっています。

お客さまの海外取引に関する要望に対し、きめ細かいアドバイスとサービスをご提供いたします。お客さま
向け情報誌「たましん貿易投資相談ニュース」を毎月発行しています。

年金制度、年金受給手続きのご案内等、社会保険労務士や年金担当職員が無料で承ります。

法務・税務相談

税務・法律相談会

貿易・投資相談

年金相談会

名　称 内容と特色

相談サービス

（平成16年4月末現在）

金融の国際化を背景とした各種のニーズに応えるために、貿易金融分野におけるサービスの充実を展開しています。
お客さまの海外ビジネスを力強くサポートいたします。

たましんでは、お取引のない方でも無料でご利用いただける各種相談サービスを実施しています。困った時、困る前
にお気軽にご相談ください。

多摩に暮らす人々のいきいきとしたライフスタイルを応援する会員制の倶楽部です。会員の皆さまには「かわら
版」や情報誌「多摩・らび」を送付し、様々なイベント情報等をご提供いたします。

多摩らいふ倶楽部

名　称 内容と特色

提携サービス

（株）多摩情報メディアと提携し、地域の皆さまの豊かな生活の実現、事業の発展への取組を展開しています。

お客さまがお持ちのファクシミリにより、総合振込、給与振込ができるサービスです。

たましんのコンピュータとお客さまのファクシミリとを結び、振込み、取立入金の連絡サービスや振込み、
取立入金、残高等の取引内容の照会サービスを行います。

たましんのコンピュータとお客さまのパソコン（専用端末機や多機能電話を含む）とを結び、残高・振込・入出金
の取引内容の照会サービス、振込・振替サービス、データ伝送サービス（総合振込・給与振込）を行います。

ファクシミリ振込サービス

アンサーサービス

パソコンサービス
テレマイティサービス

名　称 内容と特色

EBサービス

（平成16年4月末現在）

・定期預金･定期積金のお預入れもご利用いただけます。
・一部キャッシュコーナーでは、ご利用日、ご利用時間帯が
異なります。
・平日午前8時30分以前のお振込は為替通信開始時刻（午前
8時30分）以降の発信となります。
・平日午後3時以降および土・日・祝日のお振込は翌営業日
のお振込となります。
・提携金融機関カード等のご利用についてはお取扱い内容
が異なります。

お預入れ
お引出し
残高照会
お振込
ご預金のお振替
通帳記入
暗証番号の変更
ポイントサービス
＜ロングパートナー＞
の申込み

取扱内容

平日
土・日・祝日

正月三が日、ゴール
デンウィークもご利
用いただけます。

ご利用日

午前7時～午後10時

取扱時間 備　考

ATMサービス

（平成16年4月末現在）

お客さまのパソコン、専用端末機とたましん事務センターとのコンピューターを通信回線で結び、お客さまの事務の
合理化や資金管理の効率化にお役に立てるよう各種サービスを取揃えております。

たましんでは、ATM機能の充実と利便性の高い場所への設置等を展開し、通年（一部、市役所・スーパー内等への設置
コーナー除く）ご利用いただける体制となっています。

貿易取引の代金決済や海外事務所諸経費、お子さまの留学費用のご送金などにご利用いただけます。
たましん全店でお取扱いしています（当日の為替相場で取引ができ、計算書も即日交付しています）。

日本円を米ドル・ユーロなど主要国の外貨キャッシュに、また海外からお持ち帰りの外貨キャッシュを日本円
に交換いたします。米ドルキャッシュの両替については、たましん全店でお取扱いしています。
（立川ターミナルビル出張所を除く）

サインひとつで現金同様にご利用いただける、安全で便利な旅行小切手です。米ドル、日本円建の旅行小切
手は、たましん全店でお取扱いしています。（立川ターミナルビル出張所を除く）

海外送金

現金
（外貨現金）

旅行小切手
（トラベラーズチェック）

両
　
替

名　称 内容と特色

外国為替サービス

（平成16年4月末現在）

たましんでは世界主要都市の金融機関とのコルレス（提携）業務を展開し、確実でスピーディーな資金決済をご提供
しています。また外貨宅配サービス「マネーポート」によってお客さまのご要望にお応えできるよう豊富な外国通貨を
取揃えております。

香港上海銀行東京支店との提携により、世界27通貨の外貨キャッシュと7通貨のアメックス発行の旅行小切
手を使いやすいプリパックでご指定の場所にお届けします。外貨宅配サービスはたましん全店でお取扱い
しているほか、インターネットでの申込も可能です。

世界27通貨の外貨キャッシュと7通貨の旅行小切手を、香港上海銀行東京支店にご郵送していただきますと、
同行からその代金（日本円）がお客さまご指定の銀行口座に振込まれる便利なサービスです。たましん全店で
お取扱いしています。

外貨宅配サービス
マネーポート

外貨郵送買取サービス

事業者の皆さまにご提供する総合的な付加価値サービス。インターネットを介した企業検索、ビジネスマッ
チングほか、各種セミナーの開催等、法人向けの各種サービスを展開しています。

法人総合サービス
BOB（ボブ）



マル専手形発行

パーソナルチェック

マル専口座開設

署名判印刷サービス

1冊（25枚） 210円

割賦販売通知書1枚につき3,150円

1枚につき 525円

登録手数料1口座につき 5,250円

当座カード発行 1件につき　 1,050円

商品・サービスのご案内
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項　目 料　金 項　目 料　金

（注）東京･横浜手形交換所・当金庫本支店宛除く
※上記の料金には消費税が含まれています。
※上記の他、個別の約定により手数料が定められている場合は手数料を申し受けます。

代

金

取

立

貸

金

庫

夜
間
金
庫

再
発
行

各
種
証
明
書
発
行

当
　
　
座

代金取立

不渡手形返却

大型

中型

小型

夜間金庫

夜間金庫専用入金帳発行

通帳･証書

カード類

貸金庫鍵（紛失・毀損）

夜間金庫投入口鍵
（紛失・毀損）

残高証明・その他証明書

取引明細証明書

約束手形・為替手形

当座小切手帳

自己宛小切手発行

セーフティーケース

1通につき（注） 630円
（至急扱いは1通につき840円）

金

取

扱

不
動
産
担
保
事
務
取
扱

住
宅
ロ
ー
ン

情
報
サ
ー
ビ
ス

期
限
前
完
済

臨
時
返
済

変
動
金
利
期
間
中

変
動
金
利
期
間
中

金

証

書

国債口座管理手数料

金地金　販売・買取

新規設定

新規設定（当金庫営業地区外）

変更

抹消

ご融資日より3年以内

ご融資日より3年超
5年以内

ご融資日より5年超
7年以内

ご融資日より7年超

返済金額減額

返済期間短縮

固定金利特約期間中

固定金利特約期間中

アンサーサービス

テレマイティサービス

ファクシミリ振込サービス

専用端末機

パソコン

パソコン
サービス

た
ま
し
ん
ダ
イ
レ
ク
ト

ローンカード発行

販売・買取

保護預り
（預り数量に応じ）

月額 105円

1枚につき 5,250円

1取引につき 2,100円

1件につき 5,250円

年額100g当たり 2,310円
（年額上限7,350円）

1件につき 31,500円

1件につき 52,500円

1件につき 10,500円

1件につき 5,250円

1件につき 3,150円

1件につき 2,100円

1件につき 1,050円

1件につき 無料

1件につき 31,500円

1件につき 5,250円

1件につき 3,150円

1件につき 21,000円

1件につき 1,050円
（別途200円の印紙代必要）

1ヵ月（1口座につき） 525円

1ヵ月 1,050円

1ヵ月 1,050円

1ヵ月 2,100円

1ヵ月 2,100円

パーソナルダイレクト

ビジネスダイレクト

無料

1ヵ月 2,100円

1通につき（注） 630円

年額 37,800円

年額 25,200円

年額 15,120円

年額 10,080円

年額 63,000円

1冊 7,350円

1通につき 1,050円

1枚につき 1,050円

1個につき 10,500円

1個につき 3,150円

1通につき 210円

1ヵ月分1口座につき 210円

1通につき 525円

1冊（50枚） 420円
署名判登録先 1冊（50枚） 525円

1冊（25枚） 262円
署名判登録先 1冊（25枚） 315円

東京･横浜手形交換所管内
（依頼返却含）

他所代手

1通につき 210円

1通につき 630円

取
立
手
形
組
戻

105円

105円

105円

210円

210円

210円

210円

210円

210円

210円

210円

210円

105円

105円

210円

105円

210円

105円

105円

105円

105円

105円

105円

105円

210円

105円

105円

無　料

210円

無　料

無　料

105円

105円 210円

105円

無　料

無　料

無料

210円

210円

210円

210円

210円

210円

210円

105円

105円210円

210円

210円

105円（ATMの場合無料）

315円（ATMの場合無料）

210円（ATMの場合105円）

420円（ATMの場合315円）

630円（ATMの場合420円）/付帯物件付 630円

840円（ATMの場合630円）/付帯物件付 840円

1契約につき 3,150円

1通につき 105円

1契約につき 525円

1ヵ月につき 3,150円

1件につき 630円

振込日の2営業日前までの持込 無料

振込日の前営業日、当日の持込1件につき 210円

振込日の2営業日前までの持込1件につき 315円

振込日の前営業日、当日の持込1件につき 525円

振
　
込

両
　
替

A
T
M

お
引
出
し

お
預
入
れ

振　込

総合振込新規契約

総合振込依頼書発行

自動送金サービス新規契約

MT/FD振込基本手数料

振込組戻（当金庫本支店宛含む）

円貨両替手数料

給与振込

円貨両替カード発行（有効期間1年）

当店宛

当金庫本支店宛

他行宛

当金庫本支店宛

他金融機関宛

101枚～500枚

501枚～1,000枚

以降1,000枚毎

1枚～100枚

315円

525円

525円

無　料
円貨両替カードまたは、当金庫キャッシュカード・
ローンカード・会員カード

円貨両替カード

ただし、円貸
両替カードの
ご提示により
無料

年額（1枚につき）

3万円未満

3万円以上

3万円未満

3万円以上

3万円未満

3万円以上

項　目 詳　細 料　金

お取扱いの種類 午前 午後
8：00 9：00 2：00 5：00 6：00 7：00 8：00 9：00

各種手数料
（平成16年4月末現在）

（平成16年4月末現在）

（平成16年4月末現在）

7：00 8：45 10：00

当金庫
カード

ご利用カード 曜日

他信金
カード

提携
金融機関
カード

提携
クレジット
カード

当金庫カード

他信金
カード

郵貯カード

平日

土

日・祝日

平日

土

日・祝日

平日

土
他行

郵貯

日・祝日

平日

土

日・祝日

平日・土・日・祝日

平日

土

日・祝日

平日のみ

12,600円（当金庫に普通預金または当座預金のあるお客様に発行）

両替機
ご利用に際しては下記のカードが必要です

窓　口（ ）
希望金種合計枚数
高額貨幣への両替は
持込合計枚数

※白地の時間はお取扱できません。※当金庫カードによるお取扱手数料の中には時間外手数料（105円）と早朝夜間手数料（105円）が含まれます。時間外手数料は平日の午前
8時45分迄と午後6時以降、土曜日は午前9時迄と午後2時以降、日曜祝日は営業時間内全て。早朝夜間手数料は午前8時迄と午後9時以降です。※正月三が日、ゴールデン
ウィーク（5月3・4・5日）、12月31日は日・祝日の手数料となります。※上記の料金には消費税が含まれています。

地金引換
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組織図

主  

計  

担  

当 

リ
ス
ク
管
理
担
当 

監  

査  

担  

当 

（
自
己
査
定
担
当
） 

（
子
会
社
担
当
） 

会

員

 

監 事 室  

営 業 店  

出 張 所  

法務相談室  

業 務 部  

融 資 部  

資金証券部  

 
資金証券担当 

市場営業担当 

国際資金担当 

管 理 部  

国 際 部  

外国為替センター担当 

国際業務担当 

人 事 部  
人  財  担  当 

人  事  担  当 

総 務 部  

管  財  担  当 

総  務  担  当 

事 務 部  

事務集中担当 

コンプライアンス担当 

お客様相談担当 

支店統括担当 

営  業  部  門 

事  務  部  門 

監事会 

理事会 

常務会 

会
　
　
　
　
長 

理

事

長

 

専  

務  

理  

事 

常  

務  

理  

事 

各
種
委
員
会 

総
　
　
　
　
代 

非
常
勤
理
事 

融  資  部  門 

職員数 （単位：人） 

平成15年3月末 

924 

469 

1,393

平成14年3月末 

923 

433 

1,356

男　性 

女　性 

合　計 

平成16年3月末 

927 

486 

1,413

常  

勤  

理  

事 

常  

勤  

監  

事 

非
常
勤
監
事 

会　　長　菅屋 忠正 

理 事 長　佐藤 浩二 

専務理事　大神田 忠弘 

常務理事　内田 一郎　 

常勤理事　上岡 正一 

常勤理事　原島 秀樹 

常勤理事　三ツ井 敏文 

常勤理事　大野 章夫 

常勤理事　石垣 圭一 

常勤理事　八木 敏郎 

理　　事　古瀬 逸夫 

理　　事　萬田 貴久 

理　　事　岩　 泉 

 

常勤監事　佐藤 元雄 

監　　事　安藤 謙治 

監　　事　村越 政雄 

監事（員外）　寺井 一弘 

お

客

さ

ま

 

事務指導担当 

管  理  担  当 

経営指導担当 

審  査  担  当 

融  資  担  当 

住宅ローンセンター 

法人渉外担当 

業務企画担当 

地域経済研究所 

企  

画  

担  

当 

運用管理担当 

システム担当 

監

事

 

理

事

 

秘  

書  

担  

当 

経
営
情
報
室 

リ
ス
ク
監
査
室 

（平成16年6月末現在） 

総代会 

常勤役員一覧

信用金庫の運営

監査体制の充実

信用金庫法第37条の2、第10項において、株式会社の

監査等に関する商法の特例に関する法律、第18条第2項

により選任した「常勤監事」、並びに信用金庫法第32条

第5項において選任した「員外監事」（注記参照）において、

業務監査を行いました。

また、監事は定期的に監事会を開催し、監査体制の充実を

図りました。

■業務監査

信用金庫法第37条の2、第10項において、株式会社の

監査等に関する商法の特例による法律、第3条・第1項から

第3項の準用に基づいて選任した「ASG監査法人」により、

財務全般についての会計監査を受けました。

■会計監査

（注記）員外監事は、下記の要件を満たす監事
1. 当金庫の会員または当金庫の会員たる法人の役員・使用人でない者。
2. 就任前5年間当金庫の理事・職員または当金庫の子会社の取締役・
使用人でなかった者。

信用金庫の最高議決機関は総会または総代会であり、総代

は定款の定める方法によって会員の中から選任します。

また、総代会では理事および監事が選任され、理事および

監事によって理事会が構成されます。理事長等の代表理事

は理事会で選任され、信用金庫の日常業務は理事会の

決定を踏まえて行われます。

また、信用金庫の監督官庁は金融庁です。同庁は「関係

法令を遵守しているか」「経営が健全になされているか」と

いった視点から定期的に検査・監督を行っています。

※たましんの代表理事は、会長、理事長、専務理事、常務理事です。

常務理事　内田 一郎 常勤理事　上岡 正一 常勤理事　原島 秀樹 常勤理事　三ツ井 敏文

常勤監事　佐藤 元雄常勤理事　石垣 圭一常勤理事　大野 章夫

会長　菅屋 忠正

常勤理事　八木 敏郎

理事長　佐藤 浩二 専務理事 大神田 忠弘

（平成16年6月24日現在）
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総代会制度について

1. 総代の任期・定数
総代の任期は3年です。総代の定数は、130人以上150
人以下で、会員数に応じて各選任区域ごとに定められ
ております。なお、平成16年7月16日現在の総代数は
149人です。

2. 総代の選任方法
総代は、会員の代表として、会員の総意を当金庫の経営
に反映する重要な役割を担っております。
そこで総代の選考は、総代候補者選考基準（注）に基づ
き、次の3つの手続きを経て選任されます。
①会員の中から総代候補者選考委員を選任する。
②その総代候補者選考委員が総代候補者を選考する。
③その総代候補者を会員が信任する。
（異議があれば申し立てる）

■総代とその選任方法

第71期通常総代会において、次の事項が付議され、それぞれ原案の
とおり了承されました。

①報告事項
平成15年度の貸借対照表、損益計算書並びに附属明細書の件

②決議事項
第1号議案　平成15年度の業務報告書、並びに剰余金処分案の件
第2号議案　定款の一部変更の件
第3号議案　会員の法定脱退の件
第4号議案　役員（理事及び監事）全員の任期満了に伴う改選の件
第5号議案　役員（理事及び監事）の平成16年度報酬総額の件
第6号議案　退任役員への退職給与支給の件

■第71期通常総代会決議事項

■総代氏名一覧（平成16年7月16日現在）

第1区

選任区域

36人

人数 氏　　名

浅見義雄・網野　弘・五十嵐栄治・板谷光汎・伊東廣助・伊藤　博・井上浩一・岩 孟司・岩 春伸・内野貞雄・内野行雄・榎戸岩雄・榎本皖一・岡部良夫・小川富史・
金丸清泰・草野忠正・栗原惟安・　藤 俊・新藤信之・鈴木榮一・鈴木栄治郎・鈴木忠五郎・ 柳 茂・内藤好雄・中嶋榮治・中島富治・中野隆右・並木啓一・
鳴島勇一・野口正三・日野　一・三上 夫・村野安成・矢島眞治・若松貞一

第2区 27人
石川　弘・一斗秀行・井上　子・植田芳雄・榎本晴一・熊沢俊雄・紅林正樹・小林進一・塩沢邦府・設楽清一・柴田太海雄・清水長治・白川宗昭・杉田　智・鈴木四郎・
関塚時紀生・財部　博・竹口甲二・田中利夫・田宮　茂・中野喜一・平畑文興・森田正夫・森田米三郎・山田宗孝・吉野　強・渡邉喜助

第3区 24人
青木信義・一ノ瀬公男・金井孝一・菊池　誠・木下武久・木下　律・小林敏雄・小山　勲・ 藤慶造・齋藤秀文・佐藤　力・滝瀬一雄・田倉　仁・角田義孝・寺澤利雄・
中村隆治・錦見忠光・西村　實・馬場喜春・峯尾一幸・宮崎　啓・村内道昌・村上義輝・和田吉司

第4区 7人 内海友一・遠藤修三・川口哲生・佐藤収一・佐藤保治・関　栄一・高柳榮造

第5区 16人 浅見和雄・小川重行・小野忠雄・加藤保司・金子　匡・鴨下源太郎・小坂皓大・小山慶次・坂本武昌・佐野利平・清水幸次郎・清水精一・立川　栄・田中　貞・並木文雄・矢野　守

第6区 15人 飯田種一・石坂文夫・市川祐次・井上常正・鎌内　厚・河口暎雄・小林哲蔵・児山金之助・猿渡昌盛・伊達和男・並木三郎・野口忠直・村木信一・梁田長盛・吉野ヱイ子

第7区 4人 朝倉晃吉・島崎辰雄・藤川隆昭・宮崎　誠

第8区 8人 榎本上平・国吉昌良・小山武光・桜井忠夫・清水金三・高木　裕・武石岩男・西川達雄

第9区 7人 浅野嘉一・石井利三・寿時龍太郎・田中吉雄・中山善次・向田　宏・渡邉文紀

第10区 5人 浅田憲一・狩野俊吉・園部　斉・戸井田　宏・永川敏一

8年 有限責任　立川信用組合を設立
18年 創立10周年
23年 多摩中央信用組合と改称
26年 信用金庫法施行により多摩中央信用金庫と改組

28年
創立20周年
本店ビル新築

36年 内国為替業務を開始
38年 創立30周年
40年 預金200億円達成

45年
事務センター完成
預金500億円達成
貸出金500億円達成

46年 第一次オンラインシステム稼働
両替商業務の取扱開始

48年
創立40周年
預金1,000億円達成
貸出金1,000億円達成

49年 創立40周年記念誌「多摩のあゆみとともに」発刊
本店10階建に新築、9階に多摩の作家の展示会場として「たましんギャラリー」開設

50年 11月15日「多摩のあゆみ」創刊
52年 地域文化と社内コミュニケーションのためのビデオシステム導入
53年 預金2,000億円達成
54年 貸出金2,000億円達成
55年 第二次オンラインシステム稼働

56年
店外CD設置
ATM導入

57年 預金3,000億円達成
58年 創立50周年

59年
外国為替公認銀行となる
貸出金3,000億円達成

61年 預金5,000億円達成
62年 「たましん美術サロン」開設

元年
研修センター「COMMENCE '89」開設
預金8,000億円達成
「シニア・スクエア」（年金サークル）発足

2年 キャッシュサービスコーナーの日曜稼働開始
預金1兆円達成

3年 財団法人たましん地域文化財団設立
5年 創立60周年
7年 東京証券取引所特別参加者となる

武蔵野信用金庫大泉支店・三鷹支店を譲受け
9年

「多摩らいふ倶楽部」発足
キャッシュサービスコーナーの稼働拡大
（平日・土曜日・日曜日・祝日とも午前8時～午後9時まで）
※一部キャッシュサービスコーナーを除く

10年 大泉支店と吉祥寺支店の統合
たましん地域文化財団「第1回全国信用金庫協会社会貢献賞」にて
「Face to Face 賞」「メセナ大賞 '98」にて「メセナ地域賞」を受賞
投資信託の窓口販売開始
郵便局とのオンライン提携開始

11年
たましんワールドキャッシュセンター開設
デビットカードサービス開始
わかば信用金庫、国領支店を譲受け

12年 キャッシュサービスコーナーの稼働拡大
（平日・土曜日・日曜日・祝日とも午前7時～午後10時まで）
※一部キャッシュサービスコーナーを除く
損害保険の窓口販売開始

13年
年金振込件数10万件達成
確定拠出年金の取扱開始
天皇皇后両陛下が「御岳美術館」ご訪問

14年
生命保険（個人年金保険）の窓口販売開始
「企業再生」への取組み強化
創立70周年
多摩ブルー・グリーン賞創設

15年
インキュベーション施設「ブルームセンター」開設
たましんダイレクト取扱開始

たましんのあゆみ

■総代が選任されるまでの手続きについて

昭　和 平　成

会　　員 

選考委員 

総　代　会 

総代候補者 

総　代 

②選考基準に基づき 
　総代候補者を選考 

決算に関する事項、 
理事・監事の選任等、 
重要事項の決定 

会員の総意を適正に 
反映するための制度 

③理事長は、総代候補者氏名 
　を店頭掲示し、所定の手続 
　きを経て、会員の代表とし 
　て総代を委嘱 

①理事会の議決に 
　基づき理事長が 
　選考委員を委嘱 
　し、選考委員の 
　氏名を店頭掲示 

理　事　会 

① 総代候補者選考 
　 委員の選任 

② 総代候補者の 
　 選考 

③ 総代の選任 

　 　いずれか選択 ○ a ○ b

　 　いずれか選択 ○ c ○ d

　　 　 いずれか選択 ○ a ○ b○ d

異議申出期間（公告後2週間以内） 

理事会の議決により、選任区域ごとに会員のうちから 
選考委員を委嘱 

選考委員の氏名を店頭に掲示 

地区を10区の選任区域に分け、各選任区域ごとに総代の定数を定める 

選考委員が総代候補者を選考 

総代候補者の氏名を、1週間店頭掲示 左記掲示について日本経済新聞に公告 

理事長に報告 

・会員から異議のない場合 
　　　　　または 
・選任区域の会員数の1/3未満の会員 
　から異議の申出があった総代候補者 

・選任区域の会員数の1/3以上の会員 
　から異議の申出のあった総代候補者 

当該総代候補者が選任区域の 
総代定数の1/2未満 

当該総代候補者が選任区域の 
総代定数の1/2以上 

当該総代候補者が選任区域の 
総代定数の1/2未満 

当該総代候補者が選任区域の 
総代定数の1/2以上 

選任区域の会員による投票 

有効投票の過半数の賛成 有効投票の過半数の賛成なし 

理事長は総代に委嘱 総代の氏名を店頭に1週間掲示 

　 他の候補者を選考 ○ a 　 当該総代を再度候補者として選考 ○ b

　 他の候補者を選考 ○ c 　 欠員（選挙を行わない） ○ d

（上記②以下の手続きを経て） 

■総代会の仕組み
総代会は会員一人ひとりの意見を適正に反映するための開かれた制度です。

（注）総代候補者選考基準

①資格要件
・当金庫の会員であること

②適格要件
・総代としてふさわしい見識を有している者
・良識をもって正しい判断ができる者
・人格にすぐれ、金庫の理念・使命を十分理解している者
・その他総代選考委員が適格と認めた者

信用金庫は、会員同士の「相互信頼」と「互恵」の精神を
基本理念に会員一人ひとりの意見を最大の価値とする協同
組織金融機関です。したがって会員は出資口数に関係なく
一人一票の議決権を持ち、総会を通じて当金庫の経営に
参加することとなります。しかし、当金庫は、会員数が大変
多く、総会の開催は事実上不可能です。そこで、当金庫で
は、会員の総意を適正に反映し、充実した審議を確保する
ため、総会に代えて総代会制度を採用しております。
この総代会は、決算、取扱業務の決定、理事・監事の選任等
の重要事項を決議する最高意志決定機関です。したがって、
総代会は、総会と同様に、会員一人ひとりの意見が当金庫
の経営に反映されるよう、会員の中から適正な手続により
選任された総代により運営されます。
また、当金庫では総代会に限定することなく、日常の事業
活動を通じて総代や会員とのコミュニケーションを大切に
し、様々な経営改善に取組んでおります。



3130

充実のネットワークで多摩地域をカバーします。

店舗一覧マップ

店 舗

店外キャッシュサービスコーナー

地区一覧 自動機器設置状況

（単位：台）立川市、昭島市、府中市、三鷹市、調布市、小金井市、

小平市、武蔵野市、東村山市、国分寺市、国立市、

西東京市、八王子市、日野市、町田市、青梅市、福生市、

清瀬市、狛江市、東久留米市、東大和市、武蔵村山市、

稲城市、多摩市、あきる野市、羽村市、西多摩郡（瑞穂町、

奥多摩町、日の出町、檜原村）、杉並区、世田谷区、練馬区、

中野区、渋谷区、新宿区、豊島区、港区、目黒区

相模原市、川崎市（多摩区、麻生区、高津区、宮前区）、

津久井郡

東 京 都

神奈川県

所沢市、入間市、狭山市、新座市、飯能市埼 玉 県

31

店舗一覧

本 店

南 口 支 店

昭 島 支 店

小金井支店

国 立 支 店

府 中 支 店

国分寺支店

小 平 支 店

調 布 支 店

三 鷹 支 店

日 野 支 店

東立川支店

八王子支店

中河原支店

吉祥寺支店

西八王子支店

秋 川 支 店

羽 村 支 店

拝 島 支 店

北府中支店

村 山 支 店

錦 町 支 店

栄 町 支 店

学園東支店

立川ターミナルビル出張所

〒190-8681

〒190-0023

〒196-0034

〒184-0004

〒186-8686

〒183-0022

〒185-0012

〒187-0035

〒182-0022

〒181-0013

〒191-0011

〒190-0021

〒192-0904

〒183-0034

〒180-0006

〒193-0835

〒197-0823

〒205-0011

〒196-0003

〒183-0052

〒208-0011

〒190-0022

〒190-0003

〒187-0043

〒190-0012

立川市曙町2-8-28

立川市柴崎町3-5-22

昭島市玉川町4-5-3

小金井市本町2-5-4

国立市中1-9-52

府中市宮西町1-5-1

国分寺市本町3-11-12

小平市小川西町4-14-16

調布市国領町1-9-8

三鷹市下連雀1-9-15

日野市日野本町4-3-6

立川市羽衣町1-19-6

八王子市子安町1-3-10

府中市住吉町5-2-1

武蔵野市中町3-29-12

八王子市千人町3-2-16

あきる野市野辺539-1

羽村市五ノ神1-2-6

昭島市松原町4-13-20

府中市新町1-65-1

武蔵村山市学園3-101-1

立川市錦町3-6-9

立川市栄町2-66-1

小平市学園東町2-12-15

立川市曙町2-1-1ルミネ立川B-101

0 042-526-1111

0 042-528-2211

0 042-545-5111

0 042-385-1111

0 042-574-1111

0 042-366-8211

0 042-321-4141

0 042-341-3131

0 0424-82-6121

0 0422-44-2121

0 042-581-7311

0 042-524-0611

0 0426-44-5111

0 042-366-3311

0 0422-54-3321

0 0426-64-6611

0 042-559-3111

0 042-555-3111

0 042-545-4111

0 042-367-1311

0 042-565-9111

0 042-528-0511

0 042-536-9711

0 042-345-5511

0 042-527-6911

昭和 8年12月

19年 3月

25年10月

26年 4月

27年 3月

27年 9月

28年 7月

33年12月

37年 6月

39年12月

41年 7月

43年 9月

46年12月

49年 5月

50年12月

51年 6月

51年11月

51年11月

54年 5月

53年 5月

54年11月

55年12月

56年 4月

56年11月

57年10月

店外キャッシュサービスコーナー 一覧（37カ所）

店舗名 所在地 電　話 開設年月

砂 川 支 店

郷 地 支 店

東大和支店

南 平 支 店

西国分寺支店

昭島駅前支店

武蔵境支店

富士見町支店

豊 田 支 店

東村山支店

瑞 穂 支 店

宇津木台支店

福 生 支 店

国分寺南口支店

北 山 支 店

一橋学園支店

京王八王子支店

恋ヶ窪支店

残 堀 支 店

八王子四谷支店

八王子中野支店

東府中支店

あきる野支店

東久留米支店

〒190-0031

〒196-0032

〒207-0014

〒191-0041

〒185-0024

〒196-0015

〒180-0023

〒190-0013

〒191-0053

〒189-0022

〒190-1221

〒192-0023

〒197-0022

〒185-0021

〒183-0041

〒187-0045

〒192-0046

〒185-0003

〒208-0034

〒193-0816

〒192-0042

〒183-0015

〒197-0804

〒203-0053

立川市砂川町4-2-3

昭島市郷地町2-32-16

東大和市南街5-65-2

日野市南平7-17-72

国分寺市泉町3-17-10

昭島市昭和町2-5-15

武蔵野市境南町3-15-23

立川市富士見町4-9-22

日野市豊田3-41-7

東村山市野口町1-11-17

西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎239-2

八王子市久保山町1-10
宇津木台ショッピングプラザ2F

福生市本町24

国分寺市南町3-19-8

府中市北山町2-22-7

小平市学園西町2-13-33

八王子市明神町2-27-6

国分寺市戸倉1-3-4

武蔵村山市残堀1-33-1

八王子市大楽寺町510-1

八王子市中野山王1-3-1

府中市清水が丘3-23-20

あきる野市秋川2-10-3

東久留米市本町1-3-1

0 042-535-4411

0 042-546-4111

0 042-564-7111

0 042-593-2111

0 042-326-1511

0 042-546-4311

0 0422-33-2111

0 042-528-1741

0 042-586-6111

0 042-396-5551

0 042-556-4111

0 0426-91-6111

0 042-553-6111

0 042-322-9111

0 042-573-4711

0 042-346-2111

0 0426-48-5611

0 042-328-3011

0 042-569-2111

0 0426-21-3721

0 0426-21-3111

0 042-367-5211

0 042-550-3111

0 0424-77-2111

昭和57年11月

58年 5月

58年 6月

58年11月

59年11月

60年 5月

60年 5月

61年 4月

61年10月

61年10月

61年11月

62年 3月

63年 6月

平成 1年 3月

1年11月

1年11月

2年11月

3年12月

4年 6月

5年 4月

6年 4月

6年 5月

7年 5月

8年 6月

店舗名 所在地 電　話 開設年月

（平成16年4月末現在）

（平成16年4月末現在）

フロム中武前

島屋立川店内

立川市役所内

いなげや幸店前

いなげや立川栄町店前

マルエツ武蔵砂川店前

京王ストア立川店前

多摩モノレール立川南駅前

伊勢丹立川店前

オリンピック国立店前

国立市役所内

国立旭通り

さえき国立店前

国分寺ターミナルビル内

国分寺市役所内

ヤマダ電機府中店前

京王ストア栄町店前

ブリヂストン小平生協前

いなげや小平学園西町店前

立川市曙町2-11-2

立川市曙町2-39-3

立川市錦町3-2-26

立川市幸町1-23-6

立川市栄町3-7-1

立川市上砂町5-43-1

立川市柴崎町3-18-8

立川市柴崎町3-7-4

立川市曙町2-5-1

国立市北3-39-1

国立市富士見台2-47-1

国立市東3-7-17

国立市西1-11-6

国分寺市南町3-20-3

国分寺市戸倉1-6-1

府中市西原町1-3-1

府中市栄町1-20-33

小平市小川東町1-22-15

小平市学園西町3-30-18

店舗名 所在地

西武国分寺線小川駅前

いなげや東大和店内

イトーヨーカドー東大和店内

ヤマダ電機武蔵村山店前

ダイエー武蔵村山店内

スーパーアルプス日野店前

イトーヨーカドー八王子店内

スーパーアルプス宇津木台店前

昭島市役所内

いなげや昭島中神店向かい

昭島駅北口前

イオン昭島ショッピングセンター内

エコス拝島店前

イトーヨーカドー拝島店内

いなげや羽村富士見平店前

羽村駅西口

いなげやあきる野雨間店前

あきる野市役所内

小平市小川西町4-15-13

東大和市南街5-3-1

東大和市桜ヶ丘2-142-1

武蔵村山市三ツ藤1-84

武蔵村山市伊奈平3-36-1

日野市日野390-4

八王子市狭間町1462-1

八王子市久保山町1-10

昭島市田中町1-17-1

昭島市朝日町3-6-4

昭島市昭和町2-1-2

昭島市宮沢町500-1

昭島市松原町3-5-1

昭島市松原町3-2-12

羽村市富士見平1-15-10

羽村市羽東1-7-26

あきる野市雨間1-19-4

あきる野市二宮350

店舗名 所在地

たましんの概要

Tamashin Report 2004

ATM

145

47

192

CD

3

1

4

武蔵境 立川 

東大和市 

東大和支店 

学園東支店 
小平支店 

清瀬市 

狛江市 

南武線 

西国分寺 

昭島市 

府中市 

三鷹市 

調布市 

小金井市 

小平市 
西東京市 

武蔵野市 

吉祥寺 三鷹 

武蔵境 

武蔵小金井 

国分寺 国立 西国立 

日野 

豊田 

立川 

拝島 

昭島 
中神 

八王子 西八王子 

福生 

羽村 

秋川 

東秋留 

東村山市 

東大和市 

国分寺市 

国立市 

日野市 

横浜線 

多摩モノレール 

五日市線 

青梅線 

八高線 

福生市 

秋川支店 

福生支店 

瑞穂支店 

羽村支店 

あきる野支店 

拝島支店 

京王八王子支店 

宇津木台支店 

八王子支店 

郷地支店 
富士見町支店 

東府中支店 

三鷹支店 

吉祥寺支店 

小金井支店 
国分寺支店 

恋ヶ窪支店 

小平支店 

東村山支店 

東大和支店 村山支店 

砂川支店 

昭島駅前支店 

残堀支店 

学園東支店 

東久留米支店 

一橋学園支店 

武蔵境支店 

北府中支店 

国分寺南口支店 

府中支店 

中河原支店 調布支店 

豊田支店 

西八王子支店 

八王子中野支店 

八王子四谷支店 

清瀬市 

狛江市 

東久留米市 

武蔵村山市 

稲城市 多摩市 

あきる野市 

羽村市 

瑞穂町 

日の出町 

青梅市 
武蔵野線 

中央線 
西国分寺 

日野支店 

栄町支店 

本店 
東立川支店 

北山支店 

国立支店 

昭島支店 

南平支店 

立川 
ターミナルビル出張所 

立川市 

南口支店 

西国分寺支店 

錦町支店 

八王子市 

ATM

151

49

200

CD

0

0

0

CD

0

0

0

ATM

149

48

197

平成16年3月末平成15年3月末平成14年3月末

店舗内

店舗外

合　 計
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たましんワールドキャッシュセンター

たましんビジネスサービス株式会社

住宅ローンプラザ

世界13通貨の外貨
キャッシュと、7通貨の
トラベラーズチェック
がその場で両替でき
ます。

設立/昭和41年3月24日
所在地/〒190-0012 立川市曙町2-38-5
TEL/042-527-3008 FAX/042-522-7893
資本金/4千万円
当金庫出資比率/100％　子会社等出資比率/0％
主な業務内容/●当金庫の各種集中事務の処理代行 ●当金庫のATMの運用管理 ●現金精査、定型的な集配金業務

●メールカーの運行 ●人材派遣 ●事務用品、書籍等の販売
●当金庫の駐車場、福利厚生施設の管理

多摩保証株式会社

設立/昭和60年6月3日
所在地/〒190-0012 立川市曙町2-38-5
TEL/042-524-6311 FAX/042-529-6063
資本金/1千万円
当金庫出資比率/51％　子会社出資比率/49％
主な業務内容/●住宅金融に係る信用保証業務および

信用調査業務

たましんリース株式会社

設立/昭和58年6月15日
所在地/〒190-0012 立川市曙町2-38-5
TEL/042-528-1131 FAX/042-528 -1892
資本金/5千万円
当金庫出資比率/72.7％　子会社等出資比率/0％
主な業務内容/●生産用、医療用、事務用、その他営業用

に供する車両、機械、器具、設備などの
動産リース

●電子計算機ソフトウェアの販売および
賃貸

個人の方はもちろん、住宅販売業な
どの業者の皆さまがお受けした住宅
ローンのご相談に専門の担当者が
お応えします。

たましん立川住宅ローンプラザ（本店3階）
営業時間／午前9時～午後3時（土・日・祝は休業）
電　　話／042-526-7715

たましん多摩東住宅ローンプラザ（国分寺支店2階）
営業時間／午前10時～午後5時（土・日・祝は休業）
電　　話／042-321-7921

たましん多摩西住宅ローンプラザ（京王八王子支店3階）
営業時間／午前10時～午後5時（土・日・祝は休業）
電　　話／0426-48-6721

連結される子会社

（平成16年3月末現在）

インキュベーション施設ブルームセンター（京王八王子支店7階）

創業間もない事業主の方を対象に、ミニオフィススペースを廉価でご提供します。全12室に光ファイバーを敷設し、オートロックにより
24時間入出館可能です。

問合せ先／サイバーシルクロード八王子
営業時間／午前10時～午後6時（土・日・祝は休業）
電　　話／0426-39-1009

（立川駅ビルルミネ立川9階パスポートセンター前）
営業時間／午前10時～午後6時

（3月・9月の最終営業日は午後4時）
（土・日・祝は休業）




