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お仕事やくらし、地域社会のそばに、いつもたましんがいます。

企業へのお手伝い

●中小企業応援センター事業を受託したことに伴い、4月
20日にたましん事業支援センターにて、開所式を開催しま
した。19名のコーディネーターが在籍し、中小企業の様々な
課題に取組んでいます。2年間の地域力連携拠点事業での
654回に及ぶ専門家の
派遣事例によって培った
ノウハウを活かし、従来
以上に地域の企業が抱える
課題への対応を充実して
まいります。

●多摩とその近隣地域の物産と世界からの輸入品を一堂に
集め、販路拡大の支援をする「多摩の物産＆輸入品商談会
　’10」を7月の5日・6日に青梅信用金庫と共催で実施しました。
（111社の出展、2日間の来場者数は2,600人）個別商談
は、バイヤーの方だけでなく飲食店、商店などの方々とも
行われ、348件となりました。
また、来場者を中心とした投票
により多摩の逸品が3品選ばれ
たほか、新たに多摩の人気輸入
品1品が選ばれました。

開所式

たましんトピックス

地域社会への取り組み

個人の皆さまへの支援

●コンサルティング特化型店舗「すまいるプラザ」（国立・
武蔵村山・立川・吉祥寺・めじろ台）および「たましん保険
なっ得館」（立川）の
計6店舗にて、お客さま
の幅広いニーズにお応え
するため、5月1日より
「自動車保険」のお取扱
いを開始しました。

●4月1日より地域限定で、たましんリスルICジョイント
カードのお取扱いを開始しました。たましんキャッシュカードと
クレジットカード（VISA）が1枚となっており、ICチップ搭載に
よりセキュリティも強化して
います。オリジナルキャラ
クターのリスルをデザイン
にしたカードは、「べんり」と
「あんしん」に「かわいい！」
がプラスされました。

リスルICジョイントカード相談風景

●４月１日より日野市指定代理金融機関の指定を受け、日野
市役所七生支所における収納業務を受託しました。立川市、
武蔵野市に続いて３市目の指定代理金融機関としての受託
になり、公金取扱いは、指定金融機関となっている国立市、
国分寺市、昭島市と合わせて
６市目となります。今後も、
地域金融機関として地域の
皆さまのくらしの安定、利便
性の向上に貢献してまいり
ます。

●6月15日「信用金庫の日」に、たましんでは地域のお客さま
への感謝の気持ちを込めて全店で店舗周辺の清掃活動と
花の種子（あさがお）6万袋をお客さまに配る「クリーン＆
グリーン活動」を実施しま
した。また、お客さまが詐欺
の被害にあうことのない
よう、振り込め詐欺被害
防止のチラシを配布し、
啓蒙活動を行いました。
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本誌に関するお問い合わせは

お客さま照会センター
フリーダイヤル：0120-187-329
たましんホームページでも本誌やたましんに
関するご意見を承っております。

多摩の物産＆輸入品商談会’10中小企業応援センター事業の受託

この印刷物は、NPO法人カ
ラーユニバーサルデザイン
機構により色覚の個人差を
問わず、多くの方に見やすく
配慮されたデザイン（カラー
ユニバーサルデザイン）とし
て認定されました。
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「信用金庫の日」活動風景

※トピックスについては４月～７月の主なものを紹介しています。

「自動車保険」の取扱い開始 リスルICジョイントカード

信用金庫の日日野市指定代理金融機関の指定を受託
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不良債権について

不良債権比率は0.15ポイント低下して8.54％となりました。
　平成22年6月期の金融再生法における開示債権のうち正常債権を除く開示額は947億円となり、不良債権比率は8.54%となりました。
　たましんの不良債権に対する考え方は、適正な資産査定を行うのはもちろんのこと、お客さまの業況を適正に把握しながら課題を見出し、
ともにその解決を目指すことにあります。今後も、お客さまの業況改善への支援を積極的に行い、さらなる地域貢献を果たしていく中で、たま
しんの健全化に努めてまいります。

　金利リスクや信用リスクなどの各種リスクの管理を行ったうえで、国内の債券を中心に株式や外国証券等に分散投資したポートフォリオ
を構築し、堅実な資金運用を心がけております。

資金運用については、国内の債券を中心に堅実な運用を心がけ、
保有有価証券の評価益は115億円となりました。

預金は697億円増加しましたが、貸出金は減少しました。
　預金積金残高は、3月末より697億円増加し2兆2,278億円となりました。個人のお客さまを中心に流動性・定期性ともに伸びています。
　貸出金残高については、3月末より13億円減少し、1兆959億円となりました。内訳をみると、事業性のご融資は21億円増加し、個人の
お客さまのご融資は34億円の減少となっています。厳しい環境下にある企業の資金面での課題に応えるとともに、個人の方の悩みや
課題により多く応えられるよう、さらに行動量を増してまいります。

理事長

理事長からのごあいさつ

○本誌に掲載している計数は、発表日現在において入手可能な情報に基づいております。また、会計監査人の監査を受けておりません。　○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）を切り捨てのうえ表示しています。従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。

預金・貸出金について

有価証券について

●預金積金残高の比較

●債権総額の比較と内訳

●貸出金残高の比較

●有価証券の時価等情報

業務純益は32億円、当期純利益は13億円となりました。
　平成22年6月期の業務粗利益は前年同月比2億円減少の105億円の計上となり、経費、一般貸倒引当金繰入額を控除した業務純益は、
前年同月比4億円減少の32億円となりました。
　また、個別貸倒引当金繰入額など臨時損益13億円を控除した経常利益は前年同月比2億円減少の19億円となり、当期純利益は13億円の
計上となりました。

損益について

●損益の状況

注1.債権残高は、倒産・延滞や決算期の到来等の事象の発生の都度、実施された自己査定結果に基づいております。
注2.自己査定で無価値または回収不能と判断された債権については部分直接償却予定額として、平成22年6月期の「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」から、33億円を控除しております。
注3.要管理債権の残高はありません。

たましんの平成22年6月期の不良債権は947億円ですが、このうちの約83％は担保・保証や貸倒引当金によって保全されて
います。残りの約17％にあたる158億円についても、自己資本により、100％カバーされています。

いつも〈たましん〉をご愛顧いただき、ありがとうございます。
平成22年4月から6月までの私たちの活動内容やその結果をご報告いたします。
地域の皆さまとともに歩み、率直なご意見をいただきながら、
これからの活動に活かしてまいります。
今後とも〈たましん〉をよろしくお願い申し上げます。

単位／百万円

単位／百万円満期保有目的の債券、子会社株式に係る貸借対照表計上額及び差額は以下のとおりです。

その他保有目的の有価証券に係る取得原価（償却原価）、貸借対照表計上額及び差額は以下のとおりです。

注1.貸借対照表計上額は、期末日における市場価格等に基づいております。また、時価評価されていない「その他有価証券」も含んでいます。
注2.上記の「その他」は、外国証券及び投資信託等です。
注3.変動利付国債の時価については、平成20年度末より、合理的に算定された価額をもって貸借対照表計上額としております。これにより、市場価格をもって貸借対照表価額とした

場合に比べ、債券はそれぞれ1,299百万円（平成22年3月末）、1,202百万円（平成22年6月末）、増加しております。
注4.平成22年6月末の差額は、平成22年6月末時点の取得原価（償却原価法適用後、減損処理前）と貸借対照表計上額との差額です。

注1.平成22年6月末の「差額」は、貸借対照表計上額（平成22年6月末時点の帳簿価格（償却原価法適用後、減損処理前））と時価（期末日における市場価格等）との差額です。
注2.変動利付国債の時価については、平成20年度末より、合理的に算定された価額をもって評価しております。これにより、市場価格をもって評価した場合に比べ、差額はそれぞれ

153百万円（平成22年3月末）、128百万円（平成22年6月末）、増加しております。
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