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長引く景気の低迷により
資金調達や資金繰りが依然
として厳しい中、事業者の
方々の「資金繰りの悩み」を
解決するために、4月より
事業性融資商品「W i n
パートナー」の取扱いを開始
しました。安定した資金余力
をスピーディかつ継続的に
提供することで、事業者の
皆さまを応援します。

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）として認証されました。

電子マネー
「しんきんカードWAON」

事業者の資金繰りを応援

2012
2012.6月期

［ 平 成 2 4 年 4 月 1 日 ～ 6 月 3 0 日 ］
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たましんレポート●事業者応援ローン「Ｗｉｎパートナー」の取扱いを開始

お客さまに対する「心のこもった
対応」として、認知症に対する
正しい理解とサポート態勢の
充実を図るため、全店舗の職員
が「認知症サポーター」の資格
を取得しました。 認知症サポーター

心のこもった対応

●認知症サポーターを養成

イオン系列の小売店や、全国
のWAON加盟店のコンビニ・
飲食店などでご利用いただける
電子マネー「しんきんカード
WAON」の取扱いを４月より
開始しました。

日々のくらしをより便利に

●電子マネー「しんきんカード
WAON」の取扱いを開始

介護補償に対する自助努力や準備といったニーズに
お応えするため、すまいるプラザ・センター限定で、
介護保険の取扱いを開始しました。

●介護保険の取扱いを開始

従来より、地方公共団体や商工団体・ＮＰＯ・大学等
とパートナーシップを結び、創業・ＣＢ支援の
仕組み構築や創業者への
ハンズオン支援に取り組ん
できました。６月にはこれら
地域活性化への取り組み
が評価され、第15回全国
信用金庫社会貢献賞の
「地域活性化しんきん運動・
優秀賞」を受賞しました。

「創業」を増やす取り組み

●全国信用金庫社会貢献賞の受賞

八王子市・八王子商工会議所・サイバーシルク
ロード八王子・多摩信用金庫の４者が、八王子市内
で起業する方々を全力で応援するために連携し、
「起業家応援プロジェクト八王子」を始動しました。

●起業家応援プロジェクト八王子

事業者応援ローン
「Winパートナー」

平成１９年より「多摩に生きる
大人のくらしを再発見する」を
コンセプトに、毎号、多摩の
市町村を特集してきた地域
情報誌「多摩ら・び」。平成
24年度は、多摩地域広域に
わたるテーマ特集として、
「東京・多摩のおみやげ」、
「はたらく」を企画しました。

日々のくらしの充実に向けて

●「多摩ら・び」のテーマを一新・特集号を企画

No.73「東京・多摩の
おみやげ特集号」

「地域活性化しんきん
運動・優秀賞」受賞

多摩地域で創業を目指す方にセミナーと交流の
場を提供する「ミニブルーム交流カフェ」。平成
24年度は、創業をより身近
に感じていただくため、
開催回数を増やしました。

●ブルーム交流カフェの拡充

ミニブルーム交流カフェ
（立川市）

「お客さまの声」を
地域の未来に…

4～7月に開催した地域
多摩市・八王子市・国立市・
日野市・立川市・調布市・瑞穂町



不良債権比率は0.36ポイント低下して8.37％となりました。
　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867億円となり、不良債権比率は8.37%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。預金は681億円増加しましたが、貸出金は51億円減少しました。

　預金積金残高は、3月末より681億円増加し2兆3,646億円となりました。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51億円減少し、1兆258億円となりました。内訳をみると、事業性のご融資は22億円減少し、
個人のお客さまのご融資は28億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。

預金積金残高の比較 貸出金残高の比較

業務純益は18億円、当期純利益は9億円となりました。
　業務粗利益は、市中金利の低下や貸出金の減少などにより、前年同月比3億円減少の94億円となり、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18億円となりました。
　また、業務純益から個別貸倒引当金繰入額など臨時損益3億円を控除した経常利益は、前年同月比4億円減少の14億円となり、
当期純利益は前年同月比3億円減少の9億円となりました。

損益の状況

日頃より〈たましん〉をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
平成24年4月から6月までの私たちの取り組みと結果をご報告いたします。
環境の変化が著しい昨今、持続可能な明るい〈ふるさと多摩〉の創造をお客さまと
ともに目指し、地域の様々な課題を解決するインフラとしての役割をしっかりと果たして
いきたいと思います。今後ともより一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

預金・貸出金について

不良債権について
損益について

有価証券について

※貸倒引当金については、平成24年6月末の各債務者区分ごとの残高・分類額に平成24年3月末の実績率を乗じて算出しております。

※1
※2
※3
※4

有価証券の種類別残高は、期末日における取得原価等です。
有価証券の評価差額は、期末日における取得原価等と市場価格等の差額です。
上記の「その他」は、外国証券及び投資信託等です。
変動利付国債の時価については、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、有価証券の評価差額はそれぞれ9億円（平成24年3月末）、10億円（平成24年6月末）増加しております。

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104億円となりました。

たましんの平成24年6月期の不良債権は867億円ですが、このうちの81.72％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18.27％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。

債権総額の比較と内訳

※1
※2
※3

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。
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24年6月期の「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」から、20億円を控除しております。
要管理債権の残高はありません。

有価証券の種類別残高内訳 有価証券の評価差額の推移
（平成24年6月末現在）
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※個人事業者向け消費者ローン・住宅ローン等の消費資金を含んでいます。
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