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各 位 

株式会社 北陸銀行 

北陸銀行はお客さまのＢＣＰ（事業継続計画）をサポートします！！ 

～「震災時元本免除特約付き融資」の実行について～ 

 北陸銀行（頭取 庵 栄伸）では、大規模地震へのリスク対策を目的とした「震災時元本免除

特約付き融資」（以下「本特約融資」という）の第 2回募集を行い、2019 年 9 月 26 日（木）に実

行しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

記 

１．北陸銀行のＢＣＰ（事業継続計画）支援について

  昨今の大規模自然災害の増加に伴い、災害発生時のリスク対策やＢＣＰ（事業継続計画）に対

する関心が高まっています。北陸銀行は地域企業へのＢＣＰ支援が地域金融機関の果たすべき大

きな役割であると考え、2019 年 7 月 3 日（水）から 2019 年 9 月 9 日（月）までの期間にて本特

約融資の第 2回目の募集を行ったところ、お取引先 49 社のお申込みをいただき、第 1回目の 29

社を大きく上回る結果となりました。これまでに累計 78 社のお取引先に対し本特約融資を実行

いたしました。 

第 3回の募集を 10月中に開始する予定です。 

２．本特約融資の特徴について 

① 予め特定された震度観測地点において、震度 6強以上の大地震が発生した場合に、融資元本

の 100％または 50％が免除となる特約が付された融資です。 

② 本融資は、大地震発生による直接被害・間接被害の有無を問わず、震度 6強以上の地震発生

により融資元本が免除されます。 

③ 融資元本の免除部分はお客さまの元本免除益となり、大地震発生時の売り上げ減少、復旧費

用、仕入ストップによる製品製造中止などの財務面のダメージ（損失）の補てんが可能とな

ります。 

３．本特約融資概要 

対  象 事業法人 

資金使途 
運転資金・設備資金 

※大地震対策に必要な資金以外の使途にもご利用いただけます。 

ご融資金額 50 百万円以上 10 億円以内 

ご融資期間 5 年 

ご返済方法 期日一括返済 

ご融資利率 当行所定の利率 

※審査の結果によっては融資のご希望に添えない場合がございます。 



【本特約融資ご利用企業】（五十音順） ※開示のご了承をいただいた企業のみ記載しております。

企業名 所在地 事業内容 

旭産業株式会社 富山県富山市水橋伊勢屋 327 
自動車部品・軸受部品の

製造 

株式会社イコマ・メカニカル 石川県金沢市打木町東 1430 金属プレス製品製造業 

礎総合計画株式会社 富山県富山市丸の内 1丁目 6-17  

各種計測制御システム販

売・保守、防災システム

の構築・施工・保守  

株式会社ウインク 東京都台東区浅草 5丁目 42-10  家電卸小売 

株式会社ＡＰサービスセンター 石川県金沢市松島 1丁目 33  外壁リフォーム工事 

ＮＳホールディングス株式会社 石川県金沢市無量寺 5丁目 75  
浄化槽関連設備の販売及

び維持管理 

エムアールティ株式会社 富山県富山市粟島町 3丁目 18-25 工作機械器具製造 

大友観光開発株式会社 
北海道札幌市豊平区豊平三条 3丁目 2

番 25 号 

温泉旅館・ビジネスホテ

ル 

株式会社大淵銀器 東京都台東区東上野 3丁目 1-13 貴金属工芸品製造 

株式会社岡部 富山県南砺市祖山 39 総合建設業 

川田ニット株式会社 富山県南砺市城端 1370 トリコット生地の製造 

株式会社環境経営総合研究所 東京都渋谷区南平台町 16-29 
紙パウダー入りプラスチ

ック成形材料等製造 

株式会社光明製作所  
大阪府和泉市テクノステージ 1丁目 4

番 20 号 
水道器具製造 

株式会社國華商会 愛知県名古屋市南区千竈通 5丁目 23 自動車部品付属修理販売 



企業名 所在地 事業内容 

株式会社サカイエステック 福井県福井市成和 2丁目 1009-2  管工事業 

有限会社さがみや 愛知県安城市今本町 3丁目 15番 8号 
カラオケボックス企画・

運営・管理 

株式会社サンウェルズ 石川県金沢市二宮町 15-13 介護施設の運営 

サンズコーポレーション株式会

社 
富山県南砺市布袋 50 衣類製造業 

株式会社シーアール 富山県富山市飯野 40-2 

人工大理石加工販売・オ

リジナルシステムキッチ

ン製造販売 

株式会社ジェック経営コンサル

タント 
富山県富山市湊入船町 3-30  コンサルタント業 

有限会社島田 富山県魚津市中央通り 1丁目 7－7 緩衝材入り封筒卸売 

株式会社シャルマン 福井県鯖江市川去町 6-1 眼鏡枠製造卸 

株式会社秀峰 福井県福井市大土呂町 2-5-5 特殊印刷業 

城北化学工業株式会社 
東京都渋谷区恵比寿 1-3-1 朝日生命

ビル 5階 

各種添加剤・化学品の製

造販売 

末広商事株式会社 長野県長野市大豆島東沖 4349-18 
サッシ等アルミ建材の設

計・製造・工事・販売 

鈴木工業株式会社 富山市総曲輪 4丁目 11-1 管工事業 

高岡交通株式会社 富山県高岡市二塚 754-1 タクシー、観光バス事業 

タクミ商事株式会社 東京都新宿区西新宿 6-22-1 半導体・電子部品卸売業 



企業名 所在地 事業内容 

中央測量設計株式会社 福井県福井市和田 2丁目 1205  総合建設コンサル業 

中部物産貿易株式会社 東京都台東区雷門 1丁目 2-8 各種商品卸売 

株式会社デイリーエッグツチダ 福井県坂井市三国町平山 78-12-2  養鶏業 

東京高圧山崎株式会社 東京都渋谷区渋谷 1丁目 9-8 産業用ガス製造 

株式会社トーガシ 東京都江戸川区臨海町 4丁目 2-2 
展示会等イベント企画設

計 

平野電業株式会社 富山県富山市下大久保 2412 番地の 9 
架空送電線工事（基礎・

組立・架線）通信線工事 

福光運輸株式会社 富山県南砺市苗島 65 運送業 

株式会社フタカワ 富山県高岡市下黒田字畑田 742-3 土木工事業 

株式会社北陸建材社 富山県射水市赤井 123 
建築材料卸売業・リフォ

ーム工事業 

株式会社松下サービスセンター 石川県金沢市松島 1丁目 33  外壁リフォーム工事 

松本機械工業株式会社 石川県金沢市示野町ニ-80 工作機械周辺機器製造業 

株式会社ヤマコウ工業 北海道北広島市中央 2丁目 1番地 2  土木工事業 

株式会社渡邊薬品 富山県富山市水橋町 556 番地 
医薬品及び健康食品の製

造・販売 

以上 

【本件に関する照会先】

北陸銀行 営業企画部 TEL 076-423-7111 
コンサルティング営業部  TEL 076-423-7502 


