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当行では、これまで地球温暖化防止を目的
としたエコ定期預金など、環境保護を念頭
に置いた商品の取扱いを行ってきましたが、
この程、環境省の事業と連携し、二酸化炭
素の排出量削減等に取組む企業の設備投資
を資金調達面から支援する新しい融資制度
を創設しました。今後とも、環境分野にお
ける地元企業のみなさまのサポートを強化
していく方針ですので、是非ご相談下さい。

当行では、これまで地球温暖化防止を目的
としたエコ定期預金など、環境保護を念頭
に置いた商品の取扱いを行ってきましたが、
この程、環境省の事業と連携し、二酸化炭
素の排出量削減等に取組む企業の設備投資
を資金調達面から支援する新しい融資制度
を創設しました。今後とも、環境分野にお
ける地元企業のみなさまのサポートを強化
していく方針ですので、是非ご相談下さい。

【企業情報】

【いわぎん環境配慮型企業向け融資制度】
• 目的

本制度は環境配慮型経営に積極的に取組む事業
者に対して、有利な条件で資金供給を行うこと
により、国による二酸化炭素排出削減の推進を
金融面からバックアップすること

• 制度対象者要件
当行所定の「環境格付」評価を基準とし、一定
以上の「環境格付」評価を得た事業者を対象と
します。

• 対象商品および優遇条件
制度対象者要件を満たす事業者が次の商品を利
用して資金調達する場合のご融資利率あるいは
手数料利率を優遇します。

（１）いわぎん環境配慮型企業サポート資金
（２）いわぎんエコ私募債

【いわぎん環境配慮型企業向け融資制度】
• 目的

本制度は環境配慮型経営に積極的に取組む事業
者に対して、有利な条件で資金供給を行うこと
により、国による二酸化炭素排出削減の推進を
金融面からバックアップすること

• 制度対象者要件
当行所定の「環境格付」評価を基準とし、一定
以上の「環境格付」評価を得た事業者を対象と
します。

• 対象商品および優遇条件
制度対象者要件を満たす事業者が次の商品を利
用して資金調達する場合のご融資利率あるいは
手数料利率を優遇します。

（１）いわぎん環境配慮型企業サポート資金
（２）いわぎんエコ私募債

株式会社 岩手銀行Ｎｏ．１８１

代表的な環境ビジネス支援金融商品
代表的な環境ビジネス支援金融商品 ＰＲポイントＰＲポイント
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代表者 高橋　真裕 住所 盛岡市中央通1丁目2番3号
資本金（千円） 12,000,000 電話番号 019-623-1111
従業員数 1,506名 ＦＡＸ番号 019-624-0248

ＵＲＬ http://www.iwatebank.co.jp/

金融機関

DBJ環境格付融資は、企業の環境経営度
を評点化、優れた企業を選定し、得点に応
じて３段階の適用金利を設定する「環境格
付」の専門手法を導入した世界で初めての
融資メニューです。
環境省とタイアップして開発した環境スク
リーニングシートに基づき、DBJの専門
部署からの評価を受けて頂きます。
環境格付融資をご利用になり、加えて、今
後のCO2排出原単位の削減をお約束頂け
るお客様は、別途環境省からの利子補給も
ございます。

DBJ環境格付融資は、企業の環境経営度
を評点化、優れた企業を選定し、得点に応
じて３段階の適用金利を設定する「環境格
付」の専門手法を導入した世界で初めての
融資メニューです。
環境省とタイアップして開発した環境スク
リーニングシートに基づき、DBJの専門
部署からの評価を受けて頂きます。
環境格付融資をご利用になり、加えて、今
後のCO2排出原単位の削減をお約束頂け
るお客様は、別途環境省からの利子補給も
ございます。

【企業情報】

商品名：環境格付融資
期間：プロジェクトの収益性、設備耐用年
数などを参考にしながら、ご相談させてい
ただきます。
条件：お客様の環境配慮度合いを調査させ
て頂き、調査結果としての環境格付評価が
一定以上の水準に達すること。なお、融資
の可否については、別途、審査に基づき判
断させて頂くことになります。

商品名：環境格付融資
期間：プロジェクトの収益性、設備耐用年
数などを参考にしながら、ご相談させてい
ただきます。
条件：お客様の環境配慮度合いを調査させ
て頂き、調査結果としての環境格付評価が
一定以上の水準に達すること。なお、融資
の可否については、別途、審査に基づき判
断させて頂くことになります。

株式会社 日本政策投資銀行 東北支店Ｎｏ．１８２

代表的な環境ビジネス支援金融商品
代表的な環境ビジネス支援金融商品 ＰＲポイント

ＰＲポイント
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代表者 室伏　稔 住所 仙台市青葉区中央１丁目6番35号
資本金（千円） 1兆1,032億3,200万円 電話番号 022-227-8181
従業員数 1,064名 ＦＡＸ番号 -

ＵＲＬ http://www.dbj.jp/
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当金庫では環境対策と消費拡大の双方を消
費者ローンの「エコ応援団」でサポートさ
せて頂いております。「エコカー」のご購
入やお借換え、または「エコリフォーム」
に関する資金を無担保で幅広くご利用頂け
ます。金利もたいへんお得になっておりま
す。

当金庫では環境対策と消費拡大の双方を消
費者ローンの「エコ応援団」でサポートさ
せて頂いております。「エコカー」のご購
入やお借換え、または「エコリフォーム」
に関する資金を無担保で幅広くご利用頂け
ます。金利もたいへんお得になっておりま
す。

【企業情報】

【エコマイカーローン】

金利：2.3%

①エコカー購入及び購入付帯資金
②他金融機関でのエコカー購入資金に関す

るローンの借換え資金のご融資を取扱っ
ております。さらに金利優遇させて頂く
場合もございます。

【エコマイカーローン】

金利：2.3%

①エコカー購入及び購入付帯資金
②他金融機関でのエコカー購入資金に関す

るローンの借換え資金のご融資を取扱っ
ております。さらに金利優遇させて頂く
場合もございます。

宮城第一信用金庫Ｎｏ．１８３

代表的な環境ビジネス支援金融商品
代表的な環境ビジネス支援金融商品 ＰＲポイント

ＰＲポイント
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代表者 矢野　弘文 住所 仙台市青葉区中央3丁目5番17号
出資金（千円） 1,692,000 電話番号 022-221-3061
従業員数 172名 ＦＡＸ番号 022-722-3843

ＵＲＬ http://www.miyashinbank.co.jp/

当行では、環境に配慮した経営を実践する
お取引先を資金調達面から支援することを
目的として、「環境配慮企業向け銀行保証
付私募債」（略称：エコ私募債）を取り
扱っております。また、今後、「環境」を
キーワードに、ＣＯ2排出削減などの施策
に対し、行政との連携等を検討しながら、
取組みの強化をはかってまいります。

当行では、環境に配慮した経営を実践する
お取引先を資金調達面から支援することを
目的として、「環境配慮企業向け銀行保証
付私募債」（略称：エコ私募債）を取り
扱っております。また、今後、「環境」を
キーワードに、ＣＯ2排出削減などの施策
に対し、行政との連携等を検討しながら、
取組みの強化をはかってまいります。

【企業情報】

【環境配慮型企業向け銀行保証付私募債】

・銀行保証付私募債
・ISO14001認証、エコアクション21認

定企業、食品リサイクル認定等、国・自
治体等から環境に配慮した経営について
の認定を受けた事業者で、当行の適債基
準を満たす先に対し、保証料を0.2％優遇
する。

【環境配慮型企業向け銀行保証付私募債】

・銀行保証付私募債
・ISO14001認証、エコアクション21認

定企業、食品リサイクル認定等、国・自
治体等から環境に配慮した経営について
の認定を受けた事業者で、当行の適債基
準を満たす先に対し、保証料を0.2％優遇
する。

株式会社 秋田銀行Ｎｏ．１８４

代表的な環境ビジネス支援金融商品
代表的な環境ビジネス支援金融商品 ＰＲポイントＰＲポイント
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代表者 藤原　清悦 住所 秋田市山王3丁目2番1号
資本金（千円） 14,100,000 電話番号 018-863-1212
従業員数 1,519名 ＦＡＸ番号 018-865-2786

ＵＲＬ http://www.akita-bank.co.jp/

金融機関
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当庫は地域の8割が森林であることをふまえ、又地球温暖化防止やカーボン
ニュートラルの見地から、バイオマスの利活用に対し、行政と一体になって取り
組んでおります。以前は、E3燃料やバイオマスセンターの設置、現在はBDF燃
料や汚泥乾燥燃料、木質（かんばつ材やバーク）の利活用・支援に注力しており
ます。又、バイオマスに関するアドバイザリー契約を東京大学と結んでおります。

当庫は地域の8割が森林であることをふまえ、又地球温暖化防止やカーボン
ニュートラルの見地から、バイオマスの利活用に対し、行政と一体になって取り
組んでおります。以前は、E3燃料やバイオマスセンターの設置、現在はBDF燃
料や汚泥乾燥燃料、木質（かんばつ材やバーク）の利活用・支援に注力しており
ます。又、バイオマスに関するアドバイザリー契約を東京大学と結んでおります。

【企業情報】
新庄信用金庫Ｎｏ．１８５

ＰＲポイント
ＰＲポイント
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代表者 井上　洋一郎 住所 新庄市本町2番9号
出資金（千円） 208,000 電話番号 0233-22-4222
従業員数 124名 ＦＡＸ番号 0233-23-1690

ＵＲＬ http://www.shinjosk.com/

当金庫は、自然環境の維持および改善に努
めることが企業市民としての社会的責任で
あると考え、お客様の環境対策支援の一助
として環境配慮商品を取扱いし、環境問題
に取組む地域の方々を支援しております。
また、地域金融支援に留まらず、ビジネス
マッチングや、産学連携事業、アグリ事業
等への取組みを積極的に行なっていきます。

当金庫は、自然環境の維持および改善に努
めることが企業市民としての社会的責任で
あると考え、お客様の環境対策支援の一助
として環境配慮商品を取扱いし、環境問題
に取組む地域の方々を支援しております。
また、地域金融支援に留まらず、ビジネス
マッチングや、産学連携事業、アグリ事業
等への取組みを積極的に行なっていきます。

【企業情報】

【環境定期預金「つるしんエコ家族」】

販売対象：個人、法人
期間：1年（自動継続）
金利：預入時の店頭表示金利
預入金額：一口20万円以上1,000万円未満
特典：本商品契約の方で希望者に「つるし

んオリジナルエコバック」を進呈する。
その他：預入残高に応じ、当金庫の営業店

が所在する自治体に対して寄附を行なう。

【環境定期預金「つるしんエコ家族」】

販売対象：個人、法人
期間：1年（自動継続）
金利：預入時の店頭表示金利
預入金額：一口20万円以上1,000万円未満
特典：本商品契約の方で希望者に「つるし

んオリジナルエコバック」を進呈する。
その他：預入残高に応じ、当金庫の営業店

が所在する自治体に対して寄附を行なう。

鶴岡信用金庫Ｎｏ．１８６

代表的な環境ビジネス支援金融商品
代表的な環境ビジネス支援金融商品 ＰＲポイントＰＲポイント
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代表者 加藤　捷男 住所 鶴岡市馬場町1番14号
資本金（千円） - 電話番号 0235-22-2360
従業員数 272名 ＦＡＸ番号 0235-24-5581

ＵＲＬ http://www.tsuruoka-sk.jp/

金融機関
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当行では、世界共通の課題である地球温暖
化防止や環境問題に対して、企業として、
そして全役職員とその家族においても、深
い理解と認識を持ち、環境への負荷を少し
でも減らす活動をしております。また、お
客様の環境問題への取組みを金融面からサ
ポートするため、エコ定期預金「ふるさと
環境応援団」や、エコカーを対象としたマ
イカーローンの金利優遇等を実施しており
ます。

当行では、世界共通の課題である地球温暖
化防止や環境問題に対して、企業として、
そして全役職員とその家族においても、深
い理解と認識を持ち、環境への負荷を少し
でも減らす活動をしております。また、お
客様の環境問題への取組みを金融面からサ
ポートするため、エコ定期預金「ふるさと
環境応援団」や、エコカーを対象としたマ
イカーローンの金利優遇等を実施しており
ます。

【企業情報】

【エコ定期預金「ふるさと環境応援団」】

お預入れいただける方：個人および法人のお客様
ご預金の種類：2年・3年・5年ものスーパー定

期・スーパー定期300
お預け入れ金額：10万円以上1,000万円未満
お預け入れ期間：2年・3年・5年

特長：お客様よりお預け入れいただいた預金残高
の0.005％に相当する金額を、大東銀行が拠出
して「湖未来基金」（みずみらいききん）に寄
付し、ふくしまの水環境保全に活用していただ
いております。寄付金額合計1,788,000円（平
成21年9月末現在）

【エコ定期預金「ふるさと環境応援団」】

お預入れいただける方：個人および法人のお客様
ご預金の種類：2年・3年・5年ものスーパー定

期・スーパー定期300
お預け入れ金額：10万円以上1,000万円未満
お預け入れ期間：2年・3年・5年

特長：お客様よりお預け入れいただいた預金残高
の0.005％に相当する金額を、大東銀行が拠出
して「湖未来基金」（みずみらいききん）に寄
付し、ふくしまの水環境保全に活用していただ
いております。寄付金額合計1,788,000円（平
成21年9月末現在）

株式会社 大東銀行Ｎｏ．１８７

代表的な環境ビジネス支援金融商品
代表的な環境ビジネス支援金融商品 ＰＲポイント

ＰＲポイント
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代表者 熊勢　秀幸 住所 郡山市中町19番1号
資本金（千円） 14,706,000 電話番号 024-925-1111
従業員数 658名 ＦＡＸ番号 024-933-6758

ＵＲＬ http://www.daitobank.co.jp/

金融機関


