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未来に語り継ぎたい 熊本の風景
表紙：三池炭鉱 万田坑（熊本県荒尾市）、三角西港（熊本県宇城市）

　平成27年7月、ドイツのボンで開かれた国連教育科学文化機関（ユネスコ）世界
遺産委員会において、万田坑・三角西港を含む8エリア23施設で構成された「明治
日本の産業革命遺産」の世界文化遺産登録が決定しました。日本の近代化を支えた
これらの歴史を、熊本の誇るべき宝としてぜひ語り継いでいきたいものです。

＜三池炭鉱 万田坑＞
三池炭鉱に現存する明治・大正期の最大級の施設として明治、大正、昭和期を通じ
て日本の近代化を牽引してきました。第一竪坑跡、汽罐場跡、坑内トロッコ軌条、
職場、プラットホームなどが遺存し、当時の様子に思いを巡らすことができます。
一部保存修理を終え、現在は一般公開されています。

＜三角西港＞
1887（明治20）年に開港した、オランダ人水理工師ムルドル設計の港で、石炭の
積出港として輸出を行いました。明治期の姿が完全な状態で残っており、当時の
ままの緻密で高度な石積み技術には思わず目を奪われます。福井県の三国港、
宮城県の野蒜築港とともに明治三大築港と呼ばれています。

三池炭鉱
万田坑

三角西港港
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基 本 理 念

私
わたし

たち熊本県信用保証協会は

公的機関として「信用保証」により

中小企業の活力ある明
あ し た

日を応援し

豊かな郷土の発展に貢献します

行 動 指 針

公正な立場で、お客様の信頼に応えます

先見性と行動力で、明るい職場をつくります

心身ともに健康で、日々能力の向上に努めます
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　皆様には平素より熊本県信用保証協会をお引き立ていただきまして、誠にありがとうございます。

　さて、平成26年度の県内の経済情勢は、自動車向け半導体や汎用機械等で生産が回復し、また、円安等を

背景とした外国人観光客の増加で宿泊・観光施設についても堅調に推移するなど緩やかな回復を持続して

います。

　しかしながら、県内の中小企業を取り巻く環境は、急激な円安の進行、消費税率引き上げに伴う原材料価

格の高騰ならびに人手不足による人件費の増加などにより、収益の確保が難しく、また人口減少等構造的

な課題も重なり、依然として厳しい状況にあります。

　このような状況下、政府は平成26年６月に「小規模企業振興基本法」を制定・施行し、小規模企業の振興に

関する施策について、総合的かつ計画的に行政と各支援機関等が一丸となって実施していく方針を打ち出

しました。

　このような情勢を踏まえ、当協会では平成27年度からスタートした中期事業計画において、「つながる」を

キーワードに掲げ、創業から成長期、安定期および衰退期までの企業のあらゆるライフステージにおいて、

中小企業の皆さまが抱える様々な経営課題の解決に向け、関係機関と連携して積極的な金融支援・経営支

援を行い「ともに成長する信用保証協会」を目指して参ります。

　今年度は、既存制度の拡充のほか中小企業者の皆さまの資金ニーズに合った制度の創設に取組むなど、

より円滑な資金供給に努めて参ります。また、発足から５年を迎えた「熊本県中小企業経営支援連携会議」

を積極的に活用しながら創業支援や経営支援の更なる充実を図って参ります。

　今後も当協会としましては、信用保証を通じて、中小企業の皆さまの活力ある明日を応援し、豊かな郷土

くまもとの発展に貢献できるよう、関係機関と連携を図りながら中小企業支援策を積極的に推進していく

所存でございますので、なお一層のご支援、ご協力を頂きますようお願い申し上げます。

平成27年8月

会長　真崎　伸一

ごあいさつ
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名称 熊本県信用保証協会

本所所在地 熊本市中央区南熊本４丁目１番１号

設立 昭和24年３月31日（社団法人熊本県信用保証協会設立）
昭和25年３月30日（財団法人熊本県信用保証協会設立）
昭和29年７月20日（信用保証協会法による組織変更）

根拠法 信用保証協会法（昭和28年法律第196号）

基本財産 225億31百万円（平成27年３月末現在）

保証債務残高 2,479億35百万円（平成27年３月末現在）

保証利用企業数 18,558企業（平成27年６月現在）
※保証利用度　34.77％

常勤役職員数 83名（平成27年６月現在）

事務所 本　　所　　熊本市中央区南熊本４丁目１番１号
八代支所　　八代市若草町10番地６
天草支所　　天草市今釜新町3561番地

※保証利用度：保証利用企業者数／県内中小企業者数（2015年版中小企業白書付属統計資料）

シンボルマーク

デザインコンセプト

大きな楕円は郷土くまもとの地域社会・地域経済を表現しています。

中の３つの楕円は公的機関としての当協会と中小企業・金融機関が協

力しあう姿を表わし、右上がりの楕円は明日に向かって努力する姿

を象徴しています。全体としては信用保証（CREDIT GUARANTEE）

のイニシャル“Ｃ”をデザインし、カラーは安らぎ・信頼の色であるグ

リーンを採用しました。

DISCLOSURE REPORT 201502
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平成27年度～平成29年度中期事業計画
　熊本県信用保証協会は、公的な「保証機関」として、中小企業の皆さまの多様なニーズに的確に対応し地域経済の発展に
貢献するため、平成27年度から平成29年度までの３カ年間の中期事業計画における業務運営の基本方針として、以下に掲
げる事項に取り組みます。

業務運営方針

① 創業者および小規模事業者支援の強化

　創業者に対しては、事業計画策定と資金調達の支援および創業後フォローアップを地方公共団体、金融機関、関係団体等

と連携して実施するなど、創業支援の取組みを強化します。また、創業保証利用者を対象とした「ユーザー会」を設立し、協会

からの情報提供や利用者間の情報交換の場をつくり、創業後の各ライフステージにおいても当協会が直接的に「つながる」仕

組みを構築します。

　小規模事業者に対しては、保証利用を基点に、面談や情報提供等当協会と直接「つながる」機会を増やしていくことで「育

てる保証」を実践します。

② 成長期および安定期にある顧客への円滑な資金供給および経営支援

　成長期および安定期にある顧客に対しては、経営基盤の安定とさらなる成長をより一層支援するため、ニーズにマッチし

た利便性の高い保証制度を創設することで、資金需要にスピーディに対応し、円滑な資金供給を行います。

　また、金融機関、関係団体等と連携して支援ニーズを発掘し、経営支援メニューを提供することで、「つながる」機会を増加

させ、顧客のさらなる成長を支援します。

③ 経営環境の悪化している顧客への経営支援の強化

　経営環境の悪化した顧客に対しては、経営サポート会議を引き続き積極的に活用して「つながる」関係を強化し、金融機関、

関係団体等と連携しながら事業再生へ向けた取組みを支援します。

　また、経営支援メニューや国の補助事業（平成26年度補正予算「信用保証協会による経営支援等対策補助金」等）の活用に

よる再生計画策定支援等の実施および、経営改善サポート保証利用等による再生計画に沿った資金調達（借換）支援やフォ

ローアップ等により事業再生を着実に進めます。

④ 人材育成の強化および広報の充実

　各ライフステージに応じた経営支援を実施し、顧客と継続的に「つながる」ためには、専門的知識だけでなく顧客の多様な

ニーズを把握し関係者に適切かつ迅速に伝えるコミュニケーション能力が必要であり、コミュニケーション能力向上に重

点を置いた内外研修への参加により、職員の実践力の向上に努めます。

　また、効率的かつ効果的な情報発信を積極的に行うため、SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）の活用等、新た

な「つながる」手段を用いて広報活動に取り組みます。

⑤ ガバナンス体制の維持・強化およびコンプライアンスの継続的推進

　公的機関としての社会的責任を果たすため、業務を適正に運営し、健全で透明性のある事業活動が求められており、平成

24年12月に制定した「熊本県信用保証協会マネジメントシステム（KMS）」の運用により、協会の事業活動を継続的に改善し、

ガバナンス体制の維持・強化を図るほか、地域社会への貢献にも取り組みます。

　また、コンプライアンスについても適正な対応を強く求められており、継続的な推進および状況に適合した態勢の維持を図

ります。
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 １. 業務環境
①熊本県の景気動向
　我が国経済は、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動、夏場の天候不順の影響および増税や円安に伴う物価上昇

を背景とした個人消費の低迷などにより、平成26年度上半期の景気は足踏み感がみられましたが、携帯電話向け電子部品な

ど輸出の伸びに支えられ、10～ 12月期には実質国内総生産（GDP）速報値が3四半期ぶりにプラスに転じ、また、自動車や

電機を中心に上場企業の3月期の経常利益が過去最高となる見通しなど、景気は緩やかな回復基調にあります。

　県内においては、スマートフォンや自動車向け半導体の受注が好調な電気機械製造業がフル生産を続けているほか、汎用

機械製造業等で持ち直しの動きがみられるなど、製造業の生産が回復を続けています。また、円安等を背景とした外国人観光

客の増加などにより、宿泊・観光施設についても堅調に推移しています。県内の有効求人倍率は、8月に1.02倍と22年8か月

ぶりに1倍台を回復し、その後も引き続き高い水準で推移しているほか、名目賃金についても6月以降は概ね前年を上回って

推移しており、雇用・所得環境も改善傾向にあります。物価上昇に賃上げが追い付いておらず実質所得減となっていることな

どから、個人消費について一部に弱めの動きがみられますが、基調的には底堅く推移しており、県内経済は緩やかな回復を持

続しています。

②中小企業を取り巻く環境
　円安・株高等により、大企業を中心に景気は回復基調にありますが、地方の中小・零細企業においてはその実感に乏しく、

急激な円安の進行や消費税率引き上げに伴う原材料価格の高騰、人手不足による人件費の増加などにより、収益の確保に苦

慮している企業も少なくありません。平成26年の県内企業倒産は、好調だった公共工事に牽引されたことや金融機関による

資金繰り支援などにより、件数、金額ともに過去40年間で最少となり落ち着いて推移していますが、景気の下振れリスクも

あり、楽観視はできない状況にあります。人口減少や少子高齢化、経営者の高齢化に伴う後継者問題・事業承継等、我が国経

済の構造的な課題もあり、中小企業を取り巻く環境は依然として厳しい状況にあります。

２.業務運営方針
　国は、景気回復の効果を地方へも波及させるためには、地域の経済と雇用を支える中小企業の活性化が必要不可欠であり、

中でも全企業数の9割近くを占める小規模事業者は極めて重要な存在であるとして、平成26年6月に「小規模企業振興基本法」

を制定・施行し、小規模企業の振興に関する施策について、国、地方公共団体、支援機関等が一丸となって戦略的に実施して

いく方針を打ち出しました。また、12月には「地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策」が閣議決定され、「まち・ひと・し

ごと創生法」が施行されるなど、地方および小規模事業者の意欲ある取組みを強力に支援するための体制を整備しました。

　当協会においては、「信用保証協会の使命は信用保証に加え、経営支援による地域経済および中小企業の活性化にある」と

いう認識のもと、国および地方公共団体の各種施策に呼応しながら、県内中小企業の資金繰りの円滑化と経営支援に積極的

に取り組んできました。平成27年度からスタートする中期事業計画（平成27年度～平成29年度）においては、これらの取り

組み体制をさらに強化するとともに、「つながる」をキーワードとして掲げ、創業から成長期、安定期、衰退期までの企業のあ

らゆるライフステージにおいて顧客が抱えるさまざまな経営課題の解決に向け、関係機関と連携して積極的な金融支援・経

営支援を行い、「ともに成長する信用保証協会」を目指していくこととしました。この中期事業計画を受け、初年度となる平成

27年度は、金融機関や地方公共団体と連携しながら顧客の資金ニーズにマッチした保証制度の創設に取り組むなど、より

円滑な資金供給に向けた取り組みを行っていくほか、当協会が事務局を務める「熊本県中小企業経営支援連携会議」を積極

的に活用しながら、創業支援や経営支援の更なる充実を図ります。

　また、顧客からの信頼を確立するためにも、信用保証協会の業務の公共性を十分に認識し、健全かつ適切な業務運営に努

めることが重要であり、引き続きガバナンス体制の維持・強化に取り組むほか、本年1月に移行した新電算システムについて、

安定的な運用と操作能力の向上に向けた取り組みを行っていきます。
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保証部門

（１）成長期および安定期の顧客に対する円滑な資金供給
①金融機関との情報共有による信頼関係の強化と保証推進を図ります。
②顧客のニーズにマッチした保証制度の創設準備を行います。

（２）小規模事業者に対する支援の強化
①小規模事業者への資金繰り支援を強化します。
②小規模事業者に対する目利き力の向上を図ります。

（３）経営支援へ「つながる」取組みの強化
面談、訪問等により経営支援ニーズを発掘します。

期中管理部門

（１）創業支援の取組み強化
①創業前から創業後までの一貫した支援とフォローアップ時の資料分析を行います。
②創業保証ユーザー会の設立に向けた事前準備を行います。

（２）早期の経営改善、事業再生への取組み強化
①経営改善サポート保証を推進させます。
②金融機関との連携により期中管理を徹底します。
③ 金融機関のプロパー融資が無い顧客に対する面談および情報共有により関係団体等との連携を強化
します。
④顧客の支援ニーズの把握と実情に応じた経営支援メニューを提供します。

管理回収部門

（１）不動産担保の処分促進による回収の最大化
①競売および任意処分方針の不動産担保の早期処分を実施します。
②弁済中静観方針の不動産担保の方針見直しにより処分を促進させます。

（２）事業継続中の顧客に対する支援
①事業継続中の顧客に対する支援マニュアルを作成します。
②事業継続中の顧客に対する経営改善に向けた支援を実施します。

（３）回収の効率化
管理事務停止および求償権整理を促進させます。

その他間接部門

（１）「つながる」ことができる人材の育成強化
①コミュニケーション能力向上および専門的知識習得を目的とした研修体系を構築します。
②課題に応じた内外研修を検討・実施します。

（２）「つながる」機会を拡大する広報活動の充実
① SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）を活用した広報活動の調査および分析を行います。
②保証月報の見直し、有用な情報誌を発刊します。

（３）ガバナンス体制の維持、強化
①熊本県信用保証協会マネジメントシステム（KMS）の運用により継続的改善を実施します。
②経営管理に関する規程の確実な運用を行います。

（４）コンプライアンス意識の向上
コンプライアンスの継続的な推進活動を実施します。

（５）システム移行後の業務運営とリスクの把握
業務フロー図の整合性とリスクの把握・対応の確認を行います。

（６）自主監査の有効性の向上
内部監査による服務・庶務状況の把握と改善に取り組みます。

DISCLOSURE REPORT 2015 05

テ�ィスクロシ�ャー2015 v4 のコヒ�ー.indd   9 15.9.25   1:19:53 PM



その他間接部門

（７）新電算システムの安定的運用および有効活用
①新システムの安定的な運用を確保します。
②システム運用担当者およびシステム利用者の理解度の向上を図ります。
③各種帳票・統計資料などのサブシステムを開発します。
④システムセキュリティ対策を実施します。

３.保証承諾等の見通し

　平成27年度の保証承諾等の主要業務数値（見通し）は、以下のとおりです。

項 目 金　　額 前年度計画比

保 証 承 諾 1,000億円 100.0％

保 証 債 務 残 高 2,400億円 91.8％

代 位 弁 済 33億円 55.0％

回 収 12億円 74.9％
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　信用補完制度は、これまで半世紀にわたり、中小企業金融の円滑化のため重要な役割を果たしてきました。
　しかしながら、近年の、中小企業金融を取り巻く環境が大きく変化してきた中で、利用者、関係機関の方々からの改善要望
などを受け、国は平成16年12月に中小企業政策審議会基本政策部会に「信用補完制度のあり方に関する検討小委員会」を
設置し、信用補完制度の見直しが検討されました。
　そして、平成17年６月に「信用補完制度のあり方に関する検討小委員会とりまとめ」が公表され、このとりまとめを受けて、
全国信用保証協会連合会を中心とした体制の下、提言に対する各課題の解決に取り組み、対応策を検討・実施しています。

主な信用補完制度の見直しの課題と対応策

経営支援の強化

●経営支援室を設置し、中小企業診断士の資格を持つ相談員を窓口に配置（平成18年４月）
●最新の金融工学を用いた中小企業診断システム（MSS）を活用し、情報提供サービスを開始（平成18年11月）
●「経営サポート制度」の創設（平成19年８月）
● 専門家による個別相談会の開催（平成19年11月、平成20年９月、平成21年２月・6月、平成22年１月・２月・
8月・9月、平成23年2月・3月・８月・10月・12月、平成24年２月）

●ワンストップ・サービス・デイの開催（平成21年12月、平成22年２月・３月・10月・11月）
●中小企業金融合同相談会の開催（平成22年３月）
●経営支援室を課に格上げし、人員を増強（平成23年４月）
●保証部経営支援課と管理部再生支援課を統合し、経営支援部を設置（平成24年４月）
● 熊本県中小企業再生支援連携会議の運営内容に創業支援を加え、名称を「熊本県中小企業経営支援連携会
議」に変更（平成25年12月）

再生支援の強化

●事業再生支援室を設置し、中小企業診断士の有資格者を相談窓口に配置（平成18年４月）
●外部委員による再生審査会を設置、求償権消滅保証の取扱開始（平成18年４月）
●再挑戦支援保証、事業再生円滑化関連保証、事業再生保証の取扱開始（平成19年８月）
●管理第２課と事業再生支援室を統合し、事業再生業務に特化した再生支援課を設置（平成20年４月）
● 熊本県中小企業再生支援連携会議　通称「がんばろう！くまもと再生支援ネットワーク」を発足（平成22年６月）
●保証部経営支援課と管理部再生支援課を統合し、経営支援部を設置（平成24年４月）

不動産担保や
保証人に

過度に依存しない
保証

●中小企業特定社債保証の適債基準を拡充した改正（平成18年１月）
●連帯保証人要件の緩和（平成18年４月）
●無担保による当座貸越根保証・事業者カードローンの改正（平成18年４月）
●流動資産担保融資保証の導入（平成19年８月）
●中小企業特定社債保証の適債基準を拡充した改正（平成21年５月）
●経営者保証に関するガイドラインの適用開始（平成26年２月）

料率の弾力化 ●リスク考慮型料率体系（９区分）の導入（平成18年４月）

様式・事務手続き
等の統一化

●審査基準の統一化（平成18年４月）
●信用保証委託申請書・契約書等書式の全国統一化（平成19年４月）
●保証条件変更申込書・変更届等書式の全国統一化（平成21年4月）

金融機関との適
切な責任共有

●責任共有制度の導入（平成19年10月）

運営規律の強化

● 第１次中期事業計画・平成18年度経営計画の公表（平成18年４月）
●外部評価委員会の設置（平成18年６月）
● 保証利用の中小企業者へのアンケート調査を実施（平成18年８月）
●平成19年度経営計画の公表（平成19年５月）
●平成18年度経営計画の評価を公表（平成19年８月）
● 保証利用の中小企業者へのアンケート調査を実施（平成20年１月～２月）
●平成20年度経営計画の公表（平成20年５月）
●平成19年度経営計画の評価を公表（平成20年８月）
● 第２次中期事業計画・平成21年度経営計画の公表（平成21年５月）
●平成20年度経営計画の評価を公表（平成21年７月）
●平成22年度経営計画の公表（平成22年５月）
●平成21年度経営計画の評価を公表（平成22年７月）
●平成23年度経営計画の公表（平成23年５月）

●平成22年度経営計画の評価を公表（平成23年７月）
● 第３次中期事業計画・平成24年度経営計画の公表（平
成24年５月）

●平成23年度経営計画の評価を公表（平成24年７月）
●第２次中期事業計画の評価を公表（平成24年７月）
●平成25年度経営計画の公表（平成25年５月）
●平成24年度経営計画の評価を公表（平成25年７月）
●平成26年度経営計画の公表（平成26年5月）
●平成25年度経営計画の評価を公表（平成26年7月）
● 第4次中期事業計画・平成27年度経営計画の公表（平
成27年５月）

● 第3次中期事業計画・平成26年度経営計画の評価を公
表（平成27年７月）
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　当協会は、第3次中期事業計画にて取組み方針を掲げ、さらにその方針の実現に向け、具体的な課題とその課題解消のため
の方針を策定した年度経営計画に沿って、さまざまな取組みを行ってまいりました。
　平成26年度の主な取組みと、その取組みに対する評価は次のとおりです。

❶重点課題への取組み

■保証部門
①円滑な資金供給のための保証制度の充実
　平成26年度の保証承諾額は、全国平均が前年比96.1％と前年実績を下回る中、当協会においては、金融機関に対し事前協議の段

階から、各種制度を活用した資金繰り支援を提案する等の推進に努めた結果、前期並みの実績（919億16百万円、前年比100％）を

確保することができました。

　低金利下における信用保証料の割高感などから普通保証の保証承諾が、前年比94.2％の374億95百万円と前年実績を下回りま

したが、認定支援機関や顧問税理士と連携した経営支援と一体となった保証制度である「経営力強化保証制度」と「税理士連携特別

保証制度」が、それぞれ前年比139.3％、177.4％と前年実績を大幅に上回りました。

　また、利便性に着目した新しい保証制度である「返済原資特定手形貸付根保証制度」を４月に創設しました。延べ84回の金融機関

訪問により金融機関担当者への周知に努め、中小企業への利用を推進した結果、27億37百万円の保証承諾実績を確保することがで

きました。

②保証利用増加に向けた関係機関との連携強化
　保証利用企業者数の増加を図るため、半年以内に完済が予定される先や当初金額より半減した先に対してダイレクトメールを発

送し再利用を推進しました。加えて、熊本県商工会連合会と連携して「商工貯蓄共済保証制度」の見直しを行ったほか、南九州税理士

会、県建設業協会並びに商店街振興組合等へ主要保証制度の説明や情報提供を実施し、保証利用の浸透を図りました。

　また、金融機関担当者向けには、保証利用の手引きを2,000部作成するとともに、通年で実務研修を複数回開催するなど保証利用

がしやすい環境を整え、連携強化に努めました。

　これらの取組みの結果、平成21年度以来、減少し続けていた年度末における保証利用企業者数は、前年比99.9％の18,627企業

とほぼ前年度末の利用企業者数を維持することができました。

③信用リスクに係る各種データの活用による保証審査の充実
　職員の保証審査能力向上のために、保証部、経営支援部および管理部による「３部連携会議」を毎月開催し、早期に代位弁済に至っ

た案件や特殊案件の検証を実施しました。また、検証結果については、職員のみならず金融機関にもフィードバックを行い、情報の

還元を図るとともに、関係規程の見直しを行うなど保証審査の充実に取組みました。

　また、信用リスクに係る各種データの収集を行い、構成を外部環境（景気判断・中小企業施策等の４項目）と内部環境（保証承諾・保

証債務残高・代位弁済等の４項目）に体系化し、第３四半期までの統計データの取りまとめを行いました。しかしながら、その結果を

分析し、保証審査へ活用するまでは至らず、今後も継続した取組みによりデータの有効活用を図っていく必要があります。

■期中管理部門
①創業者（創業予定者を含む）への支援体制の確立
　金融機関、商工団体への訪問や金融機関担当者向け実務研修会を開催し、「熊本県中小企業経営支援連携会議」における創業支援

ネットワークを活用した支援体制の周知と創業保証の積極的な利用を推進しました。

　その結果、創業支援ネットワークによる個別支援会議を利用した創業者は、年間目標120企業に対し、251企業となり、目標を大

幅に上回り、県・市創業関連保証承諾実績も前年比101.1％の12億17百万円と増加しました。

②早期の経営改善、事業再生への取組み強化
　期中管理の徹底を要請するため県内金融機関本部に対する期中管理業務説明会を４月と10月に開催したほか、金融機関営業店

から「延滞事故先状況確認表」の提出による月次管理を徹底し、対応方針の早期確認を実施しました。

　また、「返済緩和先の正常化ガイドライン」を制定し、積極的に経営改善サポート保証（事業再生計画実施関連保証）を推進した結
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果、同保証の承諾は23億20百万円となり、全国で２位の取扱金額となりました。返済緩和以外の手法による抜本的再生企業は、目標

としていた80企業を上回り83企業（うち経営改善サポート保証利用は61企業）となり、再生支援ネットワークによる個別支援会議

参加企業は、前年度の91企業を大きく上回り197企業となり、返済緩和の正常化が図られました。

　その結果、平残事故発生率は2.77％と前年より0.60ポイント低下するとともに、事故報告調整率は44.2％と前年を6.21 ポイン

ト上回り、結果として平残代弁率は1.17％と前年より0.46 ポイント低下しました。

③中小企業の経営体質強化へ向けた取組みへの支援
　経営課題の解決を図るため、当協会が実施している経営支援メニュー（経営相談会、専門家派遣、セミナー案内等の情報提供）の

リーフレットを全保証利用者に対して送付し、各種経営支援の利用を促しました。

　また、金融機関へのアンケートによる現況調査を行い、最終保証申込から１年以上利用が無く、現況把握が十分でないと思われる

139企業について、金融機関と連携して企業訪問を行うなどフォローアップを実施しました。

　しかしながら、経営相談会と専門家派遣の利用企業社数は、112企業と前年より９企業減少となりました。

　更なる経営支援の利用増加を図るには、アプローチ方法等を見直す必要があります。

■管理回収部門
①担保不動産の効率的な早期処分の促進
　任意処分を促進するため、地域や用途に分類した担保不動産を不動産業者へ情報提供するとともに、任意処分が進まない不動産

先は、競売による処分を促進させました。また、担保不動産を有するが、弁済中である債務者のうち、完済の目途が立たない先に対し

ては、弁済額の増額や担保処分の交渉を積極的に行いました。

　担保不動産の早期処分に努めた結果、回収額は、任意処分が前年比83.5％の３億32百万円と減少したものの、競売が前年比

124.5％と増加したため、ここ２年は代位弁済が減少していますが、担保不動産による全体の回収額は、前年比100.0％の６億65

百万円と前年並みの回収実績を確保することができました。

②事業継続中の求償権先に対する再生支援の強化
　事業継続中の求償権先304企業のうち返済中の企業を中心に、現地訪問等により経営支援メニューの案内を行いました。しかし

ながら、既存の事業に追われ返済するのが精一杯で、経営支援に興味を示す企業は少なく、年度内に専門家派遣等の支援には繋がり

ませんでした。ただし、このフォローアップを通して、決算書の取り込みを行ったことで現況把握ができており、今後の支援に繋げる

きっかけになりました。

　また、同様に事業継続中のなかから求償権消滅保証の利用により再生可能と見込まれる22企業をリストアップし、協議を重ねた

結果、平成27年３月に１件、190百万円の求償権消滅保証を実行することができました。

③回収の効率化
　５月に「管理回収事務処理要領」および「弁済誓約締結先入金管理マニュアル」を改正し、弁済誓約締結先の入金管理の強化を図

るとともに、新たな弁済誓約締結の促進に努めた結果、定期入金の実績は、目標の４億88百万円を上回る４億97百万円となり、新規

代位弁済が減少するなか増額することができました。

　また、回収見込みがない求償権先は、基準に従い管理事務停止および求償権整理の事務手続きを実施し、回収業務の効率化を図り

ました。

■その他間接部門（総務関係）
①人材育成の強化
　研修計画に基づき内部研修および外部研修への派遣を実施しました。３月には、全職員参加の全体研修において、外部研修参加者

３名による研修内容のフィードバックを行いました。職員が講師となったフィードバックは、開始後３年を経過し職員のプレゼンテー

ション能力の向上にも役立っています。

　また、システム移行後の円滑な業務遂行のため、全体研修およびテスト環境での操作実習等を複数回実施しました。その結果、移行

後も支障なく円滑なシステム運用ができています。
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②広報活動の充実
　広報に関する課題およびニーズを把握するため、メールマガジン登録者、保証月報配布先および来協者（中小企業者・金融機関・関

係機関等）に対して、発信情報・広報活動に関する利用者アンケートを実施しました。

　アンケート結果から、現状と課題が把握でき来期に向けて広報活動の充実を図るうえで参考になりました。

　また、システム移行に伴う変更点、注意点等の周知について、各部と連携し、計画どおりに実施することができました。

③経営管理に関する各規程および運用状況の見直し
　理事会、経営会議および月例会議の運用状況を確認するとともに、「熊本県信用保証協会マネジメントシステム規程」の見直しを実

施しました。他に「信用保証協会向けの総合的な監督指針」の改正を踏まえ、「反社会的勢力等情報管理規程」等の改正を行いました。

また、規程の改正について３月に全体研修を行い、職員へ周知徹底を図りました。

■その他間接部門（コンプライアンス関係）
①コンプライアンス態勢・個人情報保護の維持、向上
　コンプライアンス・プログラムの実施については、コンプライアンス担当者の協力により重点目標の達成に向け確実に実施すること

ができました。また、全体研修および月例会議等での報告を通じて、職員のコンプライアンスに対する理解を深めることができました。

　コンプライアンス関連規程については、各規程・要領およびマニュアル間の整合性をとるため見直しを行い、９月に「コンプライアン

ス規程」、「公益通報者保護規程」等10の規定・要領等の改正および統合を行いました。なお、規程改正の内容については、全体研修で

説明を行い職員への周知徹底を図りました。

②リスク管理の強化につながる効果的な内部監査の実施
　今年度は、前年度実施された金融検査の指摘を受け、経営監査室とサービサーを被監査部署に追加し内部監査を実施するとともに、

サービサーの監督状況について管理部の臨時監査も実施しました。

　監査の結果、全部署とも過去の事件等の再発防止策を確実に実施していることを確認しました。

③システム移行に対する各部署の進捗状況の確認
　システム移行に伴う各部署の規程や事務処理要領等の整備状況の進捗確認のため、８月から毎月１回、各部署のワーキングチーム

リーダー、メンバーに対しヒアリング等を実施しました。また、システム移行プロジェクトのワーキングチーム会議にもオブザーバー

で参加し、各部署の事務処理要領改正の進捗状況を確認しました。

■その他間接部門（電算関係）
①新電算システムへの確実な移行
　平成27年１月13日の新電算システム本稼働に向け、システム移行プロジェクトチームを中心に役職員が協力して、システム移行

スケジュール（オンライン・バッチ・テスト、リハーサル、一斉打鍵テスト・負荷テスト等）を着実に実施しました。

　移行データについては、支援協会および保証協会システムセンター（株）、移行作業ベンダーの支援協力態勢のもと、有限責任監査

法人トーマツの助言・指導も受けながら移行データの精度および品質の向上・管理を行いました。

　そのほか、システム移行に伴う関連諸規程・要領の見直しを行い、本稼働前には端末操作マニュアル作成および各種研修（インスト

ラクター候補生事前研修、端末操作検索業務研修、業務別端末操作研修等）を開催するなど運用環境を整備するとともに、関係機関

に対しては、システム移行に関する周知活動も行いました。

　これらの取組みの結果、１月13日に新電算システムは、予定通り稼働することができ、その後も安定稼働しています。

②現行システムの安定的運用
　移行するまでの間、従来システムの安定的運用を図るため、NECの QAサポートを活用し障害発生時に迅速に対応できる体制を

整えました。さらに、九州の新電算システム移行協会（大分・宮崎・佐賀・長崎・沖縄）と連携を強化、新旧両システムの情報共有を図り

ました。その結果、移行まで新たな障害発生も無く安定運用ができました。また、情報セキュリティの維持・強化のため、ネットワーク

への接続状況やデータ取得状況等の監視およびログの収集分析を規程に基づき実施し、ログ異常や不正アクセスが無かったことを

確認しました。
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事業実績 平成26年度計画に対する実績は、次のとおりとなりました。  （単位：百万円、％）

 年　度

項　目

26年度計画 26年度実績

金　額 金　額 対計画比 対前年度実績比

保 証 承 諾 100,000 91,916 91.9％ 100.0％

保 証 債 務 残 高 261,523 247,935 94.8％ 93.7％

保 証 債 務 平 均 残 高 259,812 252,575 97.2％ 94.3％

代位弁済（元金・利息計） 6,060 2,963 48.9％ 68.0％

実 際 回 収 1,618 1,576 97.4％ 104.1％

求 償 権 残 高 1,586 813 51.2％ 59.8％

❷外部評価委員会の意見等
　平成26年度の重点課題への取組み等に対する外部評価委員会（構成員：中宮光隆 熊本県立大学特任教授、立石和裕 公認
会計士、古田哲朗 弁護士）からの意見等は次のとおりです。

Ⅰ .業務関係

①円滑な資金供給のための保証制度の充実について
　全国的に保証承諾が低迷している中、中小企業者の利便性に着目した「返済原資特定手形貸付根保証制度」の創設、また「税理士連
携特別保証制度」の周知など、中小企業者の需要に応じた保証制度を推進した成果が出ている。
　今後も関係機関と連携強化を図り、中小企業者のニーズを把握し円滑な資金供給のために取り組んでいただきたい。

②信用リスクに係る各種データの活用について
　各種データをとりまとめた「信用リスクレポート」は、今回、初めての取り組みであり、独自の切り口で作成され有益なものとなって
いる。バックデータを継続的に蓄積しつつ、クロス分析を導入する等さらなる質の向上に努めてもらいたい。

③創業者（創業予定者を含む）への支援体制について
　熊本県中小企業経営支援連携会議の創業支援ネットワークによる支援体制が構築され、創業を確実に実現できる機会となっている。
　一方で、県内地域間で見ると創業のばらつきが見られることから、地域関係機関と連携を強化するなどさらに充実した創業支援対
策に取り組んでいただきたい。

④早期の経営改善、事業再生への取り組み強化について
　条件変更による返済緩和を実施している中小企業者には経営改善サポート保証を推進し、金融支援と経営支援の一体的な取り組
みが出来ている。
　今後も中小企業者の実情に応じたきめ細かな支援に取り組んでいただきたい。

⑤広報活動の充実について
　広報活動に関するアンケート結果を踏まえ、ホームページに「イベント・セミナー開催情報」を追加するなど中小企業者のニーズに
対応している。
　このアンケート結果を活かし、今後の広報活動の充実につなげていただきたい。

Ⅱ .コンプライアンス関係
　コンプライアンスに対する取り組みは、コンプライアンス・プログラムの実現により強化され、役職員のコンプライアンス向上につながっ
ている。内部監査では、前回の指摘事項に特化するなど効果的に実施していることがうかがえる。
　今後も継続的な研修などによるコンプライアンス体制の向上に努めていただきたい。。

Ⅲ .総括
　地域の強みを活かした「地域創生」が求められており、さらに、その地域に合った産業創生および雇用機会を創るという考え方、施策
が必要である。
　そのような中で、関係機関と連携した創業支援ネットワークに注力し起業を実現させていることは評価できる。
　今後は、さらに熊本の強みを活かした先進的な取り組みを検討され、中小企業および地域経済の発展につながることに期待したい。
　また、新しい電算システムへ支障なく移行できていることから、これからは安定的かつ効率的なシステム運用を目指していただきたい。
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創業・開業サポート

　これから独立開業を考えている方や開業資金の調達をご検討の方に、創業手続きの進め方や創業者向けの融資制度の概

要など、創業に役立つ情報を提供しています。

財務診断・アドバイス

　中小企業の皆様の財務状況の特徴（強み・弱み）の把握、経営改善にお役立ていただくことを目的に、金融工学に基づいた

診断ツールとして「中小企業経営診断システム（ＭＳＳ）」を活用して財務診断・アドバイスを行っています。

　財務診断では、お客さまからご提供いただいた財務データを基に、全国または地域の同業種内での順位や財務バランスな

どを表示した診断書を発行しており、平成26年度は3,372企業に発行しました。

経営支援メニュー

　平成24年度から経営支援メニューを以下のとおり策定し、取り組んでいます。

（１） 個別経営相談
中小企業の皆さまの日常的な経営・金融相談を、協会職員が個別にお受けしています。

（２） 経営相談会
中小企業診断士、弁護士、税理士などの専門家を

相談員とした経営相談会を開催しております。

（３） 専門家派遣
経営課題、経営状況に応じて、中小企業診断士、弁護士、税理士などの専門家を派遣し、皆さまの経営改善・発展へ向け

た支援を行っています。

（４） 情報提供
当協会の最新情報だけでなく、金融機関、経営支援機関が行うイベントや各種公的補助金に関する情報などを提供し

ています。

（５） 経営セミナー

平成26年9月11日に当協会事務所において、飯

塚貴司税理士を講師として、事業承継をテーマ

とした経営セミナーを開催し、95名の方にご参

加いただきました。
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士業団体との連携

　経営支援体制の強化を図るため、熊本県中小企業診断士協会、熊本県弁護士会、南九州税理士会、熊本県社会保険労務士会、

熊本県司法書士会の５団体と覚書を締結しており、士業団体との連携による経営相談会や専門家派遣事業を行いました。

商談会

　平成26年11月19日、20日にグランメッセにおいて「第3回九州食の展示商談会2014 in くまもと」を熊本市、熊本県他支

援機関等と共催し、出展企業299社（うち協会利用企業49社）、バイヤー77社が参加しました。

特別相談窓口の設置

　当協会では、信用保証に関する相談だけでなく、金融や経営全般に関する相談をお受けするため、本所・支所に相談窓口を

設置しています。

　また、大型倒産や金融機関の破綻、自然災害など、多くの中小企業者が影響を受けると思われる事態が発生した場合、「特

別相談窓口」を開設し、経営環境の悪化により経営の安定に支障が生じている中小企業の皆さまのご相談をお受けしています。

　平成27年7月現在で設置している特別相談窓口は次のとおりです。

■特別相談窓口

・北朝鮮制裁措置に係る特別相談窓口

・皮革等相談窓口

・東日本大震災に関する特別相談窓口

・県民百貨店の閉店等に伴う臨時相談窓口

・阿蘇山の噴火に伴う相談窓口

・賃金水準上昇対策特別相談窓口

・原材料・エネルギーコスト高対策特別相談窓口

・デフレ脱却等特別相談窓口

・経営改善・資金繰り相談窓口

・高病原性鳥インフルエンザ発生に伴う相談窓口

再生支援への取組み

条件変更の取組み

　当協会では、経営改善のため再建計画を考えている中小企業の資金繰りの改善を図るため、お客様の経営状況に合わせた

返済条件の変更等に柔軟に対応しています。また､平成21年12月に施行された中小企業金融円滑化法は平成25年３月に終

了しましたが、継続して、金融機関等との連携を強化し、中小企業の皆さまの資金繰りの安定化に向けた支援に積極的に取

り組んでいます。

■保証条件変更（返済緩和）への取組み状況 （単位：百万円、％）

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 前年比

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

3,533 52,348 2,910 45,415 2,682 40,613 2,583 38,630 96.3 95.1
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 関係機関との連携
熊本県中小企業経営支援連携会議
　熊本県信用保証協会が事務局となり、熊本県下の金融機関や熊本県中小企業再生支援協議会、税理士等の士業団体、商工

団体が連携し、創業支援（創業支援ネットワーク）と再生支援（再生支援ネットワーク）を行う会議です。

　当初、平成22年６月に地場企業の再生支援を通じて地域経済の活性化に寄与することを目的として「熊本県中小企業再

生支援連携会議」を設立し、平成25年12月に運営内容に創業支援を加え、名称を「熊本県中小企業経営支援連携会議」に変

更しました。関係機関との連携を強化し、迅速な対応に取り組んでいます。

■創業支援ネットワーク個別支援会議
　「創業を予定しているが計画が思うようにできない」「創業を予定しているが取引金融機関が定まらない」などのご要望をお持ちの創業

者のご相談により、商工団体、金融機関の皆様が一堂に会する会議です。平成26年度は251企業にご参加いただきました。

■再生支援ネットワーク個別支援会議
　「返済方法の変更など再生に向けた支援を必要としているが、窓口金融機関が複数あり、思う様に相談できない」「事業計画書を策定し、

窓口金融機関に対し、今後の計画を説明したい」などのご要望をお持ちのお客様のご相談により、窓口金融機関および関係機関の皆様が一

堂に会する会議です。平成26年度は197企業にご参加いただきました。

■熊本県中小企業経営支援連携会議会員（平成27年７月現在）
・幹事団体
肥後銀行
熊本銀行
熊本第一信用金庫
熊本信用金庫
熊本中央信用金庫
天草信用金庫
熊本県信用組合
熊本県中小企業再生支援協議会
熊本県信用保証協会

・会員
県内に本支店のある金融機関
（幹事団体含む）
地域経済活性化支援機構
南九州税理士会熊本県連合会
熊本県中小企業診断士協会
熊本県弁護士会
日本公認会計士協会南九州会熊本県部会
熊本県中小企業団体中央会
熊本県商工会議所連合会
熊本県商工会連合会
熊本県起業化支援センター
くまもと産業支援財団

・アドバイザー
九州財務局
九州経済産業局
熊本県
熊本市

・業務提携先
ルネッサンスシックス株式会社
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　当協会は、コンプライアンスを最重要課題と認識しており、コンプライアンスの基本方針、実施計画（コンプライアンス・プロ
グラム）等を策定しています。
　また、コンプライアンスを推進するため、コンプライアンス委員会を設置し、法令等の遵守態勢と実施状況の把握などを行
うとともに、法令等の遵守にかかわる諸問題を協議しています。
　コンプライアンスに関する事項については、経営監査室が統括部署となり、随時関係規程等の見直し、関連事項発生時の対
応、モニタリングの実施等を行っています。
　さらに、各部・室・支所にコンプライアンス担当者を配置し、法令等の違反防止についてチェックしており、また関連事項に
ついての周知徹底、啓蒙活動に努めています。また、何らかの理由により上司やコンプライアンス担当者へ相談や報告ができ
ない場合を考慮して、第三者機関の外部相談窓口（顧問弁護士）を設置するなど、職員から直接連絡がとれる実践的な体制を
整えています。
　役職員の研修等については、役員、コンプライアンス担当者、新入職員、部門別研修等を行い、コンプライアンスの意識向上、
知識習得等を図っています。

基本方針

基本理念 私たち熊本県信用保証協会は公的機関として「信用保証」により
中小企業の活力ある明日を応援し豊かな郷土の発展に貢献します

「信用保証」業務を通じて中小企業経営の安定・強化に寄与する
とともに、未来に向けての発展・飛躍をサポートし、もって地元
地域社会の発展のために貢献するという決意を表しています。

行動指針
公正な立場で、お客様の信頼に応えます
先見性と行動力で、明るい職場をつくります
心身ともに健康で、日々能力の向上に努めます
行動指針は、基本理念の実現のために、役職員の行動の指針と
なるべきスローガンで、それぞれ協会の外部・内部および自分
自身への決意が込められています。

信用保証協会倫理憲章

信用保証協会の公共性と社会的責任 信用保証協会の公共性と社会的責任の重みを常に認識し、健全な業務運
営を通じて信頼の確立を図ります。

質の高い信用保証サービス 経営の効率化に努め、創意と工夫を活かした質の高い信用保証サービス
の提供を通じて、地域経済の発展に貢献します。

法令やルールの厳格な遵守 あらゆる法令やルールを厳格に遵守し、社会的規範にもとることのない
誠実かつ公正な事業活動を遂行します。

反社会的勢力との対決 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、断固として対
決します。

地域社会に対する貢献 広く住民とのコミュニケーションを図りながら地域社会への貢献に努め
ます。
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コンプライアンス（法令等遵守）態勢

※当協会は、各部室支所の執務室内に基本理念と
　行動指針を掲げて、周知徹底に努めています。
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 具体的行動規範

　当協会では、公的機関として社会から揺るぎない信頼を得ることは欠かすことのできないことであり、定められた諸規程を

始めとして各種法令等を遵守して、信頼の確立のために具体的行動規範を制定して実践しています。

〈具体的行動規範の内容〉

１法令等・社会的規範の遵守 ６反社会的勢力（不当要求行為）との対決

２誠実な職務の遂行 ７外部からの苦情・トラブルへの対応

３守秘義務の履行 ８職場秩序の維持

４職務上の地位と関係者との付き合い ９違反行為の報告

５コンプライアンス関連事項への対応 10懲戒

 コンプライアンス組織体制図
　コンプライアンス組織体制を次のように整備しています。
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監　事

内部監査
（経営監査室）

理事会

会　長

職　員

所属長

コンプライアンス統括部署
（経営監査室）

外部相談窓口
（協会顧問弁護士）

コンプライアンス担当者

●各部署から選任する職員
●協会サービサーから選任する職員

（重要事項のみ報告）

コンプライアンス委員会

委 員 長：専務理事 
副委員長：経営監査室長
委　　員：総務部長

：保証部長
：経営支援部長
：管理部長
：八代支所長

事 務 局：経営監査室

報告・連絡・相談

指示

調査・チェック
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 個人情報保護への取組み

　当協会では、保有するお客様情報を適切に保護することは業務運営

上の重要課題であるとして、情報セキュリティの管理体制の強化に取

り組んでいます。

　個人情報保護への取組みを充実させ、継続的な維持・改善を図って

いくため、個人情報保護に関する認証「プライバシーマーク」※1 を平成

22年12月に全国51協会で初めて取得いたしました。
※１　 プライバシーマークとは、財団法人日本情報処理開発協会（JIPDEC）が運営する制度で、事業者

が日本工業規格「JISQ15001：2006（個人情報保護マネジメントシステム－要求事項）」に

基づき個人情報の取扱いを適切に行う体制等を整備していることを認定し、その証として

「プライバシーマーク」を付与するもので、その水準は個人情報保護法よりも高い保護レベルと

なっています。

情報セキュリティを強化した設備
　平成22年5月に新築移転した本所事務所は、個人情報保護のため、遮音力を高めた相談室や入退室管理システム（IC カード・

指静脈認証）等を導入し、情報セキュリティの強化を図っています。
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個人情報保護への取組み

個人情報の適正な取扱い

情報管理

漏えい事故の防止

などに努めます。

適切な取得

利用目的の

特定

第三者

提供の制限

管理体制の

整備

取得に関する
利用目的の
通知・公表個人情報保護法に基づく

義務と対応
個人情報保護法に基づく

義務と対応

独立した相談室（全14室） 入退室管理システム
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　熊本県信用保証協会は、信用保証協会法（昭和28年8月10日法律第196号）に基づく法人であり、中小企業等の皆様が金
融機関から貸付等を受ける場合に、その貸付金等の債務を保証することを主たる業務とし、中小企業等の皆様に対する金融
の円滑化を図ることを目的としています。
　この目的のために、当協会は業務上、お客様の個人情報を取得・利用等をさせていただくことになりますが、お客様の個人
情報の取扱いについては、以下の方針で取り組み、適正な個人情報の保護に努めてまいります。

1 個人情報に関する法律等の遵守
　個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）などの法令、国が定める指針その他の規範を遵守して、お客様
の個人情報を取り扱います。

2 個人情報の取得・利用・提供
●  信用保証業務の適切な運営の遂行のため、お客様の個人情報を適正に取得し利用いたします。なお、利用目的の詳細
につきましては、当協会ホームページまたは当協会営業窓口に備え付けのパンフレット「個人情報保護法に基づく公
表事項等に関するご案内」に記載しています。 

●  お客様の個人情報は、法令等に定める一定の場合を除き、当協会ホームページまたは上記パンフレットに記載してい
る利用目的以外には使用いたしません。また、法令等に定める一定の場合を除き、お客様の同意を得ないで第三者には
提供・開示いたしません。 

●  業務上知り得たもので、お客様の公表されていない情報については、適切な業務の運営の確保およびその他必要と認
められる目的以外には使用いたしません。また、目的外利用を行わないために適切な管理措置を講じます。

3 個人情報の適正管理
　お客様の個人情報について、漏えい・滅失・き損の防止その他の個人情報の安全管理のため、組織的・人的・技術的安全
管理措置を行うとともに、個人情報の取扱状況を定期的に点検し、必要に応じて個人情報の保護に関する取組方法を見
直します。

4 個人情報の外部委託
　個人情報の保護に関する法律第23条第4項第１号の規定に基づき、個人情報に関する取扱いを外部に委託する場合が
あります。
　この場合には、当協会と委託先との間で適正な取扱いを確保するための契約を締結し、さらに個人情報の安全管理措
置について、実施状況の点検などを行います。

5 個人情報の開示・利用目的の通知
　法令等に定める一定の場合を除き、お客様は、当協会が保有するお客様ご自身の個人情報の開示およびその利用目的
の通知を求めることができます。

6 個人情報の訂正・削除、利用停止、第三者への提供の停止
　当協会が保有するお客様の個人情報に誤りがある場合、またはお客様の個人情報について不適切な取得や目的外の利
用等をしている場合には、法令等に定める一定の場合を除き、訂正、削除または第三者への提供を停止いたします。

7 個人情報保護マネジメントシステムの継続的改善
　お客様の個人情報の取り扱いが適正に行われるように定期的に点検するとともに、個人情報保護マネジメントシステム
を継続的に見直し、改善を行います。

8 上記５. および６. の具体的な手続き
【請求方法】
　当協会営業窓口に備え付けの「個人情報」開示等申請書に所定の事項を記載のうえ、ご本人確認書類を添付して当協
会営業窓口にご持参（または郵送）ください。
【協会からの回答方法】
　代理人による請求の場合を含め、お客様ご本人に対して原則として書面により回答いたします。手数料は不要です。た
だし、郵送による回答をご希望の場合は、郵送料（簡易書留郵便料金＋基本郵便料金）をご負担いただきます。
※ 詳細は、当協会ホームページまたは当協会営業窓口に備え付けのパンフレット「個人情報保護法に基づく公表事項等
に関するご案内」をご覧ください。

9 個人情報の取り扱いに関するご質問・苦情等について
　お客様からの個人情報に関するご質問・苦情等については、適切かつ迅速に取り組みます。
　当協会営業窓口または次のお問い合わせ窓口にお申出ください。

平成17年４月１日制定
平成27年７月１日改訂 会長　真崎　伸一
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個人情報保護宣言
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お問い合わせ
窓　口

熊本県信用保証協会　経営監査室
〒860-8551　熊本市中央区南熊本４丁目１番１号
TEL096-375-2000
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当協会ホームページ

個人情報保護法に基づく公表事項等に
関するご案内パンフレット
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　当協会では、地球環境保全のため環境に配慮した取組みを推進しています。

　環境への取組みを充実させるため、平成22年12月に本所を対象範囲として ISO14001を取得いたしました。

　また、平成23年2月には「くまもとグリーン保証制度」を創設するなど信用保証業務を通じた環境対策にも取り組んで

います。

環境方針
１　基本理念
　熊本県信用保証協会は、公的機関として自然豊かなふるさと熊本を将来の
子供たちへ引き継ぐため、役職員がそれぞれの役割を自覚し、環境への負荷
を低減するとともに、その行動を地域へ広める取組みを行います。

２　基本方針
① すべての役職員が、電気、用紙、およびガソリンの使用量の削減に努め省資源、
省エネルギーを推進します。
② 信用保証を通じ、中小企業の皆さまの環境問題への取組みのサポートを行い
ます。
③協会の環境への取組みを積極的に公開し、環境活動の輪を広めます。
④ 環境方針の達成のために具体的な目標を設定し、活動を行い、評価すること
により、継続的な改善を行います。

⑤環境関連法令および他の要求事項を遵守します。

平成27年７月１日　　

熊本県信用保証協会
会長　真崎　伸一

環境・省エネルギーに配慮した建物
　平成22年5月に新築移転した本所事務所は、LED照明を積極的に採用し､空調についても効率的空調・加除湿機能を備え

た床吹出し空調とするなど省エネルギー型の設備を導入しています。また、屋上には屋上緑化および太陽光発電システムを

設置し、環境・省エネルギーに配慮した建物になっています。
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環境への取組み

太陽光発電システム 屋上緑化

テ�ィスクロシ�ャー2015 v4 のコヒ�ー.indd   24 15.9.25   1:21:22 PM



信用保証業務を通じた環境対策
　中小企業の環境問題への取組みをサポートするため、平成23年2月に「くまもとグリーン保証制度」を創設した他、平成25

年５月には水俣市と「環境と経済が一体となった持続可能な発展の実現」に関する協定書を締結し、信用保証業務を通じた

環境対策にも取り組んでいます。

■くまもとグリーン保証制度の概要

対 象 地球環境保全の推進を行うための事業資金を必要とする中小企業者の方

資 金 使 途

次のいずれかに該当する事業資金
　①低排出ガス社用車（ハイブリッド・クリーンディーゼル・電気等）購入資金
　②新エネルギー（太陽・風力・地熱等）設備の導入資金
　③事務所・店舗・工場等における省エネ・温暖化ガス削減のための設備資金
　④水質・大気・土壌の汚染防止のための設備資金
　⑤リサイクルに関する設備の導入資金
　⑥環境に関する公的制度資金および補助金等のつなぎ資金
　⑦ ISO14001認証取得に関する設備の導入資金
　⑧地球環境保全に資すると認められる設備の導入資金
　⑨ 「電気事業者による再生エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に基づく、固定価格買取制度の対象となる新エネル
ギー（太陽・風力・地熱等）設備の導入資金

保証限度額 ①～⑧１企業　8,000万円　⑨エネルギー対策保険に係る保証利用の場合、別枠で２億円

保 証 期 間 ①～⑧10年以内（据置期間１年以内）　⑨20年以内（据置期間１年以内）

保 証 料 率 ①～⑧年0.25%～ 1.70%  ※割引有り　⑨年0.98% ※割引有り

貸 付 利 率 ①～⑧固定金利　年1.90%以内　⑨年1.90% 10年超の場合は、当該期間のみ金融機関所定利率

担 保 必要に応じて徴求

保 証 人 原則として、法人代表者以外不要

環境活動
　当協会では、ペーパーレス会議システムを導入し、各会議において紙使用量の削減に取組んでいます。

　また、町内活動の一環として毎朝の事務所周辺の清掃のほか、月一回行われる校区の町内一斉清掃活動にも参加しています。
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ペーパーレス会議システムを利用した
会議の様子

町内一斉清掃活動の様子
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　当協会では、皆様により一層のご理解をいただき、ご利用していただくため、広報活動の充実に努めています。

ホームページによる情報発信

　ホームページでは、当協会に関する最新

情報だけでなく、関係機関の開催するセミ

ナー案内や公的補助金情報を掲載し、中

小企業の皆さまに有益な情報を提供でき

るよう心がけております。

ホームページアドレス

http://www.kumamoto-cgc.or.jp

保証月報の発行
　定期刊行物として、毎月1回「保証月報」を発行し、県内の金融機関、県・市町村、商工会議所およ

び商工会等に配布しています。

DISCLOSURE REPORT 201522

広報活動

竹迫観音祭（合志市）
犬子ひょうたん祭（山鹿市）
あまくさサンドアートフェスティバル2014（天草市）

熊本県中小企業経営支援連携会議（実務者研修会）が
開催されました
経営改善サポート保証（事業再生計画実施関連保証）制度に
ついて
創業支援ネットワークにおける相談の流れ
返済原資特定手形貸付根保証制度に係る
信用保証料率の引上げについて
平成26年度経営計画
「税理士連携特別保証制度」のお知らせ
平成26年度新入職員紹介

さくら湯（山鹿市）
Vol.26

2014

4
April

約370年前に建てられた肥後細川藩初代藩主・細川忠利公の御茶屋に始まり、市
民温泉として長年親しまれたさくら湯。昭和48年に惜しまれつつ取り壊されま
したが、平成24年に明治時代の雰囲気を再現した木造温泉として甦りました。
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湯前ぶどう祭り（湯前町）
のしこら祭り（長洲町）
御船精霊流し（御船町）

熊本県中小企業経営支援連携会議が開催されました
経営改善サポート保証（事業再生計画実施関連保証）
制度について
中小企業をサポートする金融機関のみなさん
返済原資特定手形貸付根保証制度のご案内
「税理士連携特別保証制度」のお知らせ

湯前駅（湯前町）
Vol.28

2014

6
June

くま川鉄道の始発・終着駅。大正13年に建てられた木造の駅舎がレトロな風情を
漂わせています。線路を挟んだ向かい側には、物見櫓のあるヒノキ板張りの広場
「レールウイング」が広がり、イベントやお祭りなどの会場として使われています。
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出水神社薪
たきぎ

能（熊本市）
マジャク釣り大会（荒尾市）
第19回 海の日協賛・みすみ港祭り（宇城市）

平成25年度優良店舗「感謝状」贈呈
平成25年度優良店舗表彰一覧
セーフティネット5号対象業種の
取り扱いについて
「税理士連携特別保証制度」のお知らせ

荒尾干潟（荒尾市）
Vol.27

2014

5
May

国内有数の広さを誇る干潟で、平成24年に国際的に重要な湿地としてラムサー
ル条約湿地に登録されました。貝類や甲殻類、多くの渡り鳥など、多種多様の
生き物が暮らしています。古くからノリの養殖やアサリ漁も営まれています。

保証月報05.indd   1 14.6.25   10:31:00 AM

テ�ィスクロシ�ャー2015 v4 のコヒ�ー.indd   26 15.9.25   1:23:23 PM



パンフレットやリーフレットの作成

　金融機関担当者や中小企業の皆さま向けに、各種パンフレットやリーフレットを作成し、信

用保証協会の概要、保証制度および経営支援などをわかりやすくご案内しています。

その他の広報

　メールマガジン、マスメディアや各種関係団体機関誌等においても、情報を発信しています。
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　中小企業の皆さまが金融機関から事業資金の融資を受ける際に、保証協会が公的な保証人となって借入等を容易にし、中

小企業の健全な育成を金融の側面からサポートする制度が「信用保証制度」です。

　また、この制度をより強固なものとするために「信用保険制度」があります。この信用保険制度は、政府出資の日本政策金融

公庫の保険によって保証協会が行う債務の保証（信用保証）について保険が掛けられる制度です。

　この信用保証制度と信用保険制度の２つの制度を総称して「信用補完制度」と呼んでいます。この信用補完制度は、国の経

済政策において重要な施策として機能しています。

信用補完制度 関係図
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信用補完制度のしくみ

信用保証制度 信用保険制度

熊
本
県
信
用
保
証
協
会

●中小企業者のための事業資金調達時の債務保証
●中小企業者のための金融および経営相談

●信用保証協会の損失補てんのための再保険
●信用保証協会の保証推進等のための融資

中小企業者

金融機関

政 府

日本政策
金融公庫

全国信用保証協会
連合会

地方公共団体
（熊本県・市町村）

込
申
証
保
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融
④

　
　
資

返
⑤

　
　
済

③保  証  決  定

　

損失
補償 補助金

監督・基金補助金

融　資

損失補償契約

監　督

①保  証  依  頼

⑦代  位  弁  済

⑥代位弁済請求

資
出

）
付
貸
（

託
預

督
監

預　託

信用補完制度（信用保証制度と信用保険制度の総称）

②信用調査・審査

⑧求償権の履行

⑨弁　　　　 済

①保  険  契  約

④保 険 金 支 払

②保 険 料 支 払

⑤回 収 金 納 付

③保 険 金 請 求
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信用保証制度（中小企業者と金融機関と当協会の関係）信用保証制度（中小企業者と金融機関と当協会の関係）
信用保証制度の当事者は、基本的には中小企業者、金融機関、当協会の三者です。

①  中小企業者は、当協会に保証申込をします。この場合、金融機関を経由して申し込む方法と保証協会に直接または市町村を経由

して申し込む方法があります。

② 当協会は、申し込みのあった中小企業者の信用調査・審査を行います。

③ 当協会は、保証を適当と認めたときは、金融機関に対して信用保証書を発行します。

④  金融機関は、信用保証書に基づき中小企業者に融資を行います。この際、中小企業者には金融機関を通じて当協会へ所定の信用

保証料をお支払いいただきます。

⑤ 中小企業者は、融資条件に従って金融機関に借入金を返済します。

⑥  金融機関は、中小企業者が何らかの事情で借入金の全額または一部の返済ができなくなったときは、当協会に対して代位弁済の

請求を行います。

⑦ 当協会は、この請求に基づいて中小企業者に代わって借入金の残額を金融機関に代位弁済を行います。

⑧ 当協会は、代位弁済により中小企業者に対して求償権（債権）を取得します。

⑨ 当協会は、以後、中小企業者の実情に即して求償権（債権）の回収をはかります。

信用保険制度（日本政策金融公庫と当協会の関係）信用保険制度（日本政策金融公庫と当協会の関係）
①  日本政策金融公庫（以下、「日本公庫」という。）と当協会は信用保険契約を締結し、この契約に基づき日本公庫は当協会の保証
に対して保険を引き受けます。

② 当協会は、保証を行う際、日本公庫に信用保険料を支払います。
③ 当協会が金融機関に代位弁済したときは、日本公庫に保険金の請求を行います。
④ 日本公庫は、信用保険の種類に応じて代位弁済した元本金額の70％または80％を保険金として当協会に支払います。
⑤ 当協会は、代位弁済した中小企業者からの回収金を受領保険金の割合に応じて保険納付金として日本公庫に納めます。

熊本県と当協会の関係
　熊本県は県下中小企業金融の円滑化と商工業振興等特定施策の遂行を図るため、当協会または金融機関と協調して制度融資を実施し
ています。熊本県は、資金を金融機関に預託し融資原資の一部とすることで、中小企業者が有利な貸付条件で融資を受けることができるよ
うにしたり、当協会に対して保証料補助（一部の制度を除く。）を行い、中小企業者の負担を軽減させた制度融資に取り組んでいます。
　また、熊本県は、県の制度融資（一部の制度を除く。）で当協会が代位弁済したものについて損失補償契約に基づき、日本公庫の保険でカ
バーされない部分について、その一部を損失補償金として当協会に支払います。
　当協会は代位弁済後、中小企業者から回収した金額を損失補償金の受領割合に応じて熊本県に納付（返還）します。

市町村と当協会の関係
　一部の市町村では、当該地域の中小企業金融の円滑化を図るため、当協会または金融機関と協調して制度融資を実施しています。
　市町村の資金を金融機関に預託し、また当協会に対して保証料補助を行い、中小企業者の負担を軽減させた制度融資を実施しています。
　また、一部の市町村は、制度融資（一部の制度を除く。）で当協会が代位弁済したものについて損失補償契約に基づき、日本公庫の保険で
カバーされない部分について、その一部を損失補償金として当協会に支払います。
　当協会は代位弁済後、中小企業者から回収した金額を損失補償金の受領割合に応じて市町村へ納付（返還）します。

預　託
　当協会では、金融機関が中小企業者への融資を積極的に行いやすくするため、融資原資の一部として預託を行っています。
　預託の原資は、市町村から拠出していただいている出捐金で、保証付き融資の実績に応じて金融機関に配分しています。
　平成26年度は、市町村出捐金分として10億34百万円の預託のほか、自己資金にて21億円の預託を行いました。
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信用保証のお申込みには、金融機関経由申込と、当協会、商工団体または市町村を経由して申込む
斡旋（あっせん）申込の２つの方法があります。

金融機関経由申込
斡旋（あっせん）申込

（信用保証協会、商工団体または市町村経由）

保
証
申
込
・
受
付

中小企業者は、金融機関への融資申込と同時に信用
保証の申込を行います。

中小企業者は、直接保証協会または商工団体、地方公
共団体を通じて申込を行います。融資が適当と判断した金融機関は、受領した信用保

証申込書を信用保証依頼書と一緒に保証協会へ送付
します。

信
用
調
査
・
審
査

保証協会では信用保証申込書等を受け付けた後、企業の将来性、経営意欲、資金の使途、返済能力などを総合的に
検討する信用調査を行います。
信用調査では、書面、電話、面接、現地調査等により審査を行っています。

保
証
承
諾
・
保
証
書
発
行

保証協会では、審査の結果、中小企業者からの信用保証の申込を適当と認めたときは、金融機関に対して信用保
証書を発行します。

金融機関は、信用保証書に基づき中小企業者に融資を行います。融資実行の際、中小企業者には所定の信用保証
料を金融機関を通じて保証協会へお支払いいただきます。

償　

還

中小企業者は、融資の条件に基づき金融機関に借入金を返済（償還）していただきます。返済（償還）を受けた金融
機関は、保証協会へ所定の方法により報告していただきます。

借入金の返済（償還）が困難となった場合

代
位
弁
済

金融機関は、中小企業者が、何らかの事情で借入金の全額または一部の返済（償還）ができなくなったときは、保証
協会に対して代位弁済の請求を行います。保証協会は、この請求に基づき、中小企業者に代わって借入金の残高
を金融機関に代位弁済します。

回　

収

当協会は、代位弁済により中小企業者に対して求償権（債権）を取得し、この求償権に基づいて中小企業者の実情
に即して回収をはかります。
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制度概要

ご融資額

20％

保証協会の保証

80％

80％
保証部分

■保証時点

■代位弁済時

20％
非保証部分

80％
保証協会からの代位弁済額

20％
非保証部分

100％
保証部分

■保証時点

■代位弁済時
100％

保証協会からの代位弁済額
20％
負担金

ご融資額

100％

保証協会の保証

責任共有対象となる場合

部分保証方式の場合 負担金方式の場合

責任共有対象外
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責任共有制度について

中小企業の皆さまの融資に対して金融機関と保証協会とが責任を共有する「責任共有制度」が
平成19年10月に導入されました。

　これは、金融機関と保証協会とが適切な責任共有を図り、両者が連携して、中小企業の皆さまを支援することを目的とし

た制度です。一部の保証制度を除き、お客様の融資額に対する保証協会の保証割合は、80％保証となっており、残りの20％

を金融機関が負担します。責任共有制度の対象となる場合、信用保証協会の保証割合が責任共有対象外（100％保証）と比

べ減少するため、原則として保証料率が低減します。

制　　　度　　　概　　　要

金融機関の固有債権（プロパー）

　金融機関は、保証協会との間で部分保証方式または負担金方式のいずれかの方式を選択し、お客様の融資
に対して責任を共有します。いずれの方式も金融機関の負担割合は20％となります。

金融機関は80％の保証部分について、保証協会から代位弁済
を受けますが、残りの20％については、金融機関の負担と
なります。

金融機関は全額（100％）保証協会から代位弁済を受けます
が、事後的に20％の負担金を保証協会に支払うこととなり
ます。

責任共有制度の対象範囲

　平成19年10月１日以降に保証協会が保証申込受付をし、保証承諾したものが対象となり、同日に既にご利用中の保証付きの
借入金は対象外となります。なお、次に掲げる保証制度につきましては、責任共有制度の対象外になります。

責任共有制度対象外の主な保証制度
●小口零細企業保証制度

　　熊本県小規模事業者おうえん資金融資保証
　　熊本市中小企業経営向上小口資金融資保証　を含む

●熊本県創業者支援資金融資保証制度
● 熊本市中小企業創業サポート資金融資保証制度（創業要件のみ）

●経営安定関連保証・熊本県金融円滑化特別資金融資保証
　（1号～ 6号認定分）
● 経営力強化保証制度、熊本県チャレンジサポート中小企業経
営力強化支援資金、事業再生計画実施関連保証制度

　 ※責任共有対象外の既往借入金を同額以内で借換する場合に限ります。

●災害関係保証制度
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保証をご利用いただける方
　　次の所在地、企業規模、業種等の一定の要件を満たした中小企業者の方を対象としています。

［１］所在地
次の（１）または（２）に該当する中小企業の方を対象とします。

（１）個人の場合：住居または事業所のいずれかが熊本県内にある方。
（２）法人の場合：熊本県内に本店または事業所を有する方。
（注） 熊本県外に本店を置く会社の取扱いについては、県内の事業所が必要とする資金に限り保証の対象となります。なお、

この場合、支配人登記がなされている場合は支店名・支配人名で、支配人登記がなされていない場合は、本店名・代表者
名で取り扱います。

［２］業　歴
制度保証の要件以外に特に業歴の制度はありません。ただし、次の取扱いに注意してください。

取扱項目 留意点

法　　人 法人は、原則として設立登記日を業歴の起算日とします。

法人成り
個人から法人化した場合、個人経営時の経営者または３親等以内の親族が法人の代表者となった場合は、業歴
を通算して取り扱います。

許認可事業 許認可を要する事業は原則として許認可の取得日を業歴の起算日とします。

［３］業種等

中小企業信用保険法施行令で定める業種となっており、商工業のほとんどの業種でご利用になれます。ただし、農林漁業、金
融保険業、風俗関連営業、宗教・政治・経済・文化団体、反社会的勢力その他保証対象として支援するには相応しくない業種に
ついてはご利用いただくことができません。また、許認可や届出を必要とする業種を営まれている場合は、当該事業に係る許
認可等を受けていることが必要です。

［４］企業規模
法人は、次の資本金（出資の総額）または常時使用する従業員数のいずれかに該当していることが必要です。個人は、次の常
時使用する従業員数が該当すればご利用いただけます。

業　　　　種 資本金（出資の総額） 常時使用する従業員数

製造業等
（運送業、建設業を含む）

３億円以下 300人以下

卸売業 １億円以下 100人以下
小売業（飲食業を含む） 5,000万円以下 50人以下

サービス業 5,000万円以下 100人以下
医療法人等 － 法人は300人以下、個人は100人以下

政令特例業種 資本金（出資の総額） 常時使用する従業員数

ゴム製品製造業
（自動車または航空機用タイヤ及びチューブ
製造業並びに工業用ベルト製造業を除く）

３億円以下 900人以下

ソフトウェア業 ３億円以下 300人以下
情報処理サービス業 ３億円以下 300人以下

旅館業 5,000万円以下 200人以下

※生計を一つにしている家族従業員、会社の役員、全くの臨時的な従業員は、常時使用する従業員数に含まれません。
※組合は、当該組合が保証対象業種を営むもの、またはその構成員の３分の２以上が保証対象業種を営んでいれば対象となります。
※製造業等の「等」とは、卸売業、小売業、サービス業以外の業種をいいます。
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保証の内容
［１］保証限度額

◎中小企業者に対する保証金額の最高限度額

　　　　　２億8,000万円
◎組合の場合は

　　　　　４億8,000万円

普通保険にかかる保証………２億円（組合４億円）

無担保保険にかかる保証……8,000万円

このほか国の施策により、一定の要件を備えている方は別枠となる保証制度もあります。
また、県、市町村の制度融資の保証については、それぞれの保証制度要綱に定められた限度額が適用されます。

［２］保証期間

保 証 の 形 態 期　　　　　　　　　間

個 別 保 証
原則として、運転資金10年以内、設備資金20年以内です。ただし、建物の新築・購入資金（借換え資金を含む）
の場合は、法人税法に定めるその法定耐用年数以内。
関係機関が同意した事業再生計画に基づく資金の場合は、その期間での取扱です。

根（ 極 度 ）保 証 １年または２年以内

当 座 貸 越 根 保 証 １年または２年

特 定 社 債 保 証 ２年以上７年以内（年単位）

流動資産担保融資保証
根保証の場合 １年

個別保証の場合 １年以内

［３］資金使途

事業経営に必要な運転資金、設備資金に限ります。
（生活資金、住宅資金など事業に直接関係のない資金、協会が認めていない既存の借入金返済資金は対象となりません。）

［４］連帯保証人
次の基準によって、連帯保証人をお願いすることになります。

一般事業者（法人、個人）における基準

法人 原則として、法人代表者以外の連帯保証人は不要です。

個人 原則として、連帯保証人は不要です。

ただし、実質経営者、営業許可名義人の方は連帯保証人になっていただきます。
なお、事業継承予定者は連帯保証人になっていただく場合があります。

組合における基準

原則として、代表理事のみを連帯保証人としますが、個々の組合の実情に応じ他の理事を連帯保証人とすることができます。

［５］担保
財務内容、保証金額等により、不動産、売掛債権、棚卸資産、有価証券などをお願いすることになります。
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　当協会の保証によって融資を受けた中小企業の皆さまは、保証利用の対価として信用保証料をお支払いいただきます。

　この信用保証料は、日本公庫への信用保険料、代立弁済に伴う損失負担、経費など信用保証制度の運営上必要な経費に充

当するものです。

1. 保証料率体系

リスク考慮型

お客さまの個々の経営状況に応じて、９段階に区分され、利用される方ごとに異なります。
また、責任共有制度の対象となる保証は「責任共有保証料率」、対象外となる保証は「責任共有対象外保
証料率」が適用されます。

リスク考慮型基準料率 （単位：年率、％）

料率区分 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

責任共有保証料率
（特殊保証）

1.90
（1.62）

1.75
（1.49）

1.55
（1.32）

1.35
（1.15）

1.15
（0.98）

1.00
（0.85）

0.80
（0.68）

0.60
（0.51）

0.45
（0.39）

責任共有対象外保証料率 2.20 2.00 1.80 1.60 1.35 1.10 0.90 0.70 0.50

利用者一律型

国の政策的な特別な保証は、リスク考慮型と異なり、利用される皆さま一律の保証料率が適用されます。
なお、一部の保証制度にあっては、責任共有制度の対象と対象外によって保証料率が異なります。

（例）

経営安定関連保証
（セーフティネット保証）

責任共有 年0.72％ 経営革新関連保証 年0.77％

責任共有対象外 年0.85％ 創業関連保証 年0.90％

流動資産担保融資保証 年0.68％ 再挑戦支援保証 年0.90％

災害保証 年0.75％ 創業等関連保証 年0.90％

2. 財務内容の評価
　当協会は、中小企業信用リスク情報データベース（CRD）により、原則として直近２期分の決算書または申告書の財務諸表

をもとに中小企業者の財務内容を評価します。

　この評価をもとに、リスク考慮型の保証料率区分を決定します。

※中小企業信用リスク情報データベース（CRD：Credit Risk Database の略）とは

・中小企業庁が中心となり、中小企業金融の円滑化を支援することを目的に設立された、中小企業に関する大規模のデータベースです。

・ CRD では、財務要因を中心とした情報により中小企業の経営状況を評価しますが、評価に関する一連の仕組みおよび個別企業の結果は、データベースの

機密情報に該当するため開示されていません。

3. 割引制度
保証料率の割引として、「中小企業会計割引」と「有担保割引」があります。

中小企業会計に関する割引

財務諸表について、「中小企業の会計に関する基本要領」の適用を確認できる、または、会計参
与を設置していることを登記により確認できる場合は、基本料率より0.1％引き下げます。

会計参与を設置していることを登記により確認できる場合は、基本料率より0.1％引き下げ
が適用される保証もあります。

有 担 保 に 関 す る 割 引 担保の提供をいただいた場合に、基本料率より0.1％引き下げが適用される保証もあります。
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4. 計算方法
信用保証料の計算は返済方法により異なります。

（１）返済方法が一括返済の場合　※月単位の場合

貸付 × 保証× 保証期間（月数）  = 信用金額　 料率　   12 カ月          保証料

例  保証料率・年1.35％の保証付融資500万円を24ヵ月
間お借入れして、最終期日に一括返済される場合

5,000,000円×1.35％×24カ月÷12カ月＝135,000円

（２）返済方法が均等分割返済の場合（据置期間なし）　※月単位の場合

貸付 × 分割返済 × 保証× 保証期間（月数）  = 信用金額　　回数別係数（注）　　　料率　　   12 カ月　　　 保証料

例  保証料率・年1.35％の保証付融資500万円を36ヵ月
間お借入れして、元金均等でご返済される場合

5,000,000円×0.55×1.35％×36 カ月÷12 カ月＝
111,375円
（注） 25回以上の均等分割返済のため分割返済回数別係数は0.55 となり

ます。（次頁の表参照）

（３）返済方法が均等分割返済の場合（据置期間あり）　※月単位の場合

a  据置部分　　　　　　　　　　　       b  分割部分

貸付 × 保証× 据置期間（月数）   +  貸付 × 分割返済 × 保証× 返済期間（月数）   =  信用金額　 料率　　12カ月　　　　　  金額　　回数別係数（注）　　  料率　　　  12カ月　　　    保証料

例  保証料率・年1.35％の保証付融資500万円を36ヵ月間お借入れして、６ヵ月間元金返済を据え置いて、残りの期間30ヵ月間を
毎月元金均等でご返済される場合

a  5,000,000円×1.35％×６カ月÷12カ月　 +   b  5,000,000円×0.55×1.35％×30カ月÷12カ月＝126,562円
（注）25回以上の均等分割返済のため分割返済回数別係数は0.55となります。（次頁の表参照）

（４）返済方法が不均等分割返済の場合　※月単位の場合

貸付 × 分割返済 × 保証× 保証期間（月数）  = 信用金額　　回数別係数（注）　　　料率　　   12 カ月　　　 保証料

5,000,000円×0.61×1.35％×36カ月÷12カ月＝123,525円

例  保証料率・年1.35％の保証付融資500万円を36ヵ月
間お借入れして、初回から24回の返済額を毎月10

万円、25回から35回の返済額を毎月22万円、最終

回の返済額を18万円でご返済される場合
（注） 25回以上の不均等分割返済のため分割返済回数別係数は0.61 と

なります。 （次頁の表参照）

※根保証や１年以内の保証等の場合は、保証期間の計算式が日割計算となります。
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 分割返済回数別係数

分割回数別区分 均等分割返済 不均等分割返済 （注１）信用保証料の端数処理
計算額の円未満の端数は切捨て処理します。

（注２）均等分割返済
① 各回の返済金額が同額であって、各回の返済期日が等間隔である
返済方法
②元利均等返済
③等間隔で返済し、初回のみ（最終回のみ）返済金額が異なる返済方法

（注３）不均等分割返済
各回の返済金額が同額でない返済方法、または各回の返済期日が等
間隔でない返済方法

２回以上６回以下 0.70 0.77

７回以上12回以下 0.65 0.72

13回以上24回以下 0.60 0.66

25回以上 0.55 0.61

5. お支払い方法
　信用保証料は、金融機関と当協会との間における約定書に基づき、協会に代わって金融機関がお客様より徴収いたします。

　信用保証料は原則として全額一括払いです。

　ただし、都合により分割払いを希望される場合は、次の要件を満たし、「信用保証料分割納付承認依頼書」を提出いただき、

協会が承認した場合に限り、下表の分割徴収区分表の割合に基づき、信用保証料を分割納付することができます。

　分割払いの要件　 保証期間が２ヵ年を超える保証

分割徴収区分表（信用保証料総額に対する年度毎の分割支払割合）（単位：％）

 徴収
保証 年度
期間

初
年
度

２
年
度

３
年
度

４
年
度

５
年
度

６
年
度

７
年
度

８
年
度

９
年
度

10
年
度

２年超４年以下 75 25

４年超６年以下 60 30 10

６年超８年以下 45 35 15 5

８年超10年以下 35 30 20 10 5

10年超12年以下 30 20 20 15 10 5

12年超14年以下 25 20 20 15 10 5 5

14年超16年以下 20 20 15 15 10 10 5 5

16年超18年以下 20 20 15 15 10 5 5 5 5

18年超 20 20 15 15 10 5 5 5 3 2
（注）各年度の円未満の端数は初年度で調整します。

6. 信用保証料の返戻
　次の（１）または（２）に該当する場合において再計算した結果、当該再計算した信用保証料が既にお支払いの信用保証料

未満であるとき返戻いたします。ただし、返戻する金額が千円以下のものについては返戻しません。

（１）保証条件の変更（極度額の減額、保証期間の短縮など）を行ったとき
（２）最終履行期限前に完済されたとき（ただし、期限の利益喪失による代位弁済の場合は除きます。）
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（単位：年率、％）

区
分 制　度　名 責任共有

（注３）

料率区分（注２）
割引

第1区分 第2区分 第3区分 第4区分 第5区分 第6区分 第7区分 第8区分 第9区分

協　

会　

制　

度

普通保証 対象 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ①②
普通保証（求償権消滅保証）

対象外
2.20 2.00 1.80 1.60 1.35 1.10 0.90 0.70 0.50

②③小口零細企業保証制度（予約保証除く）　（注1）

小口零細企業保証制度（予約保証） － 2.20 2.00 1.80 1.60 1.35 1.10 0.90 0.70 

当座貸越(貸付専用型)根保証制度

対象

1.62 1.49 1.32 1.15 0.98 0.85 0.68 0.51 0.39

①②

事業者カｰドロｰン当座貸越根保証制度

手形・電子記録債権割引根保証制度

長期経営資金保証制度

1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45

風俗営業飲食業保証制度

中小企業振興融資保証制度

短期資金保証制度

中小企業特定社債保証制度 ②③

特定信用状関連保証制度（LC保証） ①②

公害防止資金保証制度 0.94

②③

エネルギー対策保証制度

0.98
海外投資保証制度

新事業開拓保証制度

特定新技術事業活動関連保証制度

流動資産担保融資保証制度 0.68

③

下請振興関連保証制度 0.56

経営安定関連(セーフティネット)保証制度(SN 1～6） 対象外 0.85

　　　〃   　　　　　 　　　 　　　　　(SN 1～6以外 ）

対象

0.72

経営資源活用関連保証制度 0.77

　　　〃　　　　　　（新事業開拓保険） 0.98 ②③

経営革新関連保証制度 0.77 ③

　　　〃　　　　　　（新事業開拓保険）
0.98 ②③

　　　〃　　　　　　（海外投資関係保険）

異分野連携新事業分野開拓関連保証制度 0.77
③

　　　　　　　　　　〃　　　　　　 （流動資産担保保険） 0.68

　　　　　　　　　　〃　　　　　　 （新事業開拓保険）
0.98 ②③

　　　　　　　　　　〃　　　　　　 （海外投資関係保険）

事業再生円滑化関連保証制度（プレDIP 保証） 1.76

③

　　　〃                            （特別小口保険）

対象外

1.25

事業再生保証制度（DIP 保証） 2.20

無担保・無保証人保証制度 0.75

災害保証制度 0.75

　　　〃　　　　　　　　　 （激甚災保証以外） 対象 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ①②

創業関連保証制度

対象外 0.90

③

再挑戦支援保証制度（再チャレ保証）

創業等関連保証制度

地域産業資源活用事業関連保証制度

対象

0.77

　　　〃　　　　　　　　　　　　(流動資産担保保険) 0.68

　　　〃　　　　　　　　　　　　(新事業開拓保険)
0.98 ②③

　　　〃　　　　　　　　　　　　 （海外投資関係保険）

農商工等連携事業関連保証制度 0.77
③

　　　〃　　　　　　　　　　　　(流動資産担保保険) 0.68

　　　〃　　　　　　　　　　　　(新事業開拓保険)

0.98 ②③　　　〃　　　　　　　　　　　　（海外投資関係保険）

農商工等連携支援事業関連保証制度

一括支払契約保証制度（注４） 別表２ ②

くまもとグリーン保証制度 1.70 1.55 1.35 1.15 0.95 0.80 0.60 0.40 0.25 ①

　　　〃　　　　　　　　（エネルギー対策保険） 0.98 ②③

経営承継関連保証制度
1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 

①②中小企業承継事業再生関連保証制度

予約保証制度 － 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 

東日本大震災復興緊急保証制度

対象外

0.80

③中堅企業特別保証制度 0.75

　　　〃　　　　　　　　（無担保） 0.65

経営力強化保証制度　　　　　　　　　（注5） 2.00 1.80 1.60 1.35 1.10 0.90 0.70 0.50 0.50 ②③

　　　〃　　　　　　　　（責任共有）　（注5）

対象

1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 0.45 ①②

税理士連携特別保証制度（税理士連携） 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ①②

　　　〃　　　　　　　（税理士認定） 1.80 1.65 1.45 1.25 1.05 0.90 0.70 0.50 0.35 ①②

事業再生計画実施関連保証制度 対象外 1.00

③事業再生計画実施関連保証制度（責任共有制度） 対象 0.80

事業再生計画実施関連保証制度（特別小口保険） 対象外 0.75

経営者保証ガイドライン対応保証制度
対象 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ①②

返済原資特定手形貸付根保証制度
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区
分 制　度　名 責任共有

（注３）

料率区分（注２）
割引

第1区分 第2区分 第3区分 第4区分 第5区分 第6区分 第7区分 第8区分 第9区分

県　

制　

度

熊本県小規模事業者おうえん資金融資保証制度　(注1） 対象外 1.35 1.15 0.95 0.75 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 ②③
熊本県金融円滑化特別資金融資保証制度（SNおよび震災緊急以外） 対象 1.30 1.25 1.15 1.10 1.05 1.00 0.80 0.60 0.45 ①②

    　  　　　〃　　　　　　　　    (SN1～3、5～6)   
対象外

0.75

③

    　  　　　〃　　　　　　　　   (SN4)　　　　    0.50

            　　〃　　　　　　      　 (SN7・8) 対象 0.62

            　　〃　　　　　　         (震災緊急)  　　   

対象外

0.50

熊本県創業者支援資金融資保証制度（創業関連）　　　
0.35

　　　　　　〃　　　　　　　　　(再挑戦支援)      

熊本県新事業展開支援資金融資保証

対象

1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ①②

熊本県経営革新等支援資金融資保証(経営革新)(地域産業資源)(農商工等）（※Ⅰ） 0.77 ③

　　　　  　 〃　　　　  　  (農商工等支援事業)　　（※Ⅱ） 0.98 ②③

　　　　　　〃　　　　 　　（※Ⅰ※Ⅱを除く） 1.70 1.55 1.35 1.15 0.95 0.80 0.60 0.40 0.25 

①②熊本県産業活性化資金融資保証制度
1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45

熊本県中小企業短期融資保証制度

チャレンジサポート資金　　　　　　　　　　　　　　（注5） 対象外 1.40 1.35 1.10 0.90 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 ②③

チャレンジサポート資金（責任共有）　　　　　　　　　（注5） 対象 1.35 1.10 0.90 0.70 0.50 0.50 0.50 0.45 0.45 
①②

熊本県事業承継者おうえん資金 対象 0.50 0.45 

市
町
村
制
度

市町村特別小口資金保証制度 対象 1.25 1.20 1.15 1.10 1.05 1.00 0.80 0.60 0.45 ①②
熊本市中小企業経営向上小口資金融資保証制度　（注1） 対象外 2.20 2.00 1.80 1.60 1.35 1.10 0.90 0.70 0.50 ②③

中小企業経営安定資金保証制度

対象 1.70 1.55 1.35 1.15 0.95 0.80 0.60 0.40 0.25 ①②
熊本市中小企業経営安定特例資金融資保証制度

中小企業開業･転業資金融資保証制度

熊本市中小企業短期資金融資保証制度

熊本市中小企業創業サポート資金融資保証制度 対象外 0.70 ③

　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　(転業多角化)
対象

1.70 1.55 1.35 1.15 0.95 0.80 0.60 0.40 0.25
①②熊本市中小企業新エネルギー設備等資金融資保証制度

1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45
観光旅館運営資金保証制度

（注１）普通保険および無担保保険以外の保険ならびに特例保険を利用する場合は小口零細保証料率表【別表１】を参照。
（注２） 特例保険（事業再生円滑化特例は除く。）にかかる特別小口保険を利用した場合の料率は、無担保・無保証人保証制度の料率を適用。ただし、熊本県金融円滑化特別資金融資保証（震災緊急）は除く。
（注３）特別小口保険を利用した場合は、責任共有対象外。
（注４）保証割合に応じて定めた一括支払契約保証料率表【別表２】を適用。
（注５）下記【料率区分の判定】①②のいずれかに該当する事業者については第４区分の保証料率に定性情報を加味して料率を決定する。

【料率区分の判定】
財務その他経営に関する情報を基に、リスク計測モデル（CRDモデル）により、制度毎に第１区分～第９区分の範囲で料率を判定。これに定性情報を加味して料率を決定する。
なお、区分対応する保証において次のいずれかに該当する事業者については、第５区分の保証料率に定性情報を加味して料率を決定する。
①個人その他の法令で定めるところにより貸借対照表及び損益計算書を作成する義務を課せられていない事業者であって貸借対照表及び損益計算書がないもの
②事業開始後最初の事業年度の決算における貸借対照表及び損益計算書がない事業者

【割引料率の適用】
①中小企業会計に関する基本要領に準拠して計算書類を作成したことが確認できる事業者または、会計参与設置会社について、0.1％割引を行う。
②担保の提供がある場合は、0.1％を基準とした割引を行う。
③会計参与設置会社について、0.1％割引を行う。

［別表１］小口零細保証料率表（注１） （単位：年率、％）

保　険
第１区分 第２区分 第３区分 第４区分 第５区分 第６区分 第７区分 第８区分 第９区分 割引

一般関係 特例関係

特別小口 ※ 0.75

③
普通・無担保

経営安定関連 0.85

経営資源活用関連

0.90

経営革新関連

異分野連携新事業分野開拓関連

地域産業資源活用事業関連

農商工等連携事業関連

経営承継関連 2.20 2.00 1.80 1.60 1.35 1.10 0.90 0.70 0.50 ①②

公害防止 1.10

②③
エネルギー対策

1.15
海外投資

新事業開拓 ※
普通・無担保 特定新技術事業活動関連

（注）利用できる全ての特例分を適用。

［別表２］一括支払契約保証料率表（注４） （単位：年率、％）

第１区分 第２区分 第３区分 第４区分 第５区分 第６区分 第７区分 第８区分 第９区分 割引

保証割合70％ 1.54 1.40 1.26 1.12 0.95 0.77 0.63 0.49 0.35

②

保証割合65％ 1.43 1.30 1.17 1.04 0.88 0.72 0.59 0.46 0.33

保証割合60％ 1.32 1.20 1.08 0.96 0.81 0.66 0.54 0.42 0.30

保証割合55％ 1.21 1.10 0.99 0.88 0.74 0.61 0.50 0.39 0.28
保証割合50％ 1.10 1.00 0.90 0.80 0.68 0.55 0.45 0.35 0.25

（注）上記料率は、保証委託額に対して計算される保証料を割引金額に対する率（％）で表示したもの。
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制度名 資金目的 資金
使途 保証限度額 保証期間 信用保証料率（注１）貸付利率 連帯

保証人 担保 責任
共有料率体系

１.主な協会保証制度

災害保証

激甚災害指定地域の罹災中小企業
者に対する保証

運転
資金

設備
資金

２億８千万円

組合
４億８千万円

10年以内

年0.75％ 一律

所定利率

原則として
法人代表者
以外不要　

必要に応じ
徴求　　　

対象外

災害救助法適用地域の罹災中小企
業者に対する保証 500万円 年0.45％～

1.90％ 弾力化 対象

経営安定関連保証
（セーフティネット保証）

取引先等の再生手続等の申請や事
業活動の制限、災害、取引金融機関
の破綻等により経営の安定に支障
が生じている中小企業者で中小企
業信用保険法第２条第５項１号～
８号に基づく「特定中小企業者認
定要領」の認定基準に合致したも
のとして、事業所の所在地を管轄
する市町村長の認定を受けた中小
企業者に対する保証

２億８千万円

組合
４億８千万円

１～６号認定
年0.85％

７・８号認定
年0.72％
（注１）

一律

金融機関
所定利率

1～６号
認定
対象外

７･８号
認定
対象

当座貸越
（貸付専用型）

根保証

一定の極度額および保証期間を定
め、反復継続して発生する当座貸越
債務の保証

事業
資金

２億８千万円
１年又は
２年

（更新可）

年0.39％
 ～ 1.62％ 弾力化

原則として
５千万円超
の場合は必
要　　　　

対象

事業者カードローン
当座貸越根保証

一定の極度額および保証期間を定
め、反復継続して発生するカードに
よる当座貸越債務の保証

2,000万円

不要

創業等関連保証
創業等（分社化を含む。）を行おう
とする個人または中小企業者であ
る会社が事業を行うために必要な
資金に対する保証

運転
資金

設備
資金

1,500万円

10年以内 年0.90％

一律

対象外創業関連保証
創業を行おうとする個人または中
小企業者である会社が事業を行う
ために必要な資金に対する保証

1,000万円

再挑戦支援保証
廃業等の経験等を有し、創業を行
おうとする個人または中小企業者
である会社が事業を行うために必
要な資金に対する保証

流動資産担保
融資保証

（ABL保証）

中小企業者が保有する売掛債権ま
たは棚卸資産を担保とした融資に
対する保証

事業
資金

２億円

［根保証］
１年

［個別保証］
１年以内

年0.68％ 法人代表者
以外不要

流動資産の
みを譲渡担
保　　　　

対象

事業再生保証
民事再生法などに基づき計画の認
可を受け、再生計画の途上にある
ものに必要な資金に対する保証 事業

再生
資金

10年以内 年2.20％
原則として
法人代表者
以外不要

必要に応じ
徴求

対象外

事業再生円滑化
関連保証

特定認証紛争手続や認定支援機関
等の指導または助言を受け事業再
生を図る資金に対する保証

２億８千万円

組合
４億８千万円

３年以内 年1.76％

対象

事業再生計画実施
関連保証

熊本県中小企業経営支援連携会議
の個別支援会議のほか、中小企業
再生支援協議会等の指導又は助言
を受けて作成した事業再生の計画
等に従って事業再生を行う中小企
業者の資金調達を支援することに
より、事業再生の着実な進捗を図
り、中小企業者の活力の再生を図
る保証

事業
資金

事業再
生の計
画実施
に必要
な資金
に限る

一括返済の場合
1年以内

分割返済の場合
15年以内

責任共有制度
対象

年0.80％
（注1）

原則として
法人代表者
のみ

責任共有制度
対象外
年1.0％
（注1）

対象外

経営力強化保証制度
金融支援だけでなく認定経営革新
等支援機関による経営改善の取組
をサポートする保証

事業
資金

一括返済の場合
１年以内

分割返済の場合
運転
５年以内
設備
７年以内
既往借入を
借り換える
場合10年以内

年0.45％
 ～ 2.00％

弾力化

対象
（対象外の
既往借入金
を同額以内
で借り換え
る場合は対
象外）

小口零細企業保証

従業員が20人（商業・サービス業
は５人（宿泊業・娯楽業除く））以下
の方であって、既存の協会保証付
融資残高との合計で1,250万円以
下となる新規の保証

1,250万円 10年以内
年0.50％
 ～ 2.20％
（注３）

原則として
法人代表者
以外不要

原則不要 対象外
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制度名 資金目的 資金
使途 保証限度額 保証期間 信用保証料率（注１）貸付利率 連帯

保証人 担保 責任
共有料率体系

短期資金保証 短期の運転資金について行う保証

運転
資金

800万円

組合
2,000万円

６ヶ月以内 年0.45％
～ 1.90％

弾力化

金融機関
所定利率

原則として
法人代表者
以外不要

必要に応じ
徴求　　　

対象

手形・電子記録債権
割引根保証

一定の極度額および保証期間を定
め、反復継続して発生する手形等の
割引について行う保証

7,000万円 １年 年0.39％
～ 1.62％

必要に応じ
徴求　　　

中小企業
特定社債保証

一定の要件を満たす中小企業者が
発行する社債（私募債）について、債
務保証を行う保証

事業
資金 ４億５千万円 ２年～７年

（１年単位）
年0.45％
～ 1.90％ 発行体所定 共同保証人

以外不要

原則として
２億円超の
場合は必要

地域産業資源活用
事業関連保証

中小企業による地域産業資源を活
用した事業活動の促進に関する法
律に基づき認定を受けた地域産業
資源活用事業計画に従って地域産
業資源活用事業を行う中小企業者
に対する保証

運転
資金

設備
資金

８億８千万円

組合
12億８千万円

［運転］
５年以内

［設備］
７年以内

年0.77％
（注１）
（注２）
（注４）
（注５）

一律 金融機関
所定利率

原則として
法人代表者
以外不要

8,000万円
超は、原則必
要。
流動資産担
保保険利用
の場合、流動
資産のみを
譲渡担保。農商工等連携

事業関連保証

主務大臣の認定を受けた農商工等
連携事業計画に従って、農商工等
関連事業を行う中小企業者に対す
る保証

12億８千万円

組合
18億８千万円

農商工等連携支援
事業関連保証

主務大臣の認定を受けた農商工等
連携支援事業計画に従って、農商
工等連携支援事業を行う公益法人
に対する保証

２億８千万円 年0.98％
8,000万円
超は、原則
必要　　

くまもとグリーン保証
環境に配慮した経営を行う中小企
業者が環境負荷の低減に取り組む
ために必要な資金に対する保証

8,000万円 10年以内 年0.25％
～ 1.70％ 弾力化 年1.90％

以内

必要に応じ
徴求　　　

「電気事業者に
よる再生可能エ
ネルギー電気の
調達に関する特
別措置法」に基
づく、固定価格
買取制度の適用
対象となる新エ
ネルギー設備の
導入資金の場合
であって、エネ
ルギー対策保険
に係る保証を利
用する場合は、
上記と別枠で
　　２億円

20年以内 年0.98％ 一律

年1.90％以内

10年超の場
合は当該期間
のみ金融機関
所定利率

税理士連携特別保証
疑似資本的な資金供給をするとと
もに、経営状況の把握に努め継続
的な経営支援に取り組む保証

運転
資金
（借換
資金は
資本力
強化保
証に限
る）

3,000万円

　 １年以内 　
（ただし初回利用
時の終期は確定
決算 の 申告期
限から３ヶ月以
内。）

年0.45％～
1.90％

（当該税理士
等が認定経営
革新等支援機
関の場合…
0.1％割引）

弾力化

金融機関
所定利率

原則として
法人代表者
のみ

原則として
不要　　　

経営者保証
ガイドライン
対応保証

「経営者保証に関するガイドライン」
の趣旨を踏まえ、経営者保証に依
らない融資を推進することにより、
中小企業者に対する金融の円滑化
を図る保証

運転
資金

設備
資金

2億8千万円

組合
4億8千万円

一括返済の場合
1年以内

分割返済の場合
運転資金
3年以内
設備資金
5年以内

ただし借り換え
る場合は
3年以内

年0.45％～
1.90％

金融機関
所定利率

（ただし同時に
融資する協調
融資の利率よ
り低い利率）

不要

有担保無保
証人要件に
該当する場
合を除き不
要　　　　

返済原資特定手形
貸付根保証

一定の極度額および保証期間を定
め、反復継続して発生する返済原
資を特定した手形貸付に対する保
証

運転
資金 2億8千万円

　 1年以内 　
（ただし初回利
用時の終期は確
定決算の申告期
限から３ヶ月以
内。）

金融機関
所定利率

原則として
法人代表者
のみ　　　

必要に応じ
て徴求　　

DISCLOSURE REPORT 201536

保証制度一覧

テ�ィスクロシ�ャー2015 v4 のコヒ�ー.indd   40 15.9.25   1:25:49 PM



制度名 資金目的 資金
使途 保証限度額 保証期間 信用保証料率（注１） 貸付利率 連帯

保証人 担保 責任
共有料率体系

２.主な熊本県融資保証制度、市町村融資保証制度

熊本県創業者支援
資金融資保証

創業を行おうとする個人および中
小企業者である会社が事業を行う
ために必要な資金に対する保証

運転
資金

設備
資金

1,000万円 １年以上
10年以内 0.35％ 一律

３年以内
 　年1.35％以内
５年以内
 　年1.50％以内
７年以内
 　年1.80％以内
７年超
 　年1.90％以内

原則として
法人代表者
以外不要

不要 対象外

熊本県事業承継者
おうえん資金

事業を引き継いだ方を対象とした
資金で、承継後の事業が円滑に進
められるよう融資と経営支援を一
体的に行う保証

5,000万円 １年以上
10年以内

年0.50％
ただし
信用保証料料率
区分第９区分
　年0.45％

弾力化

７年以内
　年1.80％以内
７年超　固定
　年1.90％以内

原則として
法人代表者
のみ　　　

必要に
応じ徴
求　　

対象

チャレンジサポート
資金

金融機関が認定経営革新等支援機
関と連携して中小企業者の事業計
画の策定支援や継続的な経営支援
を行い、中小企業者の経営力強化
を図る保証

8,000万円

［運転］
１年以上
５年以内
［設備］
１年以上
７年以内

ただし借り換え
る場合は
10年以内

責任共有制度対象
年0.45％
～ 1.35％

年1.90％以内

責任共有制度対象外
年0.50％
～ 1.40％

５年以内
年1.60％以内
７年以内

年1.80％以内
７年超

年1.90％以内

対象外

熊本県小規模事業者
おうえん資金
融資保証

従業員が20人（商業・サービス業
は５人（宿泊業・娯楽業除く））以下
の方であって、既存の協会保証付
融資残高との合計で1,250万円以
下となる新規の保証

1,250万円

［運転］
１年以上
５年以内
［設備］
１年以上
７年以内

年0.50％
～ 1.35％

３年以内
　年1.35％以内
５年以内

　年1.50％以内
７年以内

　年1.70％以内

原則として
法人代表者
以外不要

原則
不要 対象外

熊本県中小企業
短期資金

季節的および短期的な資金を必要
とする中小企業者に対する保証

運転
資金

平均月商の３倍
または

2,000万円の
いずれか低い額

１年以内 年0.45％
 ～ 1.90％

年2.00％
以内

必要に
応じ徴
求

対象

熊本県金融円滑化
特別資金融資保証

経営環境の変化により業況の悪化
を来している中小企業者に対する
保証

運転
資金

設備
資金

5,000万円

組合
１億円

１年以上
10年以内

年0.45％
 ～ 1.30％

３年以内
年1.80％以内
５年以内

年2.00％以内
７年以内

年2.20％以内
７年超

年2.50％以内

中小企業再生支援協議会の支援に
より経営改善計画が策定終了し、
この計画により再生に取組む中小
企業者に対する保証

中小企業信用保険法第２条第５項
１号～８号に基づく「特定中小企
業者認定要領」の認定基準に合致
したものとして、事業所の所在地を
管轄する市町村長の認定を受けた
中小企業者に対する保証

７・８号
認定

年0.62％

一律

７･８号
認定
対象

年0.75％
（セーフティ
ネット４号
は年0.50％） ３年以内

年1.60％以内
５年以内

年1.80％以内
７年以内

年2.00％以内
７年超

年2.30％以内

１～６号
認定
対象外

東日本大震災により被害を受け、
経営の安定に支障が生じている中
小企業者で、所在地の市区町村長
の認定を受けた中小企業者に対す
る保証

他の金融円滑化
資金とは別枠で
8,000万円

組合
１億円

年0.50％ 対象外

熊本県新事業展開
支援資金融資保証

異分野への進出、異業種への転換
を行う中小企業者に対する保証

5,000万円

組合
１億円

年0.45％
～ 1.90％ 弾力化

７年以内
年2.20％以内
７年超

年2.50％以内

対象
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制度名 資金目的 資金
使途 保証限度額 保証期間 信用保証料率（注１） 貸付利率 連帯

保証人 担保 責任
共有料率体系

熊本県経営革新等
支援資金融資保証

所定の支援事業の採択を受けた、
または、法律に基づいた認定地域産
業資源活用事業計画、認定農商工
等連携事業計画等を行う中小企業
者等に対する保証

運転
資金

設備
資金

5,000万円

組合
１億円

認定地域産業資
源活用事業計画、
認定農商工等連
携事業計画、認定
経営革新計画、認
定農商工等連携
支援事業計画を
実施するものは

　［ 運 転 ］　
　１年以上　
　５年以内　

　［ 設備］　
　１年以上　
　７年以内　

 上記以外は　
　１年以上　
　10年以内　

認定地域産業資
源活用事業計
画、認定農商工
等連携事業計
画、認定経営革
新計画を実施す
るものは
年0.77％

認定農商工等連
携支援事業計画
を実施するもの

は
年0.98％

上記以外は年
0.25％

　～ 1.70％

認定地域
産業資源
活用事業
計画、認
定農商工
等連携事
業計画、
認定経営
革新計画
または認
定農商工
等連携支
援事業計
画を実施
するもの
は一律　

上記以外
は弾力化

年2.10％以内

原則として
法人代表者
以外不要　

必要に
応じ徴
求　　

対象

県建設産業振興プラン「新分野進
出事業」、または、建設業者の合併
等に対する特例措置を受けた一定
期間内の中小企業者に対する保証

環境対策関連の設備を導入、また
は、県の条例に基づく計画を実施
する中小企業者に対する保証

ワーク・ライフ・バランス（仕事と
生活の調和）の推進を行う中小企
業者に対する保証

熊本県産業活性化
資金融資保証

施設・設備の近代化または経営基
盤の強化、事業経営の安定化等を
図る中小企業者を対象とした保証

［運転］
１年以上
５年以内

［設備］
１年以上
10年以内

年0.45％
～ 1.90％

弾力化

７年以内
年2.45％以内
７年超

年2.75％以内

指定地域において振興計画の趣旨
に沿う事業内容を営む中小企業者
を対象とした保証

5,000万円

組合
8,000万円

７年以内
年2.40％以内
７年超

年2.70％以内

熊本市中小企業
経営向上小口
資金融資保証

従業員が20人（商業・サービス業は
５人（宿泊業・娯楽業除く））以下の
中小企業者であって、既存の協会
保証付融資残高との合計で1,250
万円以下となる新規の保証

1,000万円

５年以内
年0.50％
～ 2.20％ 
（注３）

３年以内
年1.80％以内
４年以内

年1.90％以内
５年以内

年2.00％以内 原則
不要 対象外

熊本市中小企業
創業サポート
資金融資保証

原資を預託し、創業を行うまたは転
業・多角化を行う中小企業者を対
象とした保証

７年以内

新規創業
年0.70％ 一律

３年以内
年1.35％以内
５年以内

年1.50％以内
７年以内

年1.70％以内

転業・多角化
年0.25％
 ～ 1.70％

弾力化

年2.20％以内
必要に
応じ徴
求　　

対象

熊本市中小企業
新エネルギー設備等
資金融資保証

新エネルギー、省エネルギー等の設
備導入を行う中小企業者に対する
保証

設備
資金 10年以内 年0.45％

 ～ 1.90％ 年1.90％以内

熊本市中小企業
短期資金融資保証

市内で同一事業を６ヶ月以上営む
中小企業者の短期の資金について
行う保証

運転
資金

設備
資金

500万円 １年以内 年0.25％
 ～ 1.70％ 年2.15％以内

原則
不要

市町村
特別小口資金保証

出捐のあった当該市町村内の小規
模（従業員20人以下）事業者を対象
とした保証

1,000万円
30ヵ月
45ヵ月
60ヵ月

年0.45％
 ～ 1.25％ 
（注３）

30ヵ月
年2.20％以内
45ヵ月

年2.30％以内
60ヵ月

年2.40％以内

中小企業経営安定
資金保証

原資を預託した当該市内の中小企
業者を対象とし、通常の運転資金
または設備資金について行う保証

3,000万円

組合
4,000万円

３年以内
５年以内
７年以内

年0.25％
 ～ 1.70％

３年以内
年2.30％以内
５年以内

年2.40％以内
７年以内

年2.50％以内
必要に
応じ徴
求　　中小企業開業・

転業資金融資保証

原資を預託し、損失補償契約をし
た当該市町村内の開業または転業
希望の中小企業者を対象とした保
証

500万円

３年
または
５年

３年
年2.40％
５年

年2.50％

観光旅館運営資金
出捐し、損失補償契約をした当該
市町村内の旅館業を営む中小企業
者を対象とした保証

３年以内 年0.45％
 ～ 1.90％ 年2.30％

（注１）特別小口保険を利用した場合は、年0.75％（料率体系：一律）を適用します。
（注２）新事業開拓保険を利用した場合は、年0.98％を適用します。
（注３）普通保険および無担保保険以外の保険を利用する場合はP34別表１「小口零細保証料率表」を適用します。
（注４）流動資産担保保険を利用した場合は、年0.68％を適用します。
（注５）海外投資関係保険を利用した場合は年0.98％を適用します。
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平成26年度
件、百万円、％

保証承諾 保証債務残高 代位弁済 保証利用企業者数

件数 金額 前年比
（金額） 件数 金額 前年比

（金額） 件数 金額 前年比
（金額） 利用企業者数 利用度

全国 714,340 8,939,404 96.1 2,949,577 27,701,551 93.0 49,771 526,570 80.9 1,411,508 36.63

熊本県 9,361 91,916 100.0 31,632 247,935 93.7 402 2,963 68.0 18,627 34.90

主要業務の推移

DISCLOSURE REPORT 2015 39

統計資料

全 　 国

保
証
承
諾

保
証
債
務
残
高

代
位
弁
済

保
証
利
用
度

熊 本 県

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

21 22 23 24 25 26年度

件数 金額（百万円）

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

8,939,4048,939,4049,306,8319,751,83611,553,307
14,172,296

16,625,178

1,179,065

1,002,990

869,972
762,417 731,712 714,340

件数

金額

0

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

0

5,000

7,500

10,000

12,500

15,000

21 22 23 24 25 26年度

件数 金額（百万円）

91,91691,948101,649

84,000

126,220128,213

11,734

10,201

8,579

10,397
9,850

9,361

件数

金額

0

27,500,000

30,000,000

32,500,000

35,000,000

37,500,000

0

2,900,000

3,000,000

3,100,000

3,200,000

3,300,000

3,400,000

21 22 23 24 25 26年度

件数 金額（百万円）

27,701,551

2,949,577

27,701,551

29,778,41132,077,98934,446,374
35,068,273

35,850,651

3,389,640

3,294,020 3,282,380

3,189,721

3,068,911

2,949,577

件数

金額

0

230,000

260,000

290,000

320,000

350,000

280

30,000

32,000

34,000

36,000

21 22 23 24 25 26年度

件数 金額（百万円）

247,935247,935
264,648

278,879293,062
316,392332,585

33,917

32,886
32,121 32,184 31,901 31,632

件数

金額

0

500,000

750,000

1,000,000

1,250,000

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

21 22 23 24 25 26年度

件数 金額（百万円）

526,570526,570

650,974777,853860,797
936,644

1,141,976

107,450

86,796
77,586

71,056
60,522

49,771

件数

金額

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

0

200

400

600

800

1,000

1,200

21 22 23 24 25 26年度

件数 金額（百万円）

2,9632,963
4,356

9,5358,3667,833

11,205

1,041

753

912
966

568

402

件数

金額

0

1,300,000

1,400,000

1,500,000

1,600,000

0

34.00

35.00

36.00

37.00

38.00

39.00

21 22 23 24 25 26年度

保証利用度（％） 利用企業社数

1,411,508

36.63

1,411,508
1,458,4341,502,972

1,543,8471,573,0671,591,726

37.92
37.47

36.84

35.77

37.85

36.63

保証利用度

利用企業社数

0

17,000

18,000

19,000

20,000

0

31.00

32.00

33.00

34.00

35.00

36.00

21 22 23 24 25 26年度

保証利用度（％） 利用企業社数

18,62718,62718,642
18,772

19,008

19,546
19,911

34.79

34.15

33.22
32.73

34.93 34.90

保証利用度

利用企業社数
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（単位：百万円、％）

金融機関区分
平成26年度

金　額 構成比

都市銀行 1,681 1.8

地方銀行 37,782 41.1

第二地方銀行 28,687 31.2

信用金庫 19,205 20.9

信用組合 2,978 3.2

政府系 1,584 1.7

その他 0 0.0

計 91,916 100.0

（単位：百万円、％）

業種区分
平成26年度

金　額 構成比

製造業 11,192 12.2

農林漁業 372 0.4

鉱業 157 0.2

建設業 29,269 31.8

卸売業 12,739 13.9

小売業 11,568 12.6

飲食店 2,495 2.7

運送倉庫業 3,350 3.6

サービス業 14,435 15.7

不動産業 3,198 3.5

その他の産業 3,140 3.4

計 91,916 100.0

（単位：百万円、％）

制度区分
平成26年度

金　額 構成比

普通保証 37,496 40.8

制度保証（協会制度） 36,260 39.5

制度保証（県制度） 11,680 12.7

制度保証（市町村制度） 6,481 7.1

計 91,916 100.0
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統計資料（保証承諾）

金融機関別

制度別

業種別

都市銀行
1.8％

信用組合
3.2％

政府系
1.7％ その他

0.0％

第二地銀
31.2％

地方銀行
41.1％

信用金庫
20.9％

制度保証
（県制度）
12.7％

制度保証
（市町村制度）

7.1％

制度保証
（協会制度）
39.5％

普通保証
40.8％

飲食店
2.7％

運送倉庫業
3.6％

建設業
25.1％

その他の産業
3.4％

鉱業
0.2％

農林漁業
0.4 ％

卸売業
13.9％

不動産業
3.5％

建設業
31.8％

製造業
12.2％

小売業
12.6％

サービス業
15.7％
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（単位：百万円、％）

期間区分
平成26年度

金　額 構成比

６カ月以内 15,060 16.4
６月超 1年以内 22,637 24.6
１年超 ３年以内 9,410 10.2
３年超 ５年以内 13,302 14.5
５年超 ７年以内 7,753 8.4
７年超 10年以内 15,624 17.0
10年超 8,130 8.8
計 91,916 100.0

（単位：百万円、％）

市郡区分
平成26年度

金　額 構成比

熊本市 45,399 49.4
八代市 7,559 8.2
人吉市 2,454 2.7
荒尾市 1,609 1.8
水俣市 1,096 1.2
玉名市 2,586 2.8
山鹿市 1,845 2.0
菊池市 2,312 2.5
宇土市 1,545 1.9
上天草市 1,150 1.3
宇城市 2,147 2.3
阿蘇市 1,130 1.2
天草市 4,879 5.3
合志市 1,613 1.8
下益城郡 576 0.6
玉名郡 1,582 1.7
菊池郡 2,660 2.9
阿蘇郡 1,571 1.7
上益城郡 4,333 4.7
八代郡 355 0.4
芦北郡 912 1.0
球磨郡 2,260 2.5
天草郡 344 0.4
計 91,916 100.0

（単位：百万円、％）

資金使途区分
平成26年度

金　額 構成比

運転資金 70,489 76.7
設備資金 6,708 7.3
運転資金･設備資金 14,720 16.0
計 91,916 100.0
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保証期間別

市郡別

資金使途別

６ヶ月以内
16.4％

６月超
１年以内
24.6％

１年超
３年以内
10.2％

3年超
5年以内
14.5％

5年超
7年以内
8.4％

7年超
10年以内
17.0％

１０年超
8.8％

人吉市
2.7％

八代市
8.2％荒尾市 1.8％

水俣市 1.2％
玉名市 2.8％
山鹿市 2.0％
菊池市 2.5％
宇土市 1.9％

上天草市 1.3％
宇城市 2.3％

合志市 1.8％

阿蘇市 1.2％
天草市 5.3％

下益城郡 0.6％
玉名郡 1.7％
菊池郡 2.9％
阿蘇郡 1.7％
上益城郡 4.7％

八代郡 0.4％

球磨郡 2.5％
天草郡 0.4％

芦北郡 1.0％

郡部集計

熊本市
49.4％

設備資金
7.3％

運転資金・
設備資金
16.0％

運転資金
76.7％
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（単位：百万円、％）

金融機関区分 平成26年度
金　額 構成比

都市銀行 4,952 2.0
地方銀行 112,734 45.5
第二地方銀行 72,771 29.4
信用金庫 46,492 18.8
信用組合 6,581 2.7
政府系 4,406 1.8
その他 0 0.0
計 247,935 100.0

（単位：百万円、％）

業種区分 平成26年度
金　額 構成比

製造業 37,827 15.3
農林漁業 367 0.2
鉱業 774 0.3
建設業 59,783 24.1
卸売業 31,669 12.8
小売業 32,907 13.3
飲食店 8,886 3.6
運送倉庫業 13,195 5.3
サービス業 46,142 18.6
不動産業 11,020 4.4
その他の産業 5,366 2.2
計 247,935 100.0

（単位：百万円、％）

制度区分 平成26年度
金　額 構成比

普通保証 69,500 28.0
制度保証（協会制度） 119,069 48.0
制度保証（県制度） 40,419 16.3
制度保証（市町村制度） 18,948 7.6
計 247,935 100.0

（単位：百万円、％）

市郡区分 平成26年度
金　額 構成比

熊本市 121,667 49.1
八代市 18,979 7.7
人吉市 5,835 2.4
荒尾市 3,882 1.6
水俣市 3,067 1.2
玉名市 6,977 2.8
山鹿市 6,258 2.5
菊池市 5,687 2.3
宇土市 3,952 1.6
上天草市 4,533 1.8
宇城市 7,129 2.9
阿蘇市 3,804 1.5
天草市 10,246 4.1
合志市 4,707 1.9
下益城郡 1,032 0.4
玉名郡 4,450 1.8
菊池郡 7,467 3.0
阿蘇郡 6,594 2.7
上益城郡 10,598 4.3
八代郡 874 0.4
芦北郡 2,790 1.1
球磨郡 6,326 2.6
天草郡 1,082 0.4
計 247,935 100.0
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統計資料（保証債務残高）

金融機関別

制度別

業種別

市郡別

信用金庫
18.8％

信用組合
2.7％

政府系
1.8％ その他

0.0％ 都市銀行
2.0％

地方銀行
45.5％第二地方銀行

29.4％

制度保証
（市町村制度）

7.6％ 普通保証
17.4％
普通保証
28.0％

制度保証
（協会制度）
48.0％

制度保証
（県制度）
16.3％

サービス業
18.6％

飲食店
3.6％

運送倉庫業
5.3％ 建設業

25.1％

その他の産業
2.2％

鉱業
0.3％

農林漁業
0.2 ％

卸売業
12.8％

不動産業
4.4％

建設業
24.1％

製造業
15.3％

小売業
13.3％

下益城郡 0.4％
玉名郡 1.8％
菊池郡 3.0％
阿蘇郡 2.7％
上益城郡 4.3％
八代郡 0.4％
芦北郡 1.1％

天草郡 0.4％
球磨郡 2.6％

人吉市
2.4％

八代市
7.7％

荒尾市 1.6％
水俣市 1.2％
玉名市 2.8％
山鹿市 2.5％
菊池市 2.3％
宇土市 1.6％

上天草市 1.8％
宇城市 2.9％
阿蘇市 1.5％

合志市 1.9％
天草市 4.1％

熊本市
49.1％

郡部集計
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（単位：百万円、％）

金融機関区分 平成26年度
金　額 構成比

都市銀行 0 0.0
地方銀行 1,576 53.2
第二地方銀行 848 28.6
信用金庫 463 15.6
信用組合 66 2.2
政府系 10 0.4
その他 0 0.0
計 2,963 100.0

（単位：百万円、％）

業種区分 平成26年度
金　額 構成比

製造業 749 25.3
農林漁業 0 0.0
鉱業 0 0.0
建設業 301 10.2
卸売業 547 18.5
小売業 626 21.1
飲食店 193 6.5
運送倉庫業 123 4.2
サービス業 378 12.8
不動産業 18 0.6
その他の産業 27 0.9
計 2,963 100.0

（単位：百万円、％）

制度区分 平成26年度
金　額 構成比

普通保証 470 15.9
制度保証（協会制度） 1,779 60.0
制度保証（県制度） 466 15.7
制度保証（市町村制度） 248 8.4
計 2,963 100.0

（単位：百万円、％）

市郡区分 平成26年度
金　額 構成比

熊本市 1,798 60.7
八代市 138 4.7
人吉市 38 1.3
荒尾市 0 0.0
水俣市 9 0.3
玉名市 76 2.6
山鹿市 266 9.0
菊池市 2 0.1
宇土市 19 0.7
上天草市 1 0.0
宇城市 39 1.3
阿蘇市 6 0.2
天草市 97 3.3
合志市 21 0.7
下益城郡 63 2.1
玉名郡 184 6.2
菊池郡 90 3.0
阿蘇郡 45 1.5
上益城郡 25 0.9
八代郡 3 0.1
芦北郡 0 0.0
球磨郡 37 1.3
天草郡 4 0.1
計 2,963 100.0
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統計資料（代位弁済）

金融機関別

制度別

業種別

市郡別

都市銀行
0.0％

信用組合
2.2％

政府系
0.4％

その他
0.0％

第二地方銀行
28.6％

地方銀行
53.2％

信用金庫
15.6％

普通保証
15.9％

制度保証
（協会制度）
60.0％

制度保証
（県制度）
15.7％

制度保証
（市町村制度）

8.4％

その他の産業
0.9％

不動産業
0.6％

飲食店
6.5％

運送倉庫業
4.2％

鉱業
0.0％

農林漁業
0.0 ％

サービス業
12.8％

建設業
25.1％

卸売業
18.5％

建設業
10.2％

製造業
25.3％

小売業
21.1％

八代市 4.7％
人吉市 1.3％
荒尾市 0.0％
水俣市 0.3％
玉名市 2.6％
山鹿市 9.0％
菊池市 0.1％
宇土市 0.7％
上天草市 0.0％
宇城市 1.3％
阿蘇市 0.2％

合志市 0.7％
天草市 3.3％

八代郡 0.1％
芦北郡 0.0％

下益城郡 2.1％
玉名郡 6.2％
菊池郡 3.0％
阿蘇郡 1.5％

上益城郡 0.9％

天草郡 0.1％
球磨郡 1.3％

熊本市
60.7％

郡部集計
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（単位：円）

借　方
科　目 金　額
現金 1,072,127

現金 1,072,127

小切手 0

預け金 14,155,115,753

当座預金 0

普通預金 2,482,818,752

通知預金 0

定期預金 11,660,491,498

郵便貯金 11,805,503

金銭信託 0

有価証券 20,448,593,572

国債 0

地方債 14,832,085,404

社債 5,615,508,168

株式 1,000,000

受益証券 0

その他有価証券 3,386,408

新株予約権 0

再生ファンド出資 3,386,408

動産・不動産 1,422,167,751

事業用不動産 1,277,186,860

事業用動産 144,980,891

所有動産・不動産 0

損失補償金見返 0

保証債務見返 247,935,436,996

求償権 812,595,853

譲受債権 0

雑勘定 685,672,589

仮払金 12,292,509

保証金 0

厚生基金 48,642,320

連合会出資金 0

連合会勘定 150,716

未収利息 45,081,755

未経過保険料 579,505,289

合　　　計 285,464,041,049

（単位：円）

貸　方
科　目 金　額
基本財産 22,530,748,074

基金 7,818,671,225

基金準備金 14,712,076,849

制度改革促進基金 98,811,603

収支差額変動準備金 6,091,000,000

責任準備金 1,500,702,649

求償権償却準備金 207,899,774

退職給与引当金 769,652,314

損失補償金 0

保証債務 247,935,436,996

求償権補てん金 0

保険金 0

損失補償補てん金 0

借入金 0

長期借入金 0

(うち日本政策金融公庫分) 0

短期借入金 0

(うち日本政策金融公庫分) 0

収支差額変動準備金造成資金 0

雑勘定 6,329,789,639

仮受金 53,397,462

保険納付金 153,127,173

損失補償納付金 48,165,487

未経過保証料 6,067,817,546

未払保険料 1,651,284

未払費用 5,630,687

合　　　計 285,464,041,049
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賃借対照法（平成27年３月31日現在）
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用語解説

預け金・
現金

基本財産

収支差額
変動準備金

その他

未経過
保証料

制度改革促進基金

求償権償却
準備金

損失補償金

責任準備金
退職給与引当金

有価証券
・

その他有価証券

不動産等

求償権
未経過保険料
その他

借　方 貸　方

預け金・現金
保証利用を促進するため金融
機関へ預託しています。

有価証券
・その他有価証券
代位弁済の支払準備資産とし
て国債・社債・地方債を保有し
ています。また、中小企業の再
生円滑化を促進するため再生
ファンドへの出資を行ってい
ます。

制度改革
促進基金

国が実施する施策の円滑な導
入・促進を図るためおよび中
小企業者が必要とする事業資
金の融通を円滑にするため、
協会の経営基盤を強化するこ
とを目的とした基金です。

収支差額
変動準備金

収支差額に欠損が生じた場合
や、急激な保証の増大等によ
り基本財産の増強が必要と
なった場合に備えて、協会経
営の安定のために積み立てて
おくものです。

未経過保証料
受入保証料のうち当該決算期
間の未経過分（次年度以降に
かかる保証料）を計上してい
ます。

※ 保証債務見返（資産）と保証債務（負債）は
同額のため、この表からは除いてあります。

求償権
代位弁済した金額から、回収
金、保険金および損失補償金
受領分を控除したものです。

未経過保険料
当年度中に日本公庫に支払っ
た保険料のうち、翌事業年度
にかかる部分を計上してい
ます。
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（単位：円）

支　　　　　出
科　目 金　額
経常支出 2,381,237,673

業務費 1,120,979,582

役職員給与 507,476,290

退職給与引当金繰入 47,911,603

その他人件費 119,432,773

旅費 2,010,780

事務費 178,711,542

賃借料 45,300,877

動産・不動産償却 64,685,194

信用調査費 7,815,347

債権管理費 74,999,479

指導普及費 31,952,167

負担金 40,683,530

借入金利息 0

信用保険料 1,036,418,536

責任共有負担金納付金 115,326,540

雑支出 108,513,015

経常収支差額 865,329,422

経常外支出 4,810,781,366

求償権償却 3,078,345,620

譲受債権償却 0

有価証券償却 0

雑勘定償却 0

退職金 5,953,713

責任準備金繰入 1,500,702,649

求償権償却準備金繰入 207,899,774

その他支出 17,879,610

経常外収支差額 78,124,729

当期収支差額 1,050,638,046

収支差額変動準備金繰入額 525,000,000

基本財産繰入額 525,638,046

（単位：円）

収　　　　　入
科　目 金　額
経常収入 3,246,567,095

保証料 2,454,656,702

預け金利息 7,340,900

有価証券利息配当金 269,118,029

調査料 0

延滞保証料 3,009,187

損害金 10,759,478

事務補助金 111,070,360

責任共有負担金 329,595,000

雑収入 61,017,439

経常外収入 4,888,906,095

償却求償権回収金 204,732,180

責任準備金戻入 1,597,038,544

求償権償却準備金戻入 389,993,070

求償権補てん金戻入 2,696,662,006

　保険金 2,278,549,344

　損失補償補てん金 418,112,662

補助金 0

その他収入 480,295

制度改革促進基金取崩額 107,183,895

収支差額変動準備金取崩額 0
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収支計算書（平成26年４月１日～平成27年３月31日）
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用語解説

求償権償却

責任
準備金繰入

求償権償却
準備金繰入

その他

当期収支
差額

その他

責任準備金
戻入

求償権償却
準備金戻入

求償権
補てん金
戻入

制度改革促進
基金取崩額

経

　常

　外

　支

　出

経

　常

　外

　収

　入

責任準備金責任準備責

業務費

信用保険料

責任共有負担金納付金

保証料

預け金利息等

責任共有負担金
その他その他

経

　常

　支

　出

経

　常

　収

　入

支　出 収　入

信用保険料
日本公庫へ支払う信用保険料
です。
（当期支払保険料＋前期末未経過保険料＋当期
末未払保険料－前期末未払保険料－当期末未
経過保険料を計上しています。）

保証料
決算書上の保証料は、受入保
証料のうち当該決算期間に対
応する額です。
（前期末未経過保証料＋当期受入保証料－当期
末未経過保証料を計上しています。）

預け金利息等
金融機関に預け入れた預託金
の受取利息と、国債・地方債等
の利息配当金です。

責任共有負担金
責任共有制度において、負担
金方式を選択した金融機関が
過去の保証利用実績（代位弁
済率等）に応じて信用保証協
会に納めた負担金です。

求償権補てん金戻入
代位弁済により日本公庫から
受領した保険金と地方公共団
体等から受領した損失補償金
からなっています。

制度改革促進基金
取崩額

部分保証にかかる代位弁済に
よる損失等は、それを補うた
めに別途国から受領した制度
改革促進基金を取崩すことが
できることとなっています。

責任共有負担金納付金
責任共有負担金について、当
協会と日本政策金融公庫の責
任割合（平均填補率）に応じ、
同公庫にその一部を納付した
額を計上しています。

求償権償却
年度末求償権のうち回収不能
となって償却した求償権や当
年度受領した保険金相当額等
を計上しています。

責任準備金繰入
保証債務残高に対して一定の
割合を積み立てています（洗
替え方式）。一般企業における
貸倒引当金に相当するもの
です。

求償権償却準備金
繰入
協会資産の健全性を保つ観点
から、求償権の回収不能額を
見積もって一定の割合を積み
立てています（洗替え方式）。

当期収支差額
経常収入と経常支出の差額で
ある経常収支差額に、経常外
収入と経常外支出の差額であ
る経常外収支差額を合算した
ものです。
いわゆる一般企業の利益にあ
たるものです。
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 役　　員

（平成27年8月28日現在）

役　職　名 氏　　　　　　　　　　名

会 長 真崎　伸一 前：熊本県商工観光労働部長

専 務 理 事 田浦　眞光 前：熊本県信用保証協会職員

理 事 （常　勤） 上田　誠一 前：熊本県信用保証協会職員

理 事 （非常勤） 松田　三郎 熊本県議会議長

理 事 （非常勤） 髙口　義幸 熊本県商工観光労働部長

理 事 （非常勤） 石櫃　紳一郎 熊本市農水商工局長

理 事 （非常勤） 田川　憲生 熊本県商工会議所連合会会長

理 事 （非常勤） 伊東　昭正 熊本県商工会連合会会長

理 事 （非常勤） 野田　三郎 熊本県中小企業団体中央会会長

理 事 （非常勤） 甲斐　隆博 肥後銀行取締役頭取（代表取締役）

理 事 （非常勤） 竹下　　英 熊本銀行取締役頭取（代表取締役）

理 事 （非常勤） 豊住　賢一 熊本県信用金庫協会会長

理 事 （非常勤） 島田　万里 熊本県信用組合協会会長

理 事 （非常勤） 柴田　鉄也 商工組合中央金庫熊本支店長

監 事 （常　勤） 今田　周作 前：熊本県信用保証協会職員

監 事 （非常勤） 上野　豊德 肥後銀行常任監査役

監 事 （非常勤） 鶴田　哲三 鶴田公認会計士事務所所長
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熊本県信用保証協会の組織
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 組織機構図

（平成27年4月1日現在）

経営監査室
コンプライアンス関連事項
個人情報保護・機密保持関連事項
公益通報保護関連事項
内部監査関連事項

総務部
経営計画・予算・決算
基本財産事項
人事・労務
諸会議・業務運営
申請・届出・登記諸契約
システム運用・調査・分析
コンピュータによる業務処理 
信用保険関係事務

経理・資金運用
財産管理・庶務・文書
企画・広報・ホームページ管理
保証制度の新設・改廃届
諸規程の制定・改廃

保証部

経営支援部
金融相談・経営相談
経営支援・経営情報の提供
保証債務の延滞管理
未収保証料・延滞保証料の徴収
事故報告後の保証債務の保全・回収
信用調査・審査

返済条件緩和の条件変更
支援機関との連携
統計・報告関連
再生支援
熊本県中小企業経営支援連携会議の運営
事業再生審査会の開催関連

管理部
代位弁済の審査・実行
保険金・損失補償関係
管理部の企画・広報

求債権の保全管理・回収
求債権回収事務関係

八代支所
金融相談・経営相談
信用調査・審査
保証債務の保全・管理
代位弁済事務
保証申込受付・保証書発行

天草支所
金融相談・経営指導
信用調査・審査
保証債務の保全・管理
代位弁済事務
求償権の保全管理・回収
保証申込受付・保証書発行

総務課

企画情報課

保証事務課

保証第１課

保証第２課

経営支援第１課

経営支援第２課

管理事務課

管理課

理事会

会　長

専務理事

理　事

監　事

事務管理・保証推進
保証業務企画・広報
保証申込受付・保証書発行
保証債務に係る担保物件の保全
信用保証協会団信関連事項

貸付実行後の各種報告に係る処理
信用保証料返戻事務
金融相談・経営相談
信用調査・審査
保証債務の期中管理
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 協会のあゆみ

1940年代 1949 昭和24年 ３月 社団法人熊本県信用保証協会設立

1950年台

1950 25年 ３月 財団法人熊本県信用保証協会設立

1953 28年 ８月 信用保証協会法公布・施行

1954
29年 ７月 信用保証協会法に基づく特殊法人に改組

29年 11月 八代支所開設

1955 30年 ４月 中元・年末特別融資保証制度創設

1958

33年 ７月 中小企業信用保険公庫設立

33年 10月 玉名支所開設

33年 12月 天草支所開設

1960年代
1965

40年 ７月 災害保証制度創設

40年 10月 無担保無保証人保証制度創設

1968 43年 ５月 観光旅館季節運営資金保証制度創設

1970年代

1970
45年 ４月 市町村特別小口資金保証制度創設

45年 10月 信用保証料率等年利建移行（基本料率年1.54％）

1971

46年 ４月 登録免許税軽減措置適用

46年 ６月 中小企業振興融資保証制度・公害防止資金保証制度創設

46年 11月 信用保証料率改定（基本料率を1.46％に引き下げ）

1972
47年 ４月 信用保証料率改定（基本料率を1.42％に引き下げ）

47年 10月 季節資金保証制度創設

1973 48年 ４月 信用保証料率改定（基本料率を1.36％に引き下げ）

1974

49年 ４月 信用保証料率改定（基本料率を1.26％に引き下げ）

49年 ４月 中小企業開業・転業資金融資保証制度創設

49年 10月 信用保証料率改定（基本料率を1.23％に引き下げ）

1975

50年 ４月 信用保証料率改定（基本料率を1.16％に引き下げ）

50年 ７月 熊本県特別小口資金保証制度創設

50年 ９月 信用保証料率改定（基本料率を1.14％に引き下げ）

1976 51年 ４月 信用保証料率改定（基本料率を１％に引き下げ）

1980年代

1980 55年 ３月
本所事務所移転（熊本県商工会館新築に伴い３階か
ら６階を区分所有）

1982 57年 ８月 エネルギー対策保証制度新設

1984 59年 ９月 天草支所新築、現在地に移転

1987

62年 ４月 当座貸越（貸付専用型）根保証制度創設

62年 ６月 長期経営資金保証制度創設

62年 ７月 事業者カードローン当座貸越根保証制度創設

1990年代

1992 平成４年 ４月 玉名支所新築移転

1996 ８年 ７月 「カジュアルフライデー」スタート

1998

10年 ２月 八代支所新築、現在地に移転

10年 ４月 基本理念、行動指針の制定、シンボルマークの改定

10年 ９月 保証債務残高2,000億円突破

10年 10月 中小企業金融安定化特別保証制度（略称：金安）創設

1999

11年 ３月 保証債務残高3,000億円突破

11年 ３月 創立50周年

11年 ４月 経営相談室を新設

2000年代

2000 12年 ６月 中小企業特定社債保証制度創設

2001
13年 ３月 中小企業金融安定化特別保証制度終了

13年 12月 売掛債権担保融資保証制度創設

2002 14年 12月 事業再生保証制度創設

2003

15年 ２月 資金繰り円滑化借換保証制度創設

15年 ４月
信用保証料率改定（基本料率を１％から無担保1.35％、
有担保1.25％へ引き上げ）

15年 ４月 信用保証料の割引制度導入

2004 16年 ８月
熊本県、県内金融機関、当協会の三者が提携した中
小企業無担保クイック融資システム（略称：くまもと
ファイト資金）創設

2005 17年 10月 税理士会と提携した経営改善融資保証制度創設

2006

18年 ４月 「第１次中期事業計画（平成18年度～平成20年度）」スタート

18年 ４月 経営支援室・事業再生支援室を設置

18年 ４月 リスクを考慮した保証料体系の導入（９区分に細分化）

18年 ４月 保証利用資格要件の緩和（所在地・業歴要件）

18年 ４月 保証人要件の緩和（第三者保証人の非徴求化）

2000年代

18年 ４月 当座貸越・事業者カードローン根保証制度改正

18年 ５月 九州共同化システム運用開始

2007

19年 ８月 流動資産担保融資保証制度創設

19年 ８月 再挑戦支援保証制度創設

19年 ８月 事業再生円滑化関連保証制度創設

19年 ８月 特定信用状関連保証制度創設

19年 10月 責任共有制度の導入

19年 10月
信用保証料率改定（責任共有保証料率、責任共有外保
証料率）

19年 10月 小口零細企業保証制度創設

2008

20年 ３月 地域産業資源活用事業関連保証制度創設

20年 ８月 農商工等連携事業関連保証制度創設

20年 ９月 一括支払契約保証制度創設

20年 10月 原材料価格高騰対応等緊急保証制度創設

20年 10月 経営承継関連保証制度創設

20年 11月 予約保証制度創設

2009

21年 ３月 創立60周年

21年 ４月 「第２次中期事業計画（平成21年度～平成23年度）」スタート

21年 ４月 農商工等連携支援事業関連保証制度創設

21年 ４月 緊急保証制度改正

21年 ７月 中小企業承継事業再生関連保証制度創設

21年 12月 条件変更対応保証制度創設

21年 12月 「九州中小企業支援ファンド」へ出資

2010年代

2010

22年 ２月 景気対応緊急保証制度創設

22年 ５月 本所新築、現在地に移転

22年 ６月
地元金融機関、中小企業再生支援協議会、当協会で熊
本県中小企業再生支援連携会議を発足

22年 ７月 玉名支所閉鎖、跡地に玉名連絡所を設置

22年 11月 玉名連絡所移転

22年 12月 プライバシーマーク、ISO14001認証取得

2011

23年 ２月 くまもとグリーン保証制度創設

23年 ３月 景気対応緊急保証制度終了

23年 ４月 経営支援室を経営支援課に格上げ

23年 ５月 東日本大震災復興緊急保証制度創設

2012

24年 ３月 玉名連絡所閉鎖

24年 ４月
保証部経営支援課と管理部再生支援課を統合して経
営支援部を設置

24年 ４月 「第３次中期事業計画（平成24年度～平成26年度）」スタート

24年 ７月
ルネッサンスファイブ株式会社との事業再生に関す
る業務協力協定締結

24年 10月 経営力強化保証制度創設

24年 11月 資本力強化保証制度創設

2013

25年 ２月 熊本県中小企業再生支援連携会議顕彰状授与

25年 ５月
水俣市と「環境と経済が一体となった持続可能な発
展の実現」に関する協定書締結

25年 11月 税理士連携特別保証制度創設

25年 12月
熊本県中小企業再生支援連携会議の運営内容に創業
支援を加え名称を「熊本県中小企業経営支援連携会
議」に変更

2014
26年 ２月

経営者保証ガイドライン対応保証制度創設事業再生計画
実施関連保証制度創設

26年 ４月 返済原資特定手形貸付根保証制度創設

2015
27年 1月 新電算システム運用開始

27年 ４月 「第4次中期事業計画（平成27年度～平成29年度）」スタート
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〒863-0013
天草市今釜新町3561番地

TEL.0969-23-2015
FAX.0969-23-1175

〒866-0842
八代市若草町10番地6

TEL.0965-33-2579
FAX.0965-33-8749

〒860-8551
熊本市中央区南熊本4丁目1番1号

TEL.096-375-2000（代表）
FAX.096-375-2001（総務部・総務課）
FAX.096-375-2008（総務部・企画情報課）
FAX.096-375-2002（保証部）
FAX.096-375-2015（経営支援部）
FAX.096-375-2005（管理部）
FAX.096-375-2012（経営監査室）
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〒860-8551 熊本市中央区南熊本4丁目1番1号
TEL.096-375-2000（代）

http://www.kumamoto-cgc.or.jp

再生紙を使用しています

（本所）
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