信用保証制度
は、中小企業が
金融機関から融
資を受ける際に
融資金の債務を
保証する制度で
す。
今回、中小企
業の資金需要に

た際には、その企業に代わって債務
の支払いを実施（代位弁済）するの

れに対して保証を行い、返済が滞っ

事業者の民間金融機関からの借り入

ため、各地の「信用保証協会」が、

く、民間金融機関だけで資金繰りを
円滑に進めることは困難です。この

一般に、中小企業は信用力に乏し

上を促進する仕組みを構築すること
が必要であるという考え方の下、昨

にきめ細かく対応し、経営支援を強
化することで、経営改善・生産性向

機関が連携して中小企業の資金需要

このため、信用保証協会と金融

るようにしていくことが重要です。

により信用の収縮が生じた場合にお
ける資金需要等に、迅速に対応でき

等）や、大規模な経済危機、災害等

する資金需要（小口、創業、承継

業経営上のさまざまな局面で必要と

りを支える重要な制度ですから、企

度額が拡充されました（改正前

小規模事業者の持続的発展を
支えるため、特別小口保険の限

⑵ 小規模事業者への支援拡充《信
用保険法の改正》

億８０００万円の保証を実施）

て、危機関連保証が創設（従来
の保証限度額とは別枠で最大２

新たなセーフティーネットとし

限を区切って迅速に発動できる

事態に際し、あらかじめ適用期

大規模な経済危機、災害等の

信用保証制度改正

が「信用保証制度」です。

年６月、
『中小企業信用保険法』の

されました。

従来の信用保証制度は、次の二

万円）
。併せて、小口零細企業保

証についても同様の措置が講じ
られました。

※保証割合は１００％保証が維
中小企業の多様な資金需要

この制度の対象となる小規模
事業者とは、「従業員 人以下

《保証を受ける際の留意点》

持されます。
に対するきめ細かな対応

トをチェックしておきましょう。

年４月１日から施行されました。
そこで、改正された主なポイン

正された「信用保証制度」が、平成

つの保証制度を柱としていました。
％

１２５０万円→改正後２０００
％を保証し、

一部見直しが図られました。その改

融資額の

・ 一般保証
を金融機関が負担（責任共有制
度）します。ただし、小規模事
業者や創業者等に対する保証は
１００％を保証。

・ セーフティーネット保証
自然災害時や構造不況業種を
対象に、一般保証とは別枠で融

中小企業や小規模事業者の経営
改善・生産性向上を促進するため、
次の措置が講じられました。
法の改正》

⑴ 危機関連保証の創設《信用保険

小規模事業者は、本来、資金力

（商業、サービス業の場合は５
人以下）
」の事業者です。

に乏しく、小規模ゆえに経営は

不安定で、不測のアクシデント
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より一層の対応
ができるよう、
融資額の拡大な
どの支援措置を
盛り込んだ改正
が行われ、４月
１日より施行さ
れました。

20

資額の原則１００％を保証。
（それぞれ最大で２億８０００
万円まで保証可）

30
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信用保証制度は中小企業の資金繰

20

拡充された「改正・信用保証制度」
４月１日より施行
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おろか、経営そのものが危うく

などが発生すると業績の回復は
充されました（改正前１０００

創業関連保証の付保限度額が拡

創業チャレンジを促すため、

手となることを忘れてはいけま
せん。
⑷ 特定経営承継関連保証の創設

経営者が撤退を決断する場合

⑹ 円滑な撤退支援

にまず必要となる資金（買掛金

決済、原状復帰費用等のつなぎ

資金）の調達が円滑に行えるよ
う、新たな保証メニューが創設

万円→改正後２０００万円）
。

《経営承継法の改正》
事業承継を一層促進するため、

こうした実態を踏まえ、今回の

なります。
※保証割合は１００％保証が維
持されます。

ンドの対象拡大等《信用保証協
会法の改正》

⑺ 信用保証協会における出資ファ

改正では、小規模事業者向けの
１００％保証の限度額が従来の

表者個人が承継時に必要とする

されました。
資金（株式取得資金等）信用保

法の認定を受けた中小企業の代

創業融資の審査では、保証や

《保証を受ける際の留意点》
融資を行う金融機関の審査担当

険の対象とされました。

１２５０万円から２０００万円
なお、融資申し込みには具体
者との面接が必要になります。
面接で、事業に自信を持ち過

に、抜本再生の円滑化（求償権

ァンドに対しても出資ができる
ようにされました。

に加え、再生ファンド以外のフ

と返済の約束も守るだろう」と

備されました。

資・事業拡大ができる環境が整

の期中管理・経営支援への動機

ては、事業性評価融資やその後

が連携した支援

いう、経営者本人の印象が決め
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に引き上げられました。
的な事業計画が必要であること
は言うまでもありません。

放棄条例の整備等）を進め、信
用保証協会も経営支援を実施で

信用保証協会が地方創生に一層
の貢献ができるよう、地域の資

資も受けられなくなる可能性が

きるように機能強化が図られま

金需要に応えるための保証メニ

ありますので注意が必要です。
具体的には、経営者としての

した。

⑴ 信用保証協会と金融機関の連携

経営改善・事業再生を促す保

もに提出する心構えが必要です。

適性や資質、事業にかける情熱、

また、経営者保証ガイドライ

《保証協会法の改正》
信用保証への過度な依存が進

⑸ 経営改善・事業再生の促進、再
チャレンジ支援等

たとえ申込金額が少額であって
も、単に、
「どうも資金が不足し

堅実な思考など、つまり、審査

ンの運用開始から一定期間が経
過したところ、保証制度におけ

んでしまうと、金融機関にとっ

ぎている、事業経営の難しさや
現実があまりよく分かっていな

そこで、資金の使途、申込金
額、融資を受ける理由、必要時

そうだ」とか、
「保証限度額が改

担当者に与える心証がとても大

る運用を見直すことなどにより、
失敗した場合にも再チャレンジ

い、などの印象を審査担当者に

期、返済方法などについてよく

正されたから」といった動機で

事な要素になるということです。
金融機関は、書類等がそろって

しやすく、思い切った設備投

ューの拡充（引き続き検討中）

与えてしまうと、受けられる融

は、審査に通ることが難しくな

いるだけでは融資をしてくれま
せん。最終的には、
「この人なら

証メニューを充実させるととも

検討の上、資金繰り計画表とと

ります。また、初回からいきな
り最高額（２０００万円）を申

ば、堅実な経営をして、きちん

信用保証協会と金融機関

し込んでも、融資される可能性
は少ないでしょう。

力強化法の改正》

⑶ 創業関連保証の拡充《産業競争

2018 年（平成 30 年）4 月 15 日
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が失われるおそれがあり、一方、

れます。
通常、企業が金融機関から融資

等を一層促していくことにつな

保証割合の引き下げ
中小企業の経営改善や事業転換

証付きで対応できないかを検討する

融資申し込みがされれば、まず、保

近年の金融機関は、顧客企業から

しやすくなります。

を受ける際には、
「信用保証協会」

ことが多いようです。また、はなは
だしい場合は、自分の金融機関内で

⑶ セーフティーネット保証５号の

容易になることから、かえって

がるよう、不況業種を対象とし
た「セーフティーネット保証５

は突っ込んだ検討や審査などを行わ

《プロパー融資とは》

経営改善への意欲が失われると
の保証付きで融資を受けることが多
いのですが、この融資が「信用保証

号」の保証割合を１００％から

中小企業にとっても資金調達が

いった弊害も指摘がされており、
こうした弊害を抑制しつつ、中
付融資」です。これに対して、
「信

ず、保証協会に案件を丸投げすると

こうした考えの下で、信用保
証協会と金融機関との連携を法

を構築することが必要です。

中小企業に対する経営支援業務

⑵ 信用保証協会における経営支援
《保証協会法の改正》

ロパー融資」と言います。

接銀行から融資を受けることを「プ

割合は、引き続き１００％です。

以前に受付がされた融資の保証

し込みの受け付けがされた融資
に対して適用されます。施行日

なお、この保証割合の変更は、
平成 年４月１日以降に保証申

まま）こととしました。

考え方に陥ってしまい、真剣な経営

しい交渉をしなくてよい」と安易な

要になるが、プロパー融資を受ける
ときのように、金融機関とわずらわ

一方、借り手企業側も、
「信用保
証付きで融資を受ければ保証料は必

いった事態も起きています。

小企業の経営改善や生産性向上

％に変更する（
「別枠」はその

律上に位置づけ、中小企業それ
ぞれの実態に応じて、プロパー

を信用保証協会の業務として法

用保証協会」の保証を付けずに、直

融資と信用保証付き融資を適切

律上に明記し、信用保証協会の

を一層進めていくための仕組み

に組み合わせ、信用保証協会と

信用保証制度を活用

まっては本末転倒です。

紹介するといった取り組みや、
中小企業支援機関に資金繰りの

信用保証協会が他の金融機関を

分な融資を行えない場合には、

りを支える心強い味方であるには違

ことが指摘されています。
信用保証制度が中小企業の資金繰

し倒れリスクを回避するため、信用
保証付き融資への依存が進んでいる

透してきた結果、金融機関では、貸

金融業界に検査マニュアルが浸

ものです。

計し、万全を期した上で活用したい

金は返済できることが絶対条件です。
十分に経営計画や返済計画を設

ただ、保証付き融資を受けやす
くなったと言っても、借り入れたお

大されました。

これまでの説明でお分かりのよ

信用保証協会向けの監督指針に

相談がなされた場合には速やか
に信用保証協会等につなぐとい

いありませんが、過度な依存は金融

する場合の心構え

改善と努力をする気概が失われてし

金融機関が柔軟にリスク分担を

経営支援の取り組みを着実に進
めます。

もリスク分担について明記し、
各信用保証協会・各金融機関の

った取り組みなど、信用保証協

機関、借り手企業ともに問題が発生

また、仮にメインバンクが十

行っていけるよう、信用保証協
会と金融機関との間で更なる連

プロパー融資（解説参照）の状
況等について情報開示を行うと

会と中小企業支援機関の連携に

携が図られます。

ともに、今般の改正趣旨が現場

よる相談体制の強化を行います。

うに、
「信用保証制度」が拡充・拡

レベルで浸透しているかという

また、実効性を担保するため、

30

視点からのモニタリングが行わ
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