
ホームページ　https://www.fukuoka-cgc.or.jp/

信用保証制度の
ご案内

令和2年度

中小企業のベストパートナー

（令和2年4月1日現在）

お申込受付窓口は、金融機関、商工会議所、商工会、中小
企業団体中央会、県・市町村（商工担当窓口）等ご利用に
なる資金により異なります。詳細は、下記の当協会窓口
またはお取引のある金融機関にお問い合わせください。

保証のご利用にあたっては、信用保証料以外の手数料、用紙料等は一切必要
ありません。金融斡旋業者等の第三者が保証申込にあたって不正に手数料、
賛助金、入会金等を要求する事例が発生しておりますので、ご注意ください。
また、第三者の介在・介入が判明した場合は、保証申込をお断り致します。

大牟田支所
大牟田市不知火町1丁目3番地4
太陽生命大牟田ビル6Ｆ
ＴＥＬ （0944）52-6011

筑 豊 支 所
飯塚市吉原町6番12号
飯塚商工会議所5Ｆ
ＴＥＬ （0948）22-3585

お申込受付窓口

当協会窓口

福岡市（博多区・東区）、大野城市、春
日市、筑紫野市、宗像市、太宰府市、
古賀市、福津市、那珂川市、糟屋郡

担当地域

久留米市、朝倉市、八女市、筑後市、
大川市、小郡市、うきは市、朝倉郡、
三井郡、三潴郡、八女郡

北九州市、行橋市、豊前市、中間市、
遠賀郡、京都郡、築上郡

担当地域

大牟田市、柳川市、みやま市

担当地域

飯塚市、直方市、田川市、宮若市、嘉
麻市、鞍手郡、嘉穂郡、田川郡

担当地域

担当地域

福岡市（中央区・城南区・南区・早良
区・西区）、糸島市

担当地域

各部支所にお客様相談窓口を設けております。
金融相談、経営相談、金融機関紹介に関する相談等をお受けしておりますので、
お気軽に最寄りの窓口にご相談ください。

久留米支所
久留米市日吉町24番地24
ＴＥＬ （0942）38-1022
       （0942）38-1023

大 濠 支 所
福岡市中央区黒門2番28号
ＴＥＬ （092）734-5923
       （092）734-5924

北九州支所
北九州市小倉北区古船場町1番35号
北九州市立商工貿易会館4Ｆ
ＴＥＬ （093）551-2634
       （093）551-2635

本所営業部
福岡市博多区博多駅南2丁目2番1号
ＴＥＬ （092）415-2601
       （092）415-2603



※業種によってはご利用できない場合がございます。
※許認可等を必要とする業種の場合、その許認可を受けていることが必要です。

保証料率
区分表

責任共有
保証料率

責任共有外
保証料率

保証料率区分

　信用保証協会をご利用される際、金融機関への借入利息のほか、信用保証
料をご負担いただくことになります。
　信用保証料はお客様の経営状況に応じて原則として９つの料率区分に分か
れています。（下記保証料率区分表をご参照ください）

　 保証料率区分表
責任共有制度の対象となる場合には、「責任共有保証料率」が、小口零細企業
保証制度等責任共有制度の対象外となる場合には、「責任共有外保証料率」が
適用されます。
 ・責任共有保証料率…………0.45～1.90％の9段階
 ・責任共有外保証料率………0.50～2.20％の9段階

　 保証料割引について
信用保証料は以下の場合に割引します。
（１）会計参与を設置している会社については、０.１％割引します。
（２）物的担保の提供がある場合は０.１％割引します。（セーフティネット保証等一部の

保証は除きます）

　 保証料率区分表の対象外となる保証
特別小口保険に係る保証
流動資産担保保険に係る保証
経営安定関連保証（セーフティネット保証）
創業関連保険に係る保証
創業等関連保険に係る保証　等

信用保証料の計算方法

業　種 従　業　員資　本　金
300人以下
100人以下
100人以下
50人以下
300人以下

3億円以下
1億円以下

5,000万円以下
5,000万円以下
-

製造業等
卸売業
サービス業
小売業
医療法人等

借入額  ×  信用保証料率  ×  保証期間／12

●分割返済回数別係数
2回以上
6回以下

7回以上
12回以下

13回以上
24回以下 25回以上

（円未満切捨）

（円未満切捨）

返済方法が満期一括返済の場合1

返済方法が均等分割返済の場合2

　中小企業の皆さまが、金融機関から事業資金を借入する際に「公的な保証
人」となって、その資金調達をサポートし、中小企業の発展を応援します。

保証制度の当事者は、中小企業者、金融機関、信用保証協会の三者です。

　当協会は、昭和２４年の設立以来、中小企業金融に関する知識と経験を蓄
積してきました。

　福岡県内の中小企業者約13万5千企業のうち約5万7千企業（約42%）
にご利用頂いております。

「公的な保証人」

約70年にわたる実績

約6万中小企業の保証人※

ご利用いただけるお客様
福岡県内に事業所を有し、原則として事業を行う中小企業者
■法人……本店または事業所のいずれかが福岡県内にある企業
■個人……住居または事業所のいずれかが福岡県内にある方
■次の業種の内、資本金または従業員のいずれか一方を満たしていれば
ご利用いただけます。

固定の料率が適用されます。

借入額  ×  信用保証料率  ×                 ×  保証期間／１２分割返済
回数別係数

中小企業者

金融機関

❷保証承諾

❺代位弁済

返済が困難な場合

万一、お客様が何らかの事情で
ご返済ができなくなった場合は、
信用保証協会が借入金を

返済いたします。

信用保証協会は、企業の事業内容や経営計画などを検討し、
保証の諾否を決め、金融機関に連絡します。

❹返済
融資条件に基づき、
借入金を金融機関へ
ご返済いただきます。

❻弁済
信用保証協会へ
ご返済いただきます。

❶保証申込
信用保証協会、あるいは
金融機関などの窓口へ
ご相談ください。

❸融資
保証承諾後、信用保証書の
交付を受けた金融機関が
ご融資いたします。
※金利とは別に「信用保証料」
　をご負担いただきます。

信用保証料について信用保証協会とは

信用保証制度のしくみ

（分割返済の据置部分含む）

信用保証協会

1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45

2.20 2.00 1.80 1.60 1.35 1.10 0.90 0.70 0.50

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

不均等分割係数 0.77 0.72 0.66 0.61

均等分割係数 0.70 0.65 0.60 0.55

※令和2年3月末現在
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（令和2年4月1日現在）

※この他にも中小企業の皆さまのニーズに合わせたさまざまな制度融資や商品を取り扱っております。
　詳しくは当協会のホームページ又は最寄りの協会窓口までお問い合わせください。
※信用保証料率は、経営状況等に応じ、原則9段階の料率体系として借入金額（根保証の場合は、借入極度額）に対して表示しています。
　なお、責任共有制度の対象外となる保証を利用した場合は、年2.20％以内となることがあります。
※一企業当たりの保証限度額は、各制度（協会制度、県・市融資制度）を合算して2億8,000万円（組合は4億8,000万円）です。
　ただし、特定社債保証、流動資産担保融資保証及び国の施策による特別保証等は別枠になります。
※融資利率は金融機関所定の利率です。
※連帯保証人は、原則として法人代表者以外は不要です。
　ただし、一定の要件を満たす場合および一部の制度においては法人でも連帯保証人が不要となることがあります。
※小規模企業者とは常時使用する従業員の数が２０人（商業又はサービス業は５人）以下の中小企業者等です。
※信用保証のご利用にあたっては、金融機関ならびに当協会の審査があり、ご希望に添えない場合がございますので、ご了承ください。 

担　保特　徴 保証限度額 保証料率資金使途・保証（融資）期間保証の種類

信用保証協会の保証付融資については、従来保証割合
が原則として１００％でしたが、2007年１０月から責任
共有制度が導入され、保証付融資は一部の保証を除い
て金融機関が２０％相当を負担し、金融機関と信用保証
協会が適切な責任共有を図ることとなりました。

責任共有制度について

事業資金全般に 必要に応じ一般保証 2億8,000万円
【組合は4億8,000万円】

年0.45％～1.90％運転・設備
20年以内

小規模企業者の
事業資金に 原則として不要小口零細企業保証 2,000万円

（既存の保証付き残高含め） 年0.50％～2.20％運転・設備
10年以内（据置1年以内）

融資枠の確保に
原則として
5千万円超は
担保が必要

当座貸越根保証 100万円以上
2億8,000万円以下 年0.39％～1.62％運転設備

1年または2年（更新可）

小口資金を
反復継続的に 原則として不要事業者カードローン

当座貸越根保証
100万円以上
2,000万円以下 年0.39％～1.62％運転設備

1年または2年（更新可）

長期の安定した
資金調達に

保証金額2億円以内は
原則無担保

特定社債保証 4億5,000万円
（保証割合80％の割合保証） 年0.45％～1.90％運転・設備

2年以上7年以内（1年単位）

経営の安定に
資する資金に 必要に応じ

経営安定関連保証
（セーフティネット保証）

2億8,000万円
【組合は4億8,000万円】 年0.80％以内運転・設備

10年以内（据置2年以内）

不要創業等関連保証 1,500万円
（創業前は自己資金の範囲内） 年0.95％運転・設備

10年以内（据置1年以内）

売掛金や
棚卸資産を担保に

申込人の有する
流動資産のみを
譲渡担保とする

流動資産担保融資保証 2億円
（保証割合80％の割合保証） 年0.68％

運転・設備
根保証………1年間
個別保証……1年以内

当協会が行う主な保証制度

必要に応じ条件変更改善型
借換保証

２億８,０００万円
【組合は４億８,０００万円】 年０.４５％～１.９０％運転・設備

１５年（据置１年）

継続的な手形割引、
手形貸付、

電子記録債権割引に
必要に応じ

根保証
手形割引・手形貸付・
電子記録債権割引

2億8,000万円
【組合は4億8,000万円】 年0.39％～1.90％運転

2年以内（                           ）

不要創業関連保証 2,000万円 年0.95％運転・設備
10年以内（据置1年以内）

これから事業を
始める方、事業を
始めて間もない方に

運転5年以内・設備7年以内
既存保証付融資の
借換10年以内

（据置は全て1年以内）

経営力強化に
積極的な方に 必要に応じ経営力強化保証 年0.45％～2.00％

経営改善が
必要な方へ

必要に応じ
事業再生計画
実施関連保証

（経営改善サポート保証）

2億8,000万円
【組合は4億8,000万円】 年0.80％～1.00％運転・設備

15年以内（据置1年以内）

2億8,000万円
【組合は4億8,000万円】
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（令和2年4月1日現在）

※この他にも中小企業の皆さまのニーズに合わせたさまざまな自治体融資制度を取り扱っております。
　詳しくは当協会のホームページ又は最寄りの協会窓口までお問い合わせください。
※連帯保証人は、原則として法人代表者以外は不要です。
　ただし、一定の要件を満たす場合は法人でも連帯保証人が不要となることがあります。

北九州市

福岡市

担　保保証料率融資利率 資金使途・保証（融資）期間融資限度額資金名

福岡県

主　体

※各自治体が定める要件を満たす必要があります。
※信用保証のご利用にあたっては、金融機関ならびに当協会の審査があり、ご希望に添えない場合がござい
　ますので、ご了承ください。 

自治体が行う主な融資制度

年0.50％～1.75％運転・設備
10年以内（据置2年以内）小口零細企業保証型 原則として不要年１.40％

2,000万円
既存の保証付き
残高含め（ ）

年0.36％～1.38％運転・設備
10年以内（据置2年以内）景気対応資金 必要に応じ年1.40％１億円

年0.35％～1.54％運転・設備
10年以内（据置1年以内）

小規模企業者
支援資金

原則として不要年1.30％
2,000万円
既存の保証付き
残高含め（ ）

年0.40％運転・設備
10年以内（据置2年以内）

経営安定化特別資金
（特例枠） 必要に応じ年1.30％1億円

年0.45％～1.62％
運転・設備

（設備資金は一部の要件のみ対象）

10年以内（据置2年以内）
緊急経済対策資金 必要に応じ年1.30％～1.40％1億円

年0.33％～1.72％運転・設備
10年以内（据置2年以内）小口事業資金 原則として不要年1.30％

2,000万円
既存の保証付き
残高含め（ ）

運転・設備
運転10年以内・

設備10年または15年以内
（据置は全て1年以内）

必要に応じ金融機関所定利率 年0.00％～0.75％2億円事業継承資金

年0.45％～1.66％運転・設備
10年以内（据置1年以内）長期事業資金 必要に応じ1億2,000万円

年1.50％ 年1.70％

5年以内 5年超

1億円 年0.45％～1.77％運転・設備
10年以内（据置2年以内）長期経営安定資金 必要に応じ

5年以内 5年超

年1.50％
運転

年1.80％
設備

年1.60％

年1.50％ 年1.70％

5年以内 5年超
年0.36％～1.66％

運転・設備
10年以内（据置2年以内）

※保証（融資）期間5年以内の場合は据置1年以内

商工業振興資金
（事業資金） 必要に応じ1億円

運転・設備
10年以内（据置2年以内） 必要に応じ年1.40％以内

年0.35％～1.52％
※経営者保証を不要と

する場合
年0.10％～1.62％

1億円
上記の緊急経済対策

資金とは別（ ）
緊急経済対策資金
（事業承継支援型）

年0.45％～1.62％運転・設備
10年以内（据置2年以内） 必要に応じ年１.40％

5,000万円
設備資金の場合は
8,000万円（ ）小規模事業者振興資金
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