中小企業・小規模事業者の経営者の皆様へ
経営安定特別相談事業のご案内
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資金繰りの不安に負けない！
コロナ禍の経営悪化に負けない！
経営者保証の不安に負けない！
事業承継時の課題に負けない！
自然災害や感染症に負けない！

全国商工会連合会

経営改善のためには

「マル経融資」
がある！

資金繰りにお困りで、経営改善を図る小規模事業者の皆さま、
「小規模事業者経営改善資金融資制度
（マル経融資）
」
の活用を考えてみませんか。

マル経融資は制度創設以来、約513万件ご利用いただいております！
本融資制度は、経営改善を図る小規模事業者の皆様へ、必要な運転資金や設備資金を日本政策金融公庫※が融資す
る制度です。制度創設以来、約513万件ご利用いただいております。融資には、商工会・商工会議所の推薦が必要と
なります。 ※沖縄県の場合は、沖縄振興開発金融公庫が融資。

小規模事業者の資金繰りをサポートします。
「マル経融資」
は、小規模事業者のための融資制度です。
●従業員が20人以下(商業・サービス業の場合は5人以下)の法人・個人事業主の
「小規模事業者」
が利用できます。
●融資限度額は2,000万円です。

無担保・無保証・低利で融資が受けられます。
「マル経融資」
は、無担保・無保証・低利の融資制度です。
●法人の場合は、代表者の保証も不要。信用保証協会の保証も必要ありません。
●金利は1.21％※です。
●貸付期間は、運転資金が7年以内、設備資金は10年以内です。

※令和3年1月末日現在。沖縄振興開発金融公庫の場合は、最寄りの支店にお問合わせください。

ご利用には、経営指導等の要件が必要となります。
融資対象は、小規模事業者であり、
かつ以下の要件をすべて満たす方です。
●商工会・商工会議所の経営指導員による経営指導を6か月以上受けていること。
●所得税・法人税・事業税・都道府県民税などの税金を完納※していること。
※納税すべき税額がゼロの事業者等も本制度を利用できます。

●同一の商工会・商工会議所の地区内で1年以上事業を行っていること。

本制度を利用したい方は、下記へお問い合わせください。詳しい情報は、下記のホームページ
「マル経」
検索 でご覧いただけます。下記QRコードからも検索できます。
融資制度を
利用したい方は
こちらへ

商

工

会

一

覧 https://www.shokokai.or.jp/?page̲id=1754

商 工 会 議 所 一 覧 https://www5.cin.or.jp/ccilist
日 本 政 策 金 融 公 庫 https://www.jfc.go.jp/n/branch/index.html

沖縄振興開発金融公庫 https://www.okinawakouko.go.jp/about/41

商工会一覧

コロナ

の影響を受けている
小規模事業者には
『別枠1,000万円』
の特例がある！
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方は、通常のマル経の融資
限度額に加えて別枠1,000万円の
「コロナマル経」
もあります。

コロナマル経のメリット

別枠1,000万円

1

コロナマル経のメリット

MERIT

2

利率低減（3年間▲0.9％）が可能

MERIT

マル経の融資対象者であり、かつ以下の要件

コロナマル経の利用者は、別枠1,000万円の範囲で借入当初の

を満たす方は、さらに別枠1,000万円の特例

3年間については、0.9％利率が低減されます。

があります。

※令和3年1月末日現在0.31％
（1.21％〜0.9％）
。沖縄振興開発金融公庫の

●新型コロナウイルス感染症の影響を受け、最
近1か月間等の売上高または過去6か月(最近
1か月を含む)の平均売上高が、前3年のいず
れかの年の同期と比較して5％以上減少また
はこれと同様の状況にある方
（例：キャンセルや営業自粛などのため減収と
なった宿泊業、飲食業など）

場合は最寄りの支店にお問合わせください。

コロナマル経のメリット

3

実質無利子化の可能性も

MERIT

コロナマル経の利用者で、以下の要件に該当する方は、特別利子
補給制度の対象となります。この場合、借入当初の3年間が実質
無利子となります。

特別利子補給制度の要件
企業規模等

売上高要件

❶ （個人事業主）

要件なし

❷ （法人事業者）

貸付の申込を行った際の最近1か月、その翌月もしくはその翌々月の売上高、最近1か月か
ら遡った6か月間の平均売上高または最近2週間等の売上高が、前年、前々年または3年前
の同期と比較して15％以上減少※

❸ （上記①②を除く）

貸付の申込を行った際の最近1か月、その翌月もしくはその翌々月の売上高、最近1か月か
ら遡った6か月間の平均売上高または最近2週間等の売上高が、前年、前々年または3年前
の同期と比較して20％以上減少※

小規模企業者

小規模企業者

中小企業者等

※貸付日等によって、比較期間等が異なる場合があります。詳しくは、中小機構のホームページ
（特別利子補給事業）
をご参照ください。

詳しくはこちらへ…
（独）中小企業基盤整備機構ホームページ
（特別利子補給事業） https://tokubetsu-riho.jp/

中小機構HP

「経営者保証なし」
で融資を受けられる可能性がある！

「経営者保証」
が負担になっていませんか。
「経営者保証ガイドライン」
が
利用できる可能性があります。まずはご相談ください。

「経営者保証ガイドライン」
をご存知ですか？
中小企業や小規模事業者の方が、金融機関に差し入れている個人保証について、その保証契約を締結する際や金融機関
等の債権者が保証履行を求める際における
「中小企業、経営者および金融機関等(債権者)共通の自主的なルール」
を定
めたものが
「経営者保証ガイドライン」
です。



経営者保証ガイドライン

３つの要件

法人と経営者との関係の
明確な区分・分離

「経営者保証ガイドライン」
を
活用するには、
３つの要件を
満たすことが必要です。



法人と経営者との関係が、明確に分離されて
いることが求められます。
例えば、社会通念上適切な範囲を超える、法人
から経営者への貸付等による資金流出がな
いなどをいいます。

財務基盤の強化

しっかりした財務基盤が求められます。
例えば次のような場合をいいます。
●業績が堅調で十分な利益を確保しており、
内部留保も十分な場合
●業績はやや不安定でも、内部留保が潤沢で
借入金全額の返済が可能と判断できる場合
●内部留保は潤沢とはいえないが、好業績
が継続し今後も順調に返済できるだけの
利益(キャッシュフロー)を確保できる
可能性が高い場合 など

経営者保証ガイドラインの
適用で可能になること

財務状況の正確な把握、
情報開示等による経営の
透明性の確保など



財務状況が正確に把握でき、情報開示等による
経営の透明性が確保できることが求められます。
例えば、本決算のほか、資産表や資金繰り表
等による定期的な報告が実行されてい
ることなどをいいます。

●経営者保証なしで、新規融資を受けられる可能性があります。
●既存の経営者保証を解除できる可能性があります。
●債務整理したい方は、一定の要件を満たせば、自宅や生計費等の
資産を残せる可能性があります。

事業承継

時の
経営者保証を
解除するための支援策がある！
事業承継時に課題となるのが前経営者や後継者の「経営者保証」です。この課題を
解決し、スムーズな事業承継のための総合的な対策が始まっています。

事業承継を支援する3つの支援策がスタート
事業承継に焦点を当てた
「経営者保証」
の解除に向けた3つの支援施策がスタートしています。
そのポイントは下記のとおりです。

事業承継に焦点を当てた
「経営者保証ガイドライン」の特則

1

支援
施策

支援
施策

2

支援
施策

3

お申込み
資格
お申込み
方法
対象資金

保証料率

前ページの
「経営者保証に関するガイドライン」
を補完するために、
「特則」
が策定されました。内容

は、主たる債務者・保証人・対象債権者のそれぞれに対して事業承継に際して求め、期待される具
体的な取扱いを定めたものです。

❶前経営者、後継者の双方からの二重徴求の原則禁止
❷後継者との保証契約は、事業承継の阻害要因となり得ることを考慮し、柔軟に判断
❸前経営者との保証契約の適切な見直し など

経営者保証コーディネーターによる支援制度
経営者保証コーディネーターが、事業承継時における経営者保証解除をサポートします。例えば、

「経営者保証に関するガイドライン」
の充足状況の確認やアドバイス、
また、経営者保証の解除に向
けた中小企業と金融機関との目線合わせなど、支援体制の拡充を図ります。

事業承継時に経営者保証が不要になる
「事業承継特別保証」
事業承継をスムーズに行うことを目的に、経営者保証を不要とする新たな信用保証制度
「事業承
継特別保証」
が創設されました。利用条件等は以下のとおりです。

3年以内に事業承継を予定する
「事業承継計画」
を有する法人
与信取引のある
金融機関経由のみ

保証
限度額

事業承継計画…信用保証協会所定の書式による計画書
資産超過であること／返済緩和中ではないこと／法人と経営者が
分離していること 等の一定の要件があります。

2.8億円

（内、無担保8000万円）

保証
期間

10年以内

事業承継時までに必要な事業資金

既存のプロパー借入金
（個人保証あり）
の本制度による借り換えも可能

（ただし、一定期間内に事業承継を実施した法人に対しては、事業承継前の借入金に係る借換資金に限る）

0.45 1.90％
％〜

経営者保証コーディネーターによる確認を受けた場合、

0.20％〜1.15％に大幅軽減

詳しくはこちらへ…
中小企業庁 https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/hosyoukaijo/index.htm
最寄りの信用保証協会 https://www.zenshinhoren.or.jp/nearest/

中小企業庁HP

信用保証協会HP

自然災害

等のリスク
に備えた計画の認定制度がある！
近年大型化する自然災害、加えて新型コロナウイルス感染症などのリスクが顕在化
しています。事業を安定継続するために、事前対策を万全にしておきましょう。

「事業継続力強化計画」
策定をおすすめします！
事業の持続的成長には、平時から防災・減災に向けた実効性のある具体的な計画が重要です。そのためには、
自然災害等
が発生した場合の初動対応や事業活動
（ヒト・モノ・カネ・情報）
の事前対策を中心に据えた
「事業継続力強化計画」
を策定
することをお勧めします。何から始めればよいか分からない方は、商工会にご相談ください。

災害等の発生に伴い、
れます
数々のリスクが予測さ

事業活動停止のリスク

一言で災害等発生時のリスクといっても、さまざまな内容

が考えられます。特に事業活動の停止に直結するリスク

について備えておく必要があります。

ヒト
（人員）

連絡網等を準備していなかった
ため、
一部従業員の所在がつかめ
ず、
人手の確保ができなくなる。

モノ
（建物・設備・在庫等）

大雨で浸水し、倉庫にあった在
庫 が 全 て 販 売 不 可になってし
まう。

「事業継続力強化計画」
認定制度とは

❶営業再開が遅れ、取引先が発注先を替えてしまう。
❷営業停止期間中、経営上の損失が生じ続ける。
❸営業停止期間中に得られたはずのビジネスチャンス
を逃してしまう。

カネ
（資金繰り）

保険に入っていなかったため、設
備の復旧に必要な資金の目途が
立たなくなる。

情報
（顧客データ等）

データのバックアップを作成・保
存しておらず、重要なデータを
全て喪失してしまう。

「事業継続力強化計画」
認定に必要な事項とは？
「事業継続力強化計画」
の認定を受けるには、
以下の事項の記述が必要です。

中小企業が行う防災・減災の事前対策に関する

●ハザードマップ等を活用した自然災害リスクの確認結果

継続力強化計画」認定制度です。この認定を受

●人員確保、建物・設備の保護、資金繰り対策、情報保護に当たって
取組みを進める具体的な対策

計画を、経済産業大臣が認定する制度が「事業

けた中小企業は、税制優遇や補助金の加点項目
の獲得などの支援策を利用できます。

●安否確認や連絡の実施方法など、発災害時の初動対応手順

●訓練の実施や計画の見直しなど、事業継続力強化の実効性を確
保する取組み

災害等発生時に備えて、
こんな取組み・事前対策を推進しましょう！
｜目的の明確化｜ いざというとき慌てずに済むよう、災害時に何を目標とし行動するかをあらかじめ想定しておく。
｜リスク認識・被害想定｜ ハザードマップを確認し、被害の事業への影響を想定する。
｜発災時の初動対応手順｜ 従業員の避難・安否確認・緊急体制の構築など、初動の手順を決めておく。
｜取引先・他社との協力体制｜ 災害時の社内体制、取引先や他社との協力体制を構築する。
｜実効性の担保｜ 年１回以上、計画の実効性確認と訓練を実施。環境変化に応じて計画を見直す。
中小企業庁HP

経営者

の悩みや課題を
いつでも相談できる場所がある！
ほとんどの経営者の方が悩みや課題を抱えています。いつでも
ご相談ください。あらゆる相談にお応えしています。

こんなとき、
を
」
「経営安定特別相談室
ご利用ください
取引先が倒産して
経営に大きく
影響が出ている

仕事の受注量が減ってきた。
長引きそうで先行きが
不安だ…

赤字がなかなか
解消できない。
有効な改善策を
考えたい

融資を受けて
事業をテコ入れし、
経営不振から
脱却したい

中小企業・小規模事業者の倒産を防止するための、
あらゆる相談にお応えしています。

経

営安定特別相談室とは

倒産の恐れのある中小企業・小規模事業者から事前に相談を受け、
経
営的に見込みのある企業については関係機関の協力を得て再建方法
を講じ、
倒産防止が困難な企業には円滑な整理を図ることにより、
企業

●ご相談の窓口
全国205の商工会議所と47都道府県商
工会連合会の合計252か所にそれぞれ設
置されている
「経営安定特別相談室」
にて
応じています。

倒産に伴う地域の社会的混乱を未然に防止する活動を行っています。

商

工調停士が解決をお手伝い

経営安定特別相談室では、
「商工調停士」
を中心に、弁護士・公認会計
士・税理士・中小企業診断士等、各分野の専門家が、中小企業の諸問
題の円滑な解決をはかるための相談・指導を行っています。

対

応策の検討

相談お申込みを受け、相談室では商工調停士を中心とする各分野の
専門家が、
ご相談の経営・財務内容等の把握・分析を行い、倒産防止
の対応策を検討します。

●お申込みのポイント
相談お申込みに際しては、危機に陥った
経緯など、簡単な相談内容を聞かせてい
ただき、今後の相談・指導のための必要書
類の提出をお願いします。そしてご都合
の良い相談日を決定します。
●主な対応策
債権者など関係者への協力要請/手形処
理、事業転換などの指導・助言/倒産防止
が困難と見られる場合の円滑な整理方
法、法的手続きなどを指導・助言します。

「経営安定特別相談室」ご相談の流れ





●
●





相談申込み

電話でのお申し込み
来室でのお申し込み

●
●





相談内容の検討

●

経営・財務内容の把握と分析
倒産防止の対応策の検討

●
●

調

停

債権者等関係者への協力要請
円滑な整理方法の検討
法的手続きの指導・助言

経営安定特別相談室ご利用の要点

■ ご相談はできるだけお早めに

■ 秘密は厳守します

まだなんとかなる、
もう少し頑張ればと、事業を続けてい

ご提供いただく個人情報に関しては、商工会、商工会議所、

るうちに、
より深刻な状況になり、傷口を大きく広げるこ

商工会連合会、全国商工会連合会および日本商工会議所

とが少なくありません。受注・販売の不振、手形の決済な

が、経営安定特別相談事業を遂行するうえで必要な範囲に

ど、経営の先行きに不安が生じたらできるだけ早めにご

限り使用します。また、個人情報は、適切に管理されており

相談ください。

ますのでご安心ください。

■ ご相談の費用は無料です

■ 40年以上の相談実績

ご相談はすべて無料です。ただし、民事再生、
自己破産な

「経営安定特別相談室」
が昭和54年にスタートして以来、
こ

どの法的手続きを弁護士に委任するような場合は、相談

れまで40年以上にわたり多くの企業の相談にお応えし、多

者の負担になります。

くの企業の倒産防止と危機回避に役立ってきました。

元気度
チェック

あなたの企業の
「元気度」
は？

定期的に自己診断を行い自社の経営状態の把握と体力増強に努めることが重要です。

各項の □ の数をチェックしてください。
❶ 利益低下

❸ 借入過多

売上げ
（受注・客数・客単価）
がだんだん減ってきた。
支払利息がだんだん増えてきた。
貸倒れがだんだん増えてきた。
稼働率
（人・物・設備の流れ）
が低下してきた。
粗利益率が低くなってきた。
経費がだんだん増えてきた。
借入金がだんだん増えてきて返済がきつくなった。
支払手形、買掛金の支払いをジャンプしてもらったり、引き延ばすようになった。
売掛金の回収が遅れたり、受取手形の不渡りが生じた。
従業員の賃金等の支払いが遅れてきた。
借入金のために常に金融機関等に出向くようになった。
源泉税・社会保険料の支払いが、だんだん遅れてきた。
少額でも高利の借入や融通手形で資金調達をするようになった。

経営持続困難

要注意
！

●能力のある従業員がやめていく。
●手形の買戻しをさせられた。

●主力銀行および政府系金融機関から
資金調達ができなかった。

●高利の借入をした、融通手形を乱発した。
●資金調達のため粉飾決算を行った。

ご相談のお申込み・お問い合わせは

各都道府県商工会連合会または商工会議所 経営安定特別相談室まで

危険信号点灯

❷ 資金繰り悪化

売掛金以外の債権の回収不能による借入がある。
過大な設備投資による借入がある。
赤字が出たときの借入がある。
在庫過大による借入がある。
売掛金回収の漏れ、受取手形の不渡りによる借入がある。

