新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者等の資金繰り対策

資料１
国の緊急対応策第１弾

セーフティネット保証
資金名

経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証（最大2.8億円）とは

経営環境変化対応資金（日本政策金融公庫）

衛生環境激変対策特別貸付（日本政策金融公庫）

（セーフティネット貸付）※要件緩和

（新型コロナウイルス感染症）

売上高の減少等の程度に関わらず，今後の影響が見込まれ

新型コロナウイルス感染症の発生により、一時的な業況

る場合も含めて融資

悪化から資金繰りに支障を来している旅館業、飲食店営

※通常

業および喫茶店営業を営む方であって、次のいずれにも

最近3ヵ月の売上高が前年同期または前々年同期に比し5%

該当する中小企業者等

以上減少しており、かつ、今後も売上減少が見込まれる中

１．次のいずれかに該当し、かつ、今後も売上高減少が見込ま

別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度

セーフティネット保証４号

セーフティネット保証５号

幅広い業種で影響が生じている地域について、

特に重大な影響が生じている業種について、一

一般枠とは別枠（最大2.8億円）で借入債務の100％ 般枠とは別枠（最大2.8億円、４号と同枠）で借入債

国

を保証。

務の80％を保証。

（売上高が前年同月比▲20％以上減少等の場合）

（売上高が前年同月比▲5％以上減少等の場合）

れること

融資の対象 小企業者等

（1）最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して
10％以上減少していること
（2）業歴3ヵ月以上1年未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が過
去3ヵ月（最近1ヵ月を含みます。）の売上高の平均額に比較し
て10％以上減少していること

・３月２日に全都道府県を指定

・３月６日に既に指定済みの１５２業種に加え，旅

２．中長期的に業況が回復し発展することが見込まれること

館・ホテル，食堂，レストラン，フィットネスクラ
ブなど４０業種を追加指定

償還期間

運転資金８年以内（据置３年以内）
設備資金１５年以内（据置３年以内）
中小企業事業

７億２千万円

国民生活事業

運転資金７年以内（据置２年以内）
旅館業

別枠

３，０００万円

４，８００万円

飲食店及び喫茶店

別枠

１，０００万円

中小企業事業

基準金利

年１．１１％

基準金利

融資利率 国民生活事業

基準金利

年１．９１％

ただし，振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組

・３月１３日に既に指定済みの１９２業種に加え， 融資限度額
特に重大な影響が生じている乳製品製造業や理容・
美容業など３１６業種を追加指定

年１．９１％

合員は，年１．０１％※担保等により変動

※担保等により変動

※日本政策金融公庫の金利は令和２年３月２日現在

国の対応策に連動する県独自の制度融資

国の緊急対応策第１弾に連動する県制度融資

資金名

セーフティネット資金

セーフティネット資金

（セーフティネット保証４号）

（セーフティネット保証５号）

【国指定，３月２日取扱開始】

【国指定，３月６日取扱開始】

【融資利率を引き下げ，３月１８日融資実行分から】

【融資利率を引き下げ，３月１８日融資実行分から】

［参考］

【信用保証料を引き下げ，３月２３日保証承諾分から】

【信用保証料を引き下げ，３月２３日保証承諾分から】

国の緊急対応策第１弾

次の要件に該当し，市町村長の認定を受けた中小企業者等

次のいずれかの要件に該当し，市町村長の認定を受けた中小企業者

新型コロナウイルスの感染拡大に起因して，最近１ヶ月の

※前年実績の無い創業者や，業容拡大した方について，認定基準

等

売上高が前年同月の売上高に比して１０％以上減少してい

の運用が緩和されています。

※前年実績の無い創業者や，業容拡大した方について，認定基準の

る中小企業者等

（イ）県内において１年間以上継続して事業を行っていること

運用が緩和されています。

※県知事，市町村長，商工会議所会頭又は商工会会長によ

（ロ）災害の発生に起因して，当該災害の影響を受けた後，原則

①指定業種に属する事業を行っており，最近3か月間の売上高等※

る認定が必要

として最近１か月の売上高等が前年同月に比して20％以上減少し

が前年同期比で5％以上減少していること

災害復旧対策資金
【知事指定，３月６日取扱開始】

○ 国による金融機関等への配慮要請（事業者から

県

を依頼（事業者からの経営の維持継続に必要な資金

売上高等でも可

の借入の申込や貸付条件の変更等があった場合）

例）2月実績＋3月,4月の見込

[２月２５日]

②指定業種に属する事業を行っており，製品等原価のうち20％以上
を占める原油等の仕入価格が20％以上上昇しているにもかかわら
ず，製品等価格に転嫁できていないこと

償還期間

運転・設備資金１０年以内

運転・設備資金１０年以内

運転・設備資金１０年以内

(据置２年以内)

(据置２年以内)

(据置２年以内)

一企業

一災害

融資限度額 一企業

８，０００万円

８，０００万円

５，０００万円

融資利率 年１．５５%

→

１．３０%

年１．６０%

→

１．３０%

年１．６０％以内

信用保証 年０．７０％

→

０．５０％

年０．６７％

→

０．５０％

年０．４５～１．００％

保証限度額 一般保証とは別枠で２．８億円

県の対応
○ 県から金融機関等へ中小企業者への柔軟な対応

融資の対象 ており，かつ，その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期 ※2月以降直近3ヶ月の売上高等が算出できるまでは，見込みを含む
に比して20％以上減少することが見込まれること

の返済緩和要望への柔軟な対応）[２月７日]

一般保証とは別枠で２．８億円

一般保証２．８億円

新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者等の資金繰り対策

資料２
国の緊急対応策第２弾

資金名

特別貸付（創設）（日本政策金融公庫）

特別利子補給制度（日本政策金融公庫）

小規模事業者経営改善資金

【１月２９日（相談窓口設置日）まで遡及】

【１月２９日（相談窓口設置日）まで遡及】

資金名

(新型コロナウイルス感染症特別貸付）
新型コロナウイルス感染症の影響により、最近１ヵ月の売上
高が前年⼜は前々年比５％以上減少した中小企業者等
（※）個⼈事業主（フリーランス含み、小規模に限る）は、
融資の対象

影響に関する定性的な説明でも可とするよう柔軟に運用

マル経融資の拡充
・適用対象
左記特別貸付により借入を行った事業者のう
ち、以下の要件を満たす中小企業者等
①個⼈事業主
（フリーランスを含み、小規模に限る）

融資の対象

小規模事業者に対し，商工会等の経営指導員 全国の中小・小規模事業

経産大臣及び財務大臣等

が指導を行うことにより，日本政策金融公庫 者の資金繰りが逼迫して

が危機認定を行い，商工

が無担保・無保証で，通常のマル経融資とは いることを踏まえ、売上

中金及び日本政策金融公

別枠で融資

高が減少する中小企業・

庫を通じて，中小企業に

小規模事業者に対して、

加え大企業・中堅企業へ

セーフティネット保証と

の資金繰り支援を行う。

②小規模事業者（法⼈に限る）

は更に別枠（最大2.8億

・・・売上高▲15％
償還期間
融資限度額

運転資金１５年以内（据置５年以内）
設備資金２０年以内（据置５年以内）
中小企業事業

別枠

３億円（別枠）

国民生活事業

別枠

６，０００万円（別枠）

・当初３年間（基準金利▲0.9％）
※信用力や担保に依らず一律金利にした上で３年間を上限

融資利率

危機対応業務

（日本政策金融公庫）

・・・要件無し

国

危機関連保証

円）で借入債務の100％を

③中小企業者（上記①②を除く）
償還期間

・・・売上高▲20％

融資限度額

・補給対象上限（当初３年間）までは，利子補
中小企業事業１億円

中小企業事業

年０．２１％

国民生活事業３千万円

国民生活事業

年０．４６％

保証。

運転資金

（売上高が前年同月比

７年以内（据置３年以内）

別枠

１，０００万円

※通常

２，０００万円

▲15％以上減少の場合）

・当初3年間（基準金利▲0.9％）

給を行うことにより，実質的に無利子化

（利下げ限度額：中小事業１億円、国民事業３千万円）

設備資金１０年以内（据置４年以内）

年０．３１％
・4年⽬以降（基準金利）
融資利率

年１．２１％

・４年⽬以降（基準金利）
中小企業事業

年１．１１％

国民生活事業

年１．３６％
※日本政策金融公庫の金利は令和２年３月２日現在

県独自の支援策

国の緊急対応策第２弾に連動する県制度融資
危機関連対策資金

保証料の引下げ

【国指定，３月13日取扱開始】
資金名

融資利率の引き下げ
（金融機関の協力による）

【融資利率を引き下げ，３月１８日融資実行分から】

［参考］
国の緊急対応策第２弾
○

【信用保証料を引き下げ，３月２３日保証承諾分から】

国による金融機関等への配慮要請

（新規融資の積極的な融資や既往債務の条件変更に
迅速かつ柔軟に対応すること等）[３月６日]

次の要件に該当し，市町村長の認定を受けた中小企業者等

以下の資金について，保証料を

経済産業大臣が指定した案件に起因して，原則として，最近1か月間

０．１７～０．２０％引き下げる。

の売上高等が前年同月比で15％以上減少しており，かつ，その後2か

県

融資の対象 月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15％以上減少すること
が見込まれること
※前年実績の無い創業者や，業容拡大した方について，認定基準の運用が緩
和されています。

償還期間

運転・設備資金１０年以内

融資限度額 一企業

８，０００万円

融資利率 年１．５０%

→

１．３０%

信用保証 年０．７０％

→

０．５０％

保証限度額

一般保証とは別枠
ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ保証と合わせて５．６億円

・セーフティネット資金
・危機関連対策資金

○対象資金
・セーフティネット資金
（セーフティネット保証４号）
年０．７０％ →年０．５０％
・セーフティネット資金

(据置２年以内)

（１）引き下げる資金

（セーフティネット保証５号）
年０．６７％ →年０．５０％
・危機関連対策資金
年０．７０％ →年０．５０％

（２）引き下げる幅
現行：年１．５０～１．６０％
↓
引下後：年１．３０％

