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■ 中小企業・小規模事業者の業況把握の促進
に向けた金融機関との連携強化

■ 反社会的勢力排除研修を実施しました
■ 非接触型検温器を設置しました

■ 信用保証協会の説明をするときに使えるガ
イド類はありますか。

■ 2021 年 4月以降の保証申込書類等の取扱
いの変更点を教えてください。

■ 特殊ゴム研工業株式会社 （大川克彦様）
とく しゅ ご む けん こう ぎょう かぶ しき がい しゃ



2021年１月～３月

中小企業・小規模事業者の業況把握の促進に向けた
金融機関との連携強化
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業・小規模事業者の業況把握について、金融機関との一層

の連携強化を図るため、提出方法等を変更しました（下記変更対象制度以外の報告は従来どおりの対応）。
今後も、金融機関と連携した業況把握に努め、中小企業・小規模事業者の業況に応じた経営支援を行ってまいり

ます。

《変更内容》
変更後 変更前

提出形式 電子ファイル（Excel データ）
※原則複数企業のモニタリング内容を取り纏めた一覧表形式

紙

提出方法 金融機関本部にて取り纏めのうえ提出 金融機関営業店から提出

提 出 先 業務統括部 業務統括課 本店営業部・各支店の保証課

《変更対象制度と業況報告書の提出要否》
認定書の種類

保証制度名 危機関連 セーフティネット４号 セーフティネット５号

埼玉県新型コロナウイルス
感染症対応資金 据置１年超のものは要（初回元金返済日が属する半期まで）

上記以外の保証制度 要 不要 ２０１８年３月３１日以前の
保証申込受付分は要

反社会的勢力排除研修を
実施しました
反社会的勢力排除に係る内部研修を実施しました。
研修では、不当要求の実態や反社会的勢力への対応方法等について学

びました。
今回の研修で学んだことを今後の業務に活かし、反社会的勢力の排除

に役職員一丸となって取り組んでまいります。

非接触型検温器を設置しました
コロナ禍の中、感染拡大を防止するため、本店・各支店の受付カウン

ターに非接触型検温器を設置しました。
ご来協の際は、検温ならびにマスクの着用、手指の消毒をお願いして

おりますので、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。

※検温の結果、３７．５℃以上の発熱が認められる場合は、面談を控えさせ
ていただく場合がございます。
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信用保証協会とは
「信用保証協会法」に基づき運営している公的機関で、全国に
５１の信用保証協会があります。
中小企業・小規模事業者の皆さまが、事業経営に必要な資金
を金融機関から借入れする際に、その保証をすることで資金
調達を円滑にしています。
また、ご利用いただいているお客さまの様々な声に耳を傾
け、その想いの実現を目指す経営支援も行っています。

埼玉県信用保証協会
のプロフィール

設 立 年 月

主 務 大 臣

保証債務残高※

利用企業者数

１９４９年６月
内閣総理大臣
経済産業大臣
７，６３５億円
４５，７６０企業

:

:

:
:

（2019年12月末現在）
※ 当協会が保証している残高の合計

埼玉県
信用保証協会

です。

埼玉県信用保証協会  3つの安心

公的な保証機関
事業に関する資金調達を
公的保証でサポート

４万者以上の
企業が利用中

県内の中小企業・小規模事業者
のうち４万者以上が
当協会を利用中

保証利用後のサポート
ご利用いただいている
お客さまの事業経営を

サポート

中小企業・
小規模事業者
の皆さまへ

はじめまして

※2020年4月1日時点の情報を掲載しています。

中小企業・小規模事業者の皆さまへ中小企業・小規模事業者の皆さまへ

信用保証協会は、中小企業・小規模事業者の皆さまが

事業経営に必要な資金を金融機関から借入れする際に、その保証をすることで

資金調達を円滑にしている公的機関です。

2020年4月1日時点の情報を掲載しています。

創業創業
START UP navigation

Navi
STARTUUPnnavigatiion

Navi

Q
A

信用保証協会の説明をするときに使えるガイド類はありますか。

当協会では、以下のガイド類をご用意しています。
当協会ホームページにて送付依頼手続きができますので、ぜひご活用ください。

※例年は４月頃に金融機関の本部・営業店等に一定数お送りしていましたが、２０２１年４月は発送を行いません。
※いずれも２０２０年４月版が最新となります。

『埼玉県信用保証協会のご案内』
《当協会を説明する汎用的なパンフレット》

窓口に備え置いて配布していただく他、お客さまに当協会のご説明をする際にご活用く
ださい。

主な掲載内容
信用保証の仕組み、信用保証利用のメリット、当協会の各種支援策、信用保証料など

『はじめまして 埼玉県信用保証協会です』
《当協会を利用したことのない（当協会を知らない）お客さまに対して、
当協会を説明するリーフレット》

新規のお客さまへの訪問時等に携帯していただき、営業ツールとしてご活用ください。

主な掲載内容
信用保証の仕組み、信用保証料など

『創業Navi』
《創業を予定しているお客さまに対して、
創業プランの作成方法等を解説するパンフレット》

創業を予定しているお客さまからの相談時にご活用ください。

主な掲載内容
創業計画書の策定方法、創業に係る情報提供、当協会の創業者向け支援策など

ガイド類は、当協会ホームページにてお取り寄せいただけます。
《取寄用ページ》

金融機関の皆さま（書式ダウンロード）
�

ガイド類の送付依頼

本件に関するご質問等につきましては、
企画総務部企画情報課までお問い合わせください。

クリック後に表示されるお取寄せ
フォームに必要事項をご入力くだ
さい。
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Q
A
�「信用保証委託申込書」「信用保証依頼書」「申込人（企業）概要」の電子書式化

�������������������������������������������

������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������

��������������

２０２１年４月以降の保証申込書類等の取扱いの変更点を教えてください。

主な変更点は以下のとおりです。

金融機関の皆さまの利便性向上のため、「信用保証委託申込書」「信用保証依頼書」「申込人（企業）概要」の
３帳票は、原則として Excel 版または PDF版をご利用いただく運用にいたしました（従来は原則紙媒体）。
一方、中小企業・小規模事業者等の押印が必要となる「信用保証委託契約書」「個人情報の取扱いに関する同意書」
は、引き続き紙媒体をご利用くださいますようお願いいたします。

《改訂後の書式概要》
書類名称 詳細の書類名称 書式の色 提供方法

保証申込
書類一式

保証申込書類

①信用保証委託申込書

緑色 原則として
Excel版またはPDF版②信用保証依頼書

③申込人（企業）概要

信用保証委託契約書 （同左） 緑色 冊子

個人情報の取扱いに関する同意書 （同左） 水色 冊子
※改訂にあわせて、「保証申込書類」の印刷物を金融機関営業店へお送りする予定はございません。
※「個人情報の取扱いに関する同意書」につきましては、２０２０年７月改訂版から変更はありません。

当協会ホームページの「金融機関の皆さま（書式ダウンロード）」へアクセスするには、専用の
IDとパスワードが必要です。
ID・パスワードにつきましては、金融機関本部の信用保証協会担当部署にお送りしていますの
で、ご確認ください。

《書式掲載ページ》
金融機関の皆さま（書式ダウンロード）

�
保証申込書類等のダウンロード、送付依
頼について

「信用保証委託申込書」
「申込人（企業）概要」
「信用保証依頼書」
の Excel 版、PDF版は
こちら！
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�信用保証委託申込書等の押印レス化
「信用保証委託申込書」、「信用保証依頼書」への押印が不要となりました。
なお、「信用保証委託申込書」については中小企業・小規模事業者等が作成するという考え方に変更はありませ

んが、中小企業・小規模事業者等への確認を前提として、金融機関保有データの転載や記入代行など金融機関が作
成を補助することが可能となりました。

�信用保証依頼書の「確認状況記載欄」の新設
「信用保証委託申込書」における中小企業・小規模事業者等の押印を不要とした
ため、「申込意思、申込内容等について金融機関が中小企業・小規模事業者等へ確
認済みである旨」を明示する場所として、新たに追加しました。

《信用保証依頼書》

【参考】新書式への切替えスケジュール
２０２１年６月当協会受付分から新書式へ完全切替えとなります。

旧書式

新書式

併用期間

２０２１年４月 ２０２１年６月

本件に関するご質問等につきましては、
本店営業部・各支店の保証課までお問い合わせください。

表紙のイラスト ウサギ（北本市子供公園）
北本市にある「北本市子供公園」内の動物舎では、１０羽ほどのウサギたちが暮らしていま

す。暗くて狭い環境を好むウサギが潜れるよう遊具があり、トンネルの中で隠れたり走ったり、
時には休憩してうとうとする姿を愛でることができます。ふわふわした体と可愛らしい仕草に
癒されに来てください。

うさぎ まぬが

また、ウサギは「縁起が良い」とされているのはご存知ですか？「兎」という字が「免れる」と
いう字に似ており「悪運・厄から免れる」と言われたり、耳が大きく情報収集に優れており多く
の幸福を集めて社交運がアップするという説も。ウサギに会いに来たら、運気が上がって何か
良い事が起こるかもしれませんね。
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　ゴムの研究員であった私の父が、現在
も主要取引先である株式会社ハマイか
らLPガスのバルブの「Oリング」用のゴ
ム材料の開発の依頼を受け、その開発、
製造のために当社を設立しました。
　2代目の私も取引先の皆さまの『想い』
を形にしていきたい
と思っています。

大川 克彦様

特殊ゴム研工業
株式会社

赤字続きの状況下で資金調達を検討していた折、私
の想いを直接伝えたく信用保証協会へ相談に。すると、
担当の方は、工場の現場の様子を見て、当社の改革の進
捗状況を丁寧に聴取されました。その上で、資金調達の
申し出に対して、単に融資の保証をするだけでなく、“当
面の資金手当てを含めた既存借入金の借換え”をご提
案いただきました。
この借換えは、黒字化が実現できた一因となりました

し、困っているときこそ力になってくれる信用保証協会を
頼もしく、また親身に考え行動してくださることをありが
たく思っています。当社は、創業以来60年以上にわたってゴム製品を

製造しています。
ゴムは原材料の配合により性質が大きく異なること
から、お客さまの様々なご要望や用途に対して最適な
製品をもってお応えするため、当社の製造工程は原材
料の最適な配分を見つけ出すところから始まります。
そこから、材料の試験、成型、検査に至るまで、全工程
を自社で行っています。手間や負担は小さくありません
が、責任をもって全てを自社で行い、全製品の試験結
果を記録し保管することが、当社への『信頼』に繋がっ
ています。

今思えば、製品の品質のみに意識が向かい、“自社
の利益”が二の次になっていたのかもしれません。不採
算の品目が増え、毎年のように営業赤字を計上。この
ままでは会社が立ち行かなくなり、サプライチェーンの
一端として製品を供給することも、従業員の生活を守
ることもできなくなるとの強い危機感から、赤字脱却に
向けた改革に着手しました。
しかし、品質は当社の根幹であるため製造部門の経
費削減には限界があり、黒字化に向けては製品単価の
引上げ交渉をする必要に迫られました。

製品単価を引き上げたいというお願いですから、コス
トに見合わないというだけでは理解が得られません。そ
こで、当社の損益状況を包み隠さず話し、私自身の役員
報酬を引き下げる等のコストカットも実施。話し合いを重
ねることで、合意へと至りました。
理解が得られたのは、長年積み重ねてきた信頼関係

が土台にあったからだと感じていますが、崩れるときは
一瞬だと思います。今後は、この多大なご協力に報いて
いき、相互にとってより良い関係を築いていきたいです。

今日の当社があるのは、お客さまや信用保証協会をは
じめとする支援機関のご協力だけではなく、私の家族と
も言える存在の従業員の支えが大きいことは言うまでも
ありません。守るべき大切な存在が私の原動力の1つに
なっています。
お客さま、従業員、信用保証協会、他にも当社に関わ

る全ての皆さまのご協力、ご支援がなかったらここまで
来ることはできませんでした。今後も皆さまと共に歩ん
でいくため、常に感謝を胸に、真摯に、そして誠実にモノ
づくりに向き合っていくことでご恩を返していきたいで
す。

高い耐電性が求められる電設工具用の耐電圧ゴム製品も
当社の数ある製品の1つ。
マクセルイズミ株式会社製の工具に採用され、耐電圧2万ボ

ルトの性能と品質がユーザーの皆さまの安全を支えています。

代表取締役

川口市青木
3－23－10
048－251－7934
http://www.tokusyugomu.co.jp

代表取締役：大川 克彦様

品質に対して妥協しないからこそ生まれる信頼
感謝の気持ちを胸に皆さまと歩む未来へ

埼玉県を元気に
彩る企業を紹介！

STORY

ゼロからお客さまと生み出し全てを自分達の手で
妥協のない製品だからこそ生まれる信頼

困難を極めた品質の追求と
黒字化の両立への挑戦

感謝の気持ちを胸に抱き
これからも皆さまと共に

信頼関係の構築にゴールはない

信用保証協会へ相談することで開けた未来
決算書の数字ではなく、事業と将来性を評価

Message

InformationInformation

Pick Up!Pick Up!

特殊ゴム研工業株式会社
とく しゅ ご む けん こう ぎょう かぶ しき がい しゃ

『金属とゴム』の複合部品

所在地

TEL

URL

詳細はこちらを
ご覧ください

Check!

オー

※写真撮影のために一時的にマスクを外しています

#824239　シーズンリポート2021年春号　彩りストーリー
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Season Report　2021年春号／2021年4月発行 
　●編集発行　埼玉県信用保証協会　さいたま市大宮区桜木町1丁目7番地5
 　TEL.048（647）4712
　●印　　刷　望月印刷株式会社

　

 債権管理部
 　管理一・二課 048(647)4717
 　管理統括課 048(647)4715
 本店営業部
 　保 証 一 課 048(647)4721
 　保 証 二 課 048(647)4722
 　企業支援課 048(647)4723

Eメール:information@cgc-saitama.or.jp

ご相談内容に応じたサポートデスクもご用意しています！
●創業に関するご相談・・・・・創業サポートデスク　　　048－729―7911
●海外展開に関するご相談・・・海外展開サポートデスク　048－729－7912
●事業承継に関するご相談・・・事業承継サポートデスク　048－729－7913

〒330-9608　さいたま市大宮区桜木町1丁目7番地5（ソニックシティビル11階)
※経営支援部はソニックシティビル10階 

TEL 検査指導室  048(647)4718
 企画総務部 
 　企画情報課 048(647)4712
 　総　務　課 048(647)4711 　経　理　課
 業務統括部 
 　業務統括課 048(647)4713 　保証事務課
 　代位弁済課 048(647)4714
 経営支援部
 　創業支援課 048(647)4720
 　経営支援課 048(647)4716 　審　査　課

〒360-8608
熊谷市筑波2丁目48番地1
（大栄日生熊谷ビル4階） 

TEL 保　証　課  048(521)5221
 企業支援課  048(521)5277

熊谷支店本店

川越支店

〒344-8508
春日部市南1丁目1番7
（埼玉県東部地域振興ふれあい拠点施設5階）

TEL 保　証　課  048(731)7311
 企業支援課  048(731)7312

春日部支店

〒350-1183
川越市新宿町1丁目17番地17
（ウェスタ川越公共施設棟5階）

TEL 保　証　課  049(249)1681
 企業支援課  049(249)1671

当協会
ホームページも
ご活用ください！

■ご相談・お問い合わせ先
保証申込みに係るご相談・お問い合わせ

特定社債保証・流動資産担保融資保証（ABL）

経営支援部（審査課）海外展開に関する保証

NPO法人に係る保証

創業に関する保証（創業３年未満） 経営支援部（創業支援課）

上記以外の保証 本店営業部・各支店（保証課）

条件変更・経営支援に係るご相談・お問い合わせ

期間延長・返済方法の変更

本店営業部・各支店（企業支援課）
連帯保証人の追加・解除、債務引受

保証条件担保の変更

経営支援

融資（条件変更）実行後に係るご相談・お問い合わせ

貸付（条件変更）実行、償還・完済に係る手続き・報告 業務統括部（保証事務課）

信用保証料の送金、返戻 企画総務部（経理課）

事故・代位弁済に係るご相談・お問い合わせ

事故報告に係る手続き 本店営業部・各支店（企業支援課）

代位弁済に係る手続き 業務統括部（代位弁済課）

■事務所のご案内
本店 熊谷支店

TEL 検査指導室 048（647）4718
企画総務部
企画情報課 048（647）4712
総 務 課 048（647）4711経 理 課

業務統括部
業務統括課 048（647）4713保証事務課
代位弁済課 048（647）4714
経営支援部
創業支援課 048（647）4720
経営支援課 048（647）4716審 査 課

債権管理部
管理一・二課 048（647）4717
管理統括課 048（647）4715

本店営業部
保 証 一 課 048（647）4721
保 証 二 課 048（647）4722
企業支援課 048（647）4723

TEL 保 証 課 048（521）5221
企業支援課 048（521）5277

川越支店

TEL 保 証 課 049（249）1681
企業支援課 049（249）1671

春日部支店

TEL 保 証 課 048（731）7311
企業支援課 048（731）7312

ご相談内容に応じたサポートデスクもご用意しています！
●創業に関するご相談・・・・・創業サポートデスク 048－729―7911
●海外展開に関するご相談・・・海外展開サポートデスク 048－729－7912
●事業承継に関するご相談・・・事業承継サポートデスク 048－729－7913


