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■ 経営改善支援への取組み
■ 外部評価委員会を開催しました

■ 「信用保証委託契約書の『後取り』」について
教えてください。

■ 令和 3 年度の県制度融資の変更点について
教えてください。

■ 株式会社強矢製作所 （強矢輝行様）
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2021年４月～６月

経営改善支援への取組み
本年度は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者への経営改善支援に重点的に取り組んでいます。

１．経営計画策定支援への取組み

中小企業者が抱える課題を見える化し、経営の改善につなげるため、中小企業者の経営計画策定支援に取り組
んでいます。

�PICK UP!
中小企業者から金融相談を受けた際は、資金調達に併せて経営計画の策定を実施する

「伴走支援型特別保証」をお勧めしています！

伴走支援型特別保証（令和３年４月取扱開始）
保証申込前に中小企業者が金融機関との対話を通じて「経営行動計画書」を策定し、当該保証付き融資の借
入期間中に金融機関から継続的な伴走支援を受けることで、経営の安定や生産性の向上等を図ることを目的と
した保証制度です。
〈制度の特徴〉
�国が信用保証料の一部補助を行うことで、中小企業者の当初負担は一律０．２％相当額となります。
�保証申込書に「経営者保証免除対応確認書」を添付することで経営者保証が不要となります。
〈融資対象者〉
次の⑴から⑶のいずれかの認定を受け、かつ「経営行動計画書」を策定した方
⑴セーフティネット４号認定
⑵セーフティネット５号認定※
※売上高等減少率１５％以上に限ります
⑶危機関連認定

【「経営行動計画書」の主な内容】
現状認識
№ 項 目 内 容
① 事業概要

②
外部環境

事業の強み・弱み
（課題）

③ 経営状況、財政状況
（課題）

財務分析
直近の決算期
①売上増加率（売上持続性）（％） ④ EBITDA有利子負債倍率（健全性）（倍）
②営業利益率（収益性）（％） ⑤営業運転資本回転期間（効率性）（か月）
③労働生産性（生産性）（千円） ⑥自己資本比率（安全性）（％）
具体的なアクションプラン

課題 取組計画等 主な取組
計画１年目 計画２年目 計画３年目 計画４年目 計画５年目

取 組 計 画
改善目標指標
目 標 値
取 組 計 画
改善目標指標
目 標 値
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外部評価委員会を開催しました
令和３年６月２５日に当協会の外部評価委員会を開催
しました。
外部評価委員会は、保証協会の経営および業務全般

について第三者が客観的に評価することを目的に設置
されています。
委員会においては、令和２年度経営計画および第５

次中期事業計画の自己評価について説明しました。
外部評価委員の方からは、「当初計画と大きく異な
る結果となったが、コロナ禍という非常事態にもかか
わらず、中小企業の資金繰り支援に貢献できたことは
評価できる」等の意見をいただきました。
なお、外部評価委員会での評価等は、当協会のホー

ムページに掲載予定です。

２．経営支援への取組み

中小企業者の様々な「声」に耳を傾け、経営課題の解決を共に目指す経営支援に取り組んでいます。

◆経営支援のフロー

◆経営支援策の例
【専門家派遣】
経営課題を抱えている中小企業者に豊富な知識と経験を有する専門家を派遣し、目標実現や課題解決に向けた

お手伝いをしています。原則として、費用は当協会にて負担します。
埼玉県中小企業診断協会、日本技術士会埼玉県支部、日本公認会計士協会埼玉会等と連携し、中小企業者が抱

える経営課題に適した専門家を派遣しています。

【経営サポート会議】
「経営サポート会議」は、中小企業者が抱える金融面の課題解決をサポートするため、中小企業者と取引金融

機関等の関係者が集まり、支援の方向性について意見交換を行う会議です。
当協会が事務局を務め会議を円滑に運営することで、課題の早期解決をサポートしています。

現況把握

中小企業者の現況把握を適宜実施
�金融機関と連携したモニタリングの実施
�面談や現地訪問等による経営課題の確認

経営支援策
を実施

経営課題解決に向けたサポート
�経営課題に適した各種経営支援策を提供

フォロー
アップ

経営支援実施後の経営状況を確認
�経営課題解決に向けた進捗状況を面談や現地訪問等
により確認
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「信用保証委託契約書の『後取り』」について教えてください。

信用保証委託契約書を保証申込時に当協会へ送付するのではなく、保証承諾後に当協会へ送付する事務手続き
を「信用保証委託契約書の『後取り』」といいます（令和３年７月１日当協会受付処理分から取扱開始）。これ

により、信用保証委託契約書の作成を、金銭消費貸借契約書等と併せて行うことが可能となります。

〈参考〉信用保証委託契約書「後取り」の事務フロー

保証申込 � 保証審査 � 保証承諾
（信用保証書発行）�

�金銭消費貸借契約書等作成
�信用保証委託契約書作成 � 信用保証委託

契約書送付

保証申込時に信用保証委託契約書
の添付は不要です。

信用保証委託契約書を作成後、信用保証書に同封し
ている送付書とともに、当協会へ送付してください。

～信用保証委託契約書記入時の留意事項～ Pick Up!

日付を必ず記入してください。

印鑑証明書のとおり、住所・氏名等を記
入してください。
※印鑑証明書にマンション名等が記載さ
れている場合は省略せずに記入してく
ださい。

信用保証書に記載された、貸付金額・貸
付形式を記入してください。

信用保証書に記載された保証番号を記入
してください。
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令和３年度の県制度融資の変更点について教えてください。

主な変更点は以下のとおりです。

表紙のイラスト フンボルトペンギン（埼玉県こども動物自然公園）
東松山市の「埼玉県こども動物自然公園」には、フンボルトペンギンの生息地であるチリの

チロエ島にある保護区を再現した“ペンギンヒルズ”というエリアがあります。ここでは、ペン
ギンたちが草地の斜面を歩き回る姿や、丘にある箱型の巣穴で生活する姿を観察できます。
ペンギンといえば、氷の上を歩く涼しげなイメージがありますが、ここで暮らすフンボルト
ペンギンはもともと温帯の乾いた大地で生きるペンギンです。とはいえ、彼らも暑さに強いわ
けではありません。夏は巣の中や日かげで直射日光を避け、ペンギンヒルズ内の涼しい場所
を選んで夏の暑さを乗り切る努力をしているのです。私たちも熱中症対策をして、彼らと一緒
に暑い夏を元気に乗り切りましょう！

⑴融資利率
令和２年度
下半期 令和３年度上半期

融資期間
資金名称 一律 １年超

３年以内
３年超
５年以内

５年超
１０年以内

経営安定資金（大臣指定・特定業種以外） 1.0% 0.7% 0.8% 0.9%

経営安定資金（大臣指定・特定業種）（知事指定） 1.1% 0.8% 0.9% 1.0%

経営あんしん資金 1.3% 1.1% 1.2% 1.3%

⑵融資限度額および融資期間
資金名称 令和２年度 令和３年度

経営安定資金

限度額
運転 ５，０００万円
設備 ５，０００万円

※設備資金は災害復旧関連のみ利用可能

運転 ８，０００万円
設備 ８，０００万円

※設備資金は災害復旧関連のみ利用可能

期 間
運転 ７年以内（据置１年以内）
設備 １０年以内（据置１年以内）

※災害復旧関連の場合、据置２年以内

運転 １０年以内（据置１年以内）
設備 １０年以内（据置１年以内）

※災害復旧関連の場合、据置３年以内
（大臣指定危機要件は据置２年以内）

経営あんしん
資金

限度額 運転 ５，０００万円 運転 ８，０００万円

期 間 運転 ７年以内（据置１年以内）
運転 １０年以内（据置１年以内）

※知事が指定する特別な災害等の場合、
据置３年以内

⑶経営安定資金の受付機関変更
制度融資の手続き簡素化・利便性の向上を図るため、経営安定資金の申込受付機関が以下のとおり変更されてい

ます。なお、知事指定に係る認定については、従前どおり商工会議所等で受付を行います。
令和２年度 令和３年度

事業所所在地区の商工会議所・商工会 申込金融機関

5Season Report 2021年夏号 ／埼玉県信用保証協会



　当社の加工した部品は、自動車・医療
関係機器・照明器具・ガスメーター等と
いった幅広い分野で使用されています。
あなたのオーダー、お悩みにも、若い従
業員の自在に伸び縮みするような柔軟
で自由な発想力でお応えしますので、
お気軽にお問い合わせください。

強矢 輝行様

株式会社
強矢製作所

専門家の方は、製品毎の詳細な受注管理状況、生産
工程毎の品質・納期管理状況といった、生産現場の細
部に至るまでを丁寧に精査。これは当社の生産現場の
見える化に繋がりました。
この見える化こそが当社にとって“気づき”の機会
に。受注段階からその後の生産工程、業務量、作業時
期・期間から逆算し、パズルを組み合わせるように生産
体制を計画的に構築する必要性を認識できました。
この内容を盛り込んだ経営改善計画書を、専門家の
方の支援を受けながら策定。頭の整理ができ、今後取
り組んでいくことの方向性が定まりました。「こんな金属加工をできる会社がどこかにあったら

…」そんなことを思ったことはありませんか。当社は、金

属研磨等の仕上げ加工を中心に、ダイカスト・二次加

工・めっきといった幅広い加工をワンストップで請け

負っています。

このように幅広く、かつ高品質の加工技術を安定的

に提供できているのは、信頼関係で結ばれた協力会社

と補完し合って受注できる体制を確立できており、平

均年齢33歳の若い従業員たちがチャレンジ精神を

持って新しいことに取り組んでいるからです。

すべての仕事は、人と人との繋がり・関係性のうえに

成り立っていると考えています。

取引先は良きパートナーとして、従業員は家族とし

て、その一人一人と一生をともにする想いです。そのた

め、お付き合いをするにあたっては、「思いやり」や「コ

ミュニケーション」が大事になります。取引先とは悩み

や課題をともに解決する方法を考え、模索し、一緒に取

り組む。従業員とは、同じ目線に立って、個性や良さを

引き出す対話を重ねる。こうしたことの積み重ねで人

の輪が広がり、現在の当社があります。

ここに至るまでの道のりは、常に順風満帆であった
わけではありません。20年程の歴史においては、利益
の確保ができなかったことも。
どうしていくべきかと模索する中で、金融機関・信用
保証協会に相談。信用保証協会の担当の方は、私の想
いに真摯に耳を傾け、当社のためにある提案をしてく
れました。それは、製造業の支援に長けた専門家（中小
企業診断士）の助言を得ながら当社の現状・課題を整
理し、今後の方策を練ることでした。

専門家の方は経営改善計画書が出来上がるまで、合
計8回も来ていただき、いつしか同じゴールを目指す仲
間のような存在に。相談していた事業が成功した際に
は、自分のことのように喜んでくれました。
専門家の方も、専門家の方と当社とを結びつけてく

れた信用保証協会も、どちらもが欠くことのできない
存在です。
こうして繋がった関係性の輪を大事にしながら、従
業員・協力会社と一丸となって取引先の課題解決に取
り組んでいくことで、当社と繋がるすべての方々の成
長・発展に貢献していきたいです。

　当社の加工技術を活かして新商品の開発にチャレンジ。
　金属製のオリジナル靴ベラの製造に取り組んでいます。企業名
や図形を彫ることができますので、ノベルティグッズに最適。ぜひ、
当社の技術をその目で、その手でご堪能ください。

代表取締役

秩父郡小鹿野町下小鹿野
878－1
0494－72－0214
https://suneya.net/

代表取締役：強矢 輝行様

人を惹きつける魅力から生まれる和
人と人との繋がりで広がる大輪

埼玉県を元気に
彩る企業を紹介！

STORY

新たな分野も
協力し合って切り開く

どんな仕事も一人ではできない
すべては人と人との和のうえに

繋がった輪を大切にしていくために

信用保証協会への相談がきっかけ
専門家の方との出会い

気づきがあったから定まった方向性

Message

Pick Up!Pick Up!

株式会社強矢製作所
かぶ しき がい しゃ すね や せい さく しょ

所在地

TEL

URL

詳細はこちらを
ご覧ください

Check!
InformationInformation

#825950　シーズンリポート2021年夏号　彩りストーリー
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Season Report　2021年夏号／2021年7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


