
新型コロナウイルス感染症
経営改善サポート資金

事業再生計画実施関連保証
（通称：経営改善サポート保証）

「感染症対応型」

府　伴走支援資金 府　伴走支援資金4号 府　伴走支援資金5号 府　経安4号 府　経安5号 府　改善サポート（感染） 協　伴走資金特別 協　伴走資金特別4号 協　伴走資金特別5号 協　経安4号 協　経安5号 協　改善サポート（感染）

市長村長の認定 ― 4号 5号 4号 5号 ― ― 4号 5号 4号 5号 ―

ご利用いただける方

府内において事業を営んでおり、新型コロナウ
イルス感染症等により経営に影響を受けている
中小企業者で、次の①又は②ⅰからⅵのいず
れかに該当するもの
①最近１カ月間の売上高が前年同月の売上高
と比較して５％以上減少しているもの
②ⅰ最近１カ月間の売上高総利益率が前年同
月の売上高総利益率と比較して５％以上減少
しているもの
ⅱ最近１カ月間の売上高総利益率が直近決算
の売上高総利益率と比較して５％以上減少し
ているもの
ⅲ直近決算の売上高総利益率が直近決算前
期の売上高総利益率と比較して５％以上減少
しているもの
ⅳ最近１カ月間の売上高営業利益率が前年同
月の売上高営業利益率と比較して５％以上減
少しているもの
ⅴ最近１カ月間の売上高営業利益率が直近決
算の売上高営業利益率と比較して５％以上減
少しているもの
ⅵ直近決算の売上高営業利益率が直近決算
前期の売上高営業利益率と比較して５％以上
減少しているもの

府内において事業を営
んでおり、新型コロナウ
イルス感染症等により
経営に影響を受けてい
る中小企業者で、中小
企業信用保険法（以下
「保険法」という。）第２
条第５項第４号に該当
する者として市町村長
の認定書を受けてから
30日
以内に融資申込を行っ
たもの

府内において事業を営
んでおり、新型コロナウ
イルス感染症等により
経営に影響を受けてい
る中小企業者で、保険
法第２条第５項第５号
に該当する者として市
町村長の認定書を受け
てから30日以内に融資
申込を行ったもの

府内において事業を営
む中小企業者のうち、
金融機関等による融資
後のサポートを受けるこ
とが可能であり、中小
企業信用保険法第2条
第5項第4号の規定によ
り経営の安定に支障を
生じていることについて
市町村長の認定を受け
た中小企業者

府内において事業を営
む中小企業者のうち、
金融機関等による融資
後のサポートを受けるこ
とが可能であり、中小
企業信用保険法第2条
第5項第5号の規定によ
り経営の安定に支障を
生じていることについて
市町村長の認定を受け
た中小企業者

府内において事業を営
んでいる中小企業者
で、「経営サポート会
議」での検討等により
作成した事業再生に係
る計画に従って、事業
再生を行う方

府内において事業を営んでおり、新型コロナウ
イルス感染症等により経営に影響を受けている
中小企業者で、次の①又は②ⅰからⅵのいず
れかに該当するもの
①最近１カ月間の売上高が前年同月の売上高
と比較して５％以上減少しているもの
②ⅰ最近１カ月間の売上高総利益率が前年同
月の売上高総利益率と比較して５％以上減少
しているもの
ⅱ最近１カ月間の売上高総利益率が直近決算
の売上高総利益率と比較して５％以上減少し
ているもの
ⅲ直近決算の売上高総利益率が直近決算前
期の売上高総利益率と比較して５％以上減少
しているもの
ⅳ最近１カ月間の売上高営業利益率が前年同
月の売上高営業利益率と比較して５％以上減
少しているもの
ⅴ最近１カ月間の売上高営業利益率が直近決
算の売上高営業利益率と比較して５％以上減
少しているもの
ⅵ直近決算の売上高営業利益率が直近決算
前期の売上高営業利益率と比較して５％以上
減少しているもの

府内において事業を営
んでおり、新型コロナウ
イルス感染症等により
経営に影響を受けてい
る中小企業者で、中小
企業信用保険法（以下
「保険法」という。）第２
条第５項第４号に該当
する者として市町村長
の認定書を受けてから
30日
以内に融資申込を行っ
たもの

府内において事業を営
んでおり、新型コロナウ
イルス感染症等により
経営に影響を受けてい
る中小企業者で、保険
法第２条第５項第５号
に該当する者として市
町村長の認定書を受け
てから30日以内に融資
申込を行ったもの

中小企業信用保険法
第2条第5項第4号の規
定により経営の安定に
支障を生じていることに
ついて市町村長の認
定を受けた中小企業者

中小企業信用保険法
第2条第5項第5号の規
定により経営の安定に
支障を生じていることに
ついて市町村長の認
定を受けた中小企業者

府内において事業を営
んでいる中小企業者
で、「経営サポート会
議」での検討等により
作成した事業再生に係
る計画に従って、事業
再生を行う方

お使いみち
運転資金
設備資金

運転資金
設備資金

運転資金
設備資金

運転資金
設備資金

2 億円うち
有担保2億円
無担保8,000万円
特別小口保険に
係る保証
2,000 万円

2億円うち
有担保2億円
無担保8,000万円

2億8,000万円うち
有担保2億円
無担保8,000万円

一般枠
*一般保証、経営安定関連
保証および危機関連保証と
別枠

一般枠
*一般保証、経営安定関連
保証および危機関連保証と
別枠

ご融資期間

一括返済
1年以内

分割返済
15年以内
（据置5年以内）

一括返済
1年以内

分割返済
15年以内
（据置5年以内）

ご融資利率 固定 年 1.2％ 金融機関所定利率

信用保証料率

年0.45％～年1.90％
（経営者保証なしの場合）
年0.65％～年2.10％
ただし保証料補給あり
年0.25％～0.95％

責任共有保証料率
年0.80％
（経営者保証なしの場合）
年1.00％
責任共有外保証料率
年1.00％
（経営者保証なしの場合）
年1.20％
ただし保証料補給あり
年0.60％～1.00％

年0.45％～年1.90％
（経営者保証なしの場合）
年0.65％～年2.10％
ただし保証料補給あり
年0.25％～0.95％

責任共有保証料率
年0.80％
（経営者保証なしの場合）
年1.00％
責任共有外保証料率
年1.00％
（経営者保証なしの場合）
年1.20％
ただし保証料補給あり
年0.60％～1.00％

【実質】
年0.20％～年1.15％

【実質】
年0.20％

【実質】
年0.20％～年1.15％

【実質】
年0.20％

返済方法 原則均等分割返済 原則均等分割返済

保証人

原則として
法人代表者以外は
不要

原則として
法人代表者以外は
不要

担保 必要に応じて徴求 必要に応じて徴求

※お申込みに際しましては、当金庫及び大阪信用保証協会の審査をさせていただきます。 Ｒ５．４．３現在
※審査の結果、ご希望に沿いかねる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。

必要に応じて徴求

原則として法人代表者以外は不要

必要に応じて徴求

毎月元金均等分割返済

年 0.80％年 0.90％

毎月元金均等分割返済

原則として法人代表者以外は不要

経営安定に必要な運転資金・設備資金

2億8,000万円うち
有担保2億円
無担保8,000万円
特別小口保険に係る保証2,000万円

一括返済
1年以内

分割返済
10年以内
（据置5年以内）

固定 年 1.2％

7年以内（据置1年以内）
ただし運転資金のみの場合は据置6ヵ月以内

金融機関所定利率

経営安定に必要な運転資金・設備資金 経営安定に必要な運転資金・設備資金

ご融資限度額

経営安定に必要な運転資金・設備資金

*一般保証と別枠ですが、経営安定関連保証として同枠です。

大阪信用保証協会　保証商品一覧（新型コロナウイルス関連）

制度名称
新型コロナウイルス感染症等伴走支援型資金 経営安定サポート資金（経営安定資金）

大阪府融資制度保証 金融機関経由保証

伴走支援型特別保証 セーフティネット保証

原則均等分割返済

原則として
法人代表者以外は
不要

必要に応じて徴求

1億円

*一般保証と別枠ですが、経営安定関連保証として同枠です。

有担 運転資金:原則7年以内
　　　 設備資金:20年以内
無担 運転資金:原則5年以内
       設備資金: 7 年以内
※借換保証制度要綱に基づき取扱う場合は、
   原則10年以内（据置1年以内）

一括返済
1年以内

分割返済
10年以内
（据置5年以内）

年 0.80％

原則均等分割返済

原則として法人代表者以外は不要

必要に応じて徴求

年0.85％
（経営者保証なしの場合）
年1.05％
ただし保証料補給あり
年0.65％～0.85％

【実質】
年0.20％

1億円

年0.85％
（経営者保証なしの場合）
年1.05％
ただし保証料補給あり
年0.65％～0.85％

【実質】
年0.20％

金融機関所定利率 金融機関所定利率

年 0.90％


