
 ７．資金を調達したい、リスクに備えたい（資金調達・貿易保険） 

７－① 貿易保険 

問い合わせ先：（独）日本貿易保険 大阪支店 営業グループ 
           TEL: 06-6233-4018 / FAX: 06-6233-4001 
           mailto: sme-support-osaka@nexi.go.jp     

支援対象者：貿易取引や海外進出を行う民間企業 
支援内容：●貿易取引に関するカントリーリスクや取引相手方の破産等の貸倒れリスクにより発生し 
                 た出荷不能や代金回収不能による損失をカバー。海外進出（投資）の際の出資金等を対 
                 象に相手国のカントリーリスクをカバー。 
                 ●対外取引に関するリスクヘッジの相談対応を実施。地方銀行、日本政策金融公庫、商 
                 工中金、都市銀行、損保等の金融機関との連携による貿易保険を活用した中小企業の海 
                 外展開支援への取り組み。 
                 ☆ 保険利用のための信用調査報告書の取得費用について、中小企業については８件ま 
                 で日本貿易保険が費用負担。 
                 ☆ 対外取引のリスクヘッジに関する相談には無料で対応。 
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７－② 海外ビジネス展開支援資金 

問い合わせ先：山口県商工労働部経営金融課 
                      TEL： 083-933-3188      

支援対象者：山口県内の中小企業者等 
支援内容：経済成長が著しいアジア地域等において、海外市場を開拓しその需要を取り込むための 
       ビジネスを円滑に展開する事業資金を融通し、中小企業者等の活力ある成長及び発展を 
       図ります。 
       【融資対象】海外市場販路拡大等事業計画等に基づき、輸出入商談会への参加、国内外 
               展示会及び国際博覧会への出展、海外での営業活動、海外販売コーナーの 
               設置、事業化可能性調査等、海外市場販路開拓及び拡大等のために必要な 
               資金 
       【資金使途】運転資金 
       【融資限度額】1,000万円 
       【融資期間】5年（うち据置期間1年）以内 
       【融資利率】年1.9％（責任共有制度対象外：年1.7％） 
       【保証料率】年0.34～1.45％（責任共有制度対象外：年0.40～1.76％） 
       【その他】 
       保証人は、原則として法人の代表者以外は不要です。担保は、必要に応じて徴求します。 
        融資を受けるにあたっては「海外市場販路拡大等事業計画」等の提出が必要です。 
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７－③ 海外展開・事業再編資金 

問い合わせ先：日本政策金融公庫 広島支店 中小企業事業 
                        TEL: 082-247-9151 
                        HP: http://www.jfc.go.jp/ 

支援対象者：次の（１）または（２）に当てはまる方 
       （１）経済の構造的変化に適応するために海外展開することが経営上必要であり、次の①～ 
                     ③に当てはまる方 
                 ①開始または拡大しようとする海外展開事業が、当該中小企業の本邦内における事業の 
                     延長と認められる程度の規模を有するものであること。 
                 ②本邦内において、事業活動拠点（本社）が存続すること。 
                 ③経営革新の一環として、海外市場での取引を進めようとするものであり、次の（イ）～          
         （ニ）のいずれかであること。 
                    （イ）取引先の海外進出に伴い、海外展開をすること 
                    （ロ）原材料の供給事情により、海外進出をすること 
                    （ハ）労働力不足により、海外進出をすること 
                    （ニ）国内市場の縮小により、海外市場の開拓・確保に依らないと成長が見込めないた 
                           め海外展開をすること 
                （２）海外における経済の構造的変化などに適応するために次の①及び②を満たす方 
                  ①海外直接投資に係る海外展開事業を再編（全部または一部を廃止することを含む。）す 
                      ることが経営上必要であること 
                  ②本邦内における事業活動は継続し、中長期的にみて発展することが見込まれること 
支援内容：【資金使途】 
                 当該事業を行うために必要な設備資金及び長期運転資金（海外企業に対する転貸資金を 
                 含む） 
                 なお、（２）の方が必要とする長期運転資金には、海外展開事業の再編のための資金及び 
                 これに伴う債務の返済資金を含む。 
                 【融資限度】 
                 直接貸付：７億２千万円（うち運転資金２億５千万円） 
                 代理貸付：１億２千万円 
                 【融資利率（※）】 
                 基準利率（特別利率が適用される場合あり）。また、本資金は外貨貸付がご利用できます。 
                 ※なお、信用リスク・融資期間等に応じて所定の利率が適用されます。 
                 【融資期間】 
                 設備資金２０年以内（うち据置期間２年以内） 
                 運転資金７年以内（うち据置期間２年以内） 
                 【担保・保証人等】 
                  担保設定の有無、担保の種類などについては、ご相談のうえ決めさせていただきます。 
                  直接貸付において、一定の要件を満たす場合には経営者保証が不要となります。 
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７－④ スタンドバイ・クレジット制度 

問い合わせ先：日本政策金融公庫 広島支店 中小企業事業 
                        TEL: 082-247-9151 
                        HP: http://www.jfc.go.jp/ 

支援対象者：スタンドバイ・クレジット（以下「信用状」といいます）の発行が、海外現地法人等が海外金 
                   融機関から現地流通通貨建て融資を受けることを目的としたものであり、かつ、次の（1） 
                   ～（4）のいずれかに当てはまる方 
                  （1）新事業活動促進法に基づく経営革新計画の承認（変更承認を含む）を受けた方 
                  （2）新事業活動促進法に基づく異分野連携新事業分野開拓計画の認定（変更認定を含 
                       む）を受けた方 
                  （3）地域資源活用事業活動促進法に基づく地域産業資源活用事業計画の認定（変更認 
                       定を含む）を受けた方 
                  （4）農商工等連携事業活動促進法に基づく農商工等連携事業計画の認定（変更認定を 
                       含む）を受けた方 
                  （注）なお、本制度により資金調達を行う海外現地法人は、お客さまが経営を実質的に支 
                   配している先で、かつ、上記の計画においてお客さまと共同で事業を行うこととされてい 
                   る先に限ります。  
支援内容： 【信用状の補償限度額】 
                 １法人あたり４億５千万円（①海外支店や分工場等、国内親会社と法人格が同一の場合 
                 は国内親会社毎に４億５千万円、②海外において別個に法人格をもつ場合は当該法人 
                 毎に４億５千万円が補償限度額となります） 
                【補償料率】 
                 信用リスク・信用状有効期間等に応じて所定の料率が適用されます。 
                【信用状の有効期間】 
                 １年以上６年以内 
                【担保・保証人等】 
                 担保設定の有無、担保の種類などについては、ご相談のうえ決めさせていただきます。             
                 一定の要件を満たす場合には経営者保証が不要となります。 
                【海外でのお借入れ条件】 
                 融資条件（期間・返済方法・金利等）の詳細については、海外金融機関が決定しますが、 
                 以下の内容であることが必要です。 
                 融資金額及び通貨：信用状の補償金額の範囲内。現地流通通貨建て 
                 資金使途：承認または認定を受けた計画事業を行うための設備資金及び長期運転資金 
                 融資期間：１年以上５年以内 
                【提携先海外金融機関（掲載は提携順）】 
                 バンコック銀行（タイ王国）、メトロポリタン銀行（フィリピン）、KB國民銀行（大韓民国）、ユ 
                 ナイテッド・オーバーシーズ銀行（シンガポール）、バンクネガラインドネシア（インドネシア）、 
                 ベト・イン・バンク（ベトナム）、CIMB銀行（マレーシア）、バノルテ銀行（メキシコ）、合作金 
                 庫銀行（台湾） （平成２８年４月１日現在） 
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７－⑤ 海外資金調達 

支援対象者：民間企業等 
支援内容：現地法人様へ直接ご融資するクロスボーダーローン、スタンドバイ信用状にもとづく現地法 
       人様への現地通貨建融資等、海外拠点や業務提携先と協調し資金調達をサポートいたし                
               ます。 
               <海外支店、業務提携先> 
              ○当行香港支店 
              ○山口銀行(青島、大連、釜山) 
              ○バンクオブチャイナ(中国) 
              ○中国工商銀行(中国) 
              ○交通銀行(中国) 
              ○カシコン銀行(タイ) 
              ○スタンダード・チャータード銀行(英) 
              ○バンクネガラインドネシア(インドネシア) 
              ○インドステイト銀行(インド) 
              ○メトロポリタン銀行(フィリピン) 
              ○中國信託商業銀行(台湾) 
              ○ベトコム銀行(ベトナム)        
               ※ご相談は無料 

７－⑥ 海外ビジネス支援デスク 
支援対象者：海外進出している企業及び海外進出を検討している企業等 
支援内容：海外進出に関する金融サービスの提供 
        (1)資金調達支援(クロスボーダーローン、スタンドバイL/C、提携リース会社の紹介等) 
        (2)外国為替（口座開設、両替、海外送金など） 
        ※ご相談：無料 

問い合わせ先：中国銀行 国際部 アジアデスク 
                       TEL: 086-234-6539 
                       FAX: 086-234-6591           

問い合わせ先：トマト銀行コンサルティング営業部 海外ビジネス支援デスク 
                      TEL: 086-800-1820 



７－⑦ 海外資金調達 
支援対象者：民間企業他 
支援内容：【支援内容】 
       ①クロスボーダーローン…現地法人が、当行より直接お借り入れを行う方法です。 
       ②スタンドバイクレジット…現地法人が現地銀行より融資を受ける際に当行が現地銀行に 
         信用状を発行し、お借り入れをサポートする方法です。 
               ③各種リース取引…当行の提携リース会社を通じて設備等の調達のお手伝いをいたします。 
                【海外拠点】 
                上海駐在員事務所（中国） 
                バンコック駐在員事務所（タイ） 
                シンガポール駐在員事務所（シンガポール） 
               その他、海外提携先銀行18行 
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問い合わせ先：広島銀行 国際営業部 国際営業室 
                      TEL:  082-504-3923 

７－⑧ グループ銀行の海外拠点・海外の提携銀行を活用した現地通貨建 
            資金調達支援 

支援対象者：海外進出済みあるいは海外進出を検討している中小企業 
支援内容：①東南アジアにおける資金ニーズへの対応  
                海外の提携銀行とのネットワークを活用し、資金ニーズに対応します。 
               【海外の提携銀行】 
               タイ              TMB銀行 
                インドネシア   バンクネガラインドネシア 
                インド           インドステイト銀行 
                フィリピン      メトロポリタン銀行 
               ベトナム    ベトコムバンク 
               ②中国・韓国における資金ニーズへの対応 
                スタンドバイL/Cを差し入れるなどの方法で、資金ニーズに対応します。 
               【山口銀行の海外拠点】 
                 中国 大連支店・青島支店 
                韓国 釜山支店 
          
                 ※相談は無料 

問い合わせ先：もみじ銀行 事業性評価部内 ソリューション推進グループ 
          TEL: 082-241-3481 
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