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１．総論 

 

問１－１： 本制度創設の背景は何か。 

 

答： 我が国では、中小企業・小規模事業者の経営者の高齢化が進み、事業承継が喫緊の

課題となっている。第１３回金融ＷＧ（令和元年８月開催）の資料によると、２０１

６年度調査において約３８１万人いる日本国内の中小企業経営者のうち、２０２５年

には約２４５万人が７０歳以上になると見込まれており、その約半数の１２７万人が

後継者未定の状態にある。 

さらにその１２７万人の中で後継者候補がいる中小企業者のうち、約６０％が経営

者保証を理由に事業承継を拒否しており、このまま廃業が急増すれば、２０２５年ま

でに６５０万人の雇用と２２兆円のＧＤＰが失われる可能性も指摘されている。 

そこには、後継者が前経営者の提供していた個人保証を引き継ぐ（後継者が債務の

保証人となる）という融資慣行が、後継者にとって大きな負担となっているという背

景があり、事業承継が進まない要因の一つとも言われている。 

保証協会における経営者保証の取扱いについては、平成３０年度より代表者交代時

に新旧代表者から保証を提供させる「二重徴求」を原則禁止としているところである

が、政府が策定した「成長戦略２０１９」や「事業承継時の経営者保証解除に向けた

総合的な対策（金融ＷＧ資料より）」に基づき、事業承継時における後継者の経営者

保証を可能な限り解除することをさらに後押ししていくため、一定の要件の下で経営

者保証を不要とする新たな信用保証制度として本制度が創設されたものである。 

 

問１－２： 事業承継時の経営者保証解除に向けた総合的な対策とは何か。 

 

答： 問１－１で示した本制度創設に加え、次の①から④に掲げる施策を実施することで

経営者保証に依存しない融資を一層進めていく総合的な対策のことをいう。 

①原則として新旧代表者の双方から二重には保証を求めないようにするなど、事業

承継時に焦点を当てた「経営者保証に関するガイドライン」の特則を制定。 

②中小企業者が事業承継時に「経営者保証に関するガイドライン」及びその特則の

要件を充足できるよう、専門家の確認・支援を受けることができる体制を整備。 

③商工組合中央金庫は、政府系金融機関として、「経営者保証に関するガイドライ

ン」の徹底により、一定の要件を満たす企業に対して２０２０年から原則無保証

とする。また、中小企業金融における政府系金融機関、保証協会による経営者保

証の徴求状況について、２０１８年度分から個別の保証協会の実績を一括して公

表を行うなど、経営者保証の取扱い状況について「見える化」。 

④金融機関における金融仲介の取組状況を客観的に評価できる指標（ＫＰＩ）とし
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て、「事業承継時における保証人徴求状況（旧経営者と後継者から二重徴求、旧

経営者のみ徴求、後継者のみ徴求、両者とも保証人徴求せず）」及び「新規融資

に占める経営者保証に依存しない融資の割合」を設定し、２０１９年度下期以降

の状況の公表を通じて金融仲介の取組状況を「見える化」。 

 

問１－３： 本制度の概要はどのようなものか。 

 

答： 本制度は、保証申込受付日から３年以内に事業承継を予定する具体的な計画を有

し、資産超過である等の財務要件を満たす中小企業者に対して、個人保証が提供され

ている借入（事業承継前に限る）を借り換えして無保証人にする等、事業承継時に障

壁となる保証人（経営者保証含む）を解除し、事業承継を促進することを企図してい

る（一定の要件を満たす事業承継済みの中小企業者も対象）。借換えについては、信

用保証付借入のみならず、プロパー借入（他金融機関扱いも含む）の借換えも積極的

に取り扱うこととしている。 

加えて、一般分の普通保険及び無担保保険に係る保証の取扱いとしており一般保証

の保証料率が適用されるが、経営者保証コーディネーター※１による確認を受けた場

合に限り、一般保証より低廉な保証料率（保証料率の軽減）が適用されることが特

徴。 

 

※１ 経営者保証コーディネーター 

   経済産業省の委託又はその委託を受けた者の再委託を受けて事業の承継に対する支

援に係る事業（＝事業承継時の経営者保証解除に向けた専門家による支援事業）を行

う者（事業承継ネットワーク地域事務局等※２）が雇用する専門家。経営者保証コー

ディネーターは、事業承継ネットワーク地域事務局等に常駐し、①中小企業者からの

相談受付、②『事業承継時判断材料チェックシート（以下「チェックシート」とい

う。）』に基づく経営状況の見える化（確認）、③チェックシートをクリアできない先

に対する既存支援施策を活用した経営改善の慫慂、④金融機関と目線合わせを行う本

事業の派遣専門家のアサイン、⑤案件の進捗管理を実施する。 

「経営者保証コーディネーターによる確認を受けた場合」とは、②『チェックシー

ト』に基づく経営状況の見える化（確認）を受け、チェックシートをクリアした場合

をいう。 

 

 ※２ 事業承継ネットワーク地域事務局等 

   事業承継時の経営者保証解除に向けた専門家による支援事業の委託先として、全国

的に事業承継ネットワーク地域事務局と調整しているが、令和元年度の事業では、千

葉県、岐阜県においては、事業承継ネットワーク地域事務局（千葉県：千葉県産業振
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興センター、岐阜県：岐阜県産業経済振興センター）とは別に、プッシュ型事業承継

支援高度化事業の事務局（千葉県：千葉商工会議所、岐阜県：岐阜県商工会連合会）

がある、また東京都においては事業承継ネットワーク地域事務局がない、といった地

域毎の事情があることから、事業承継時の経営者保証解除に向けた専門家による支援

事業の委託先は、事業承継ネットワーク地域事務局を中心に想定しつつも、それ以外

の機関も想定される。 

 

問１－４： 問１－３にある「一般保証より低廉な保証料率（保証料率の軽減）」とはど

のような料率か。 

 

答： 制度要綱10.信用保証料率に規定する次表の保証料率をいう。 

 

 

 

 

問１－５： 経営者保証コーディネーターの確認がない場合でも本制度を取り扱うこと

は可能か。 

 

答： 可。その場合は一般保証の責任共有保証料率を適用することとなる。 

 

 

答： 制度要綱５．保証割合において、本制度は申込金融機関の選択した責任共有制度の

方式によるものとされているため、小口零細企業保証制度を含めて、責任共有対象外

の保証は対象とならない。 

  

区分 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 

％ 1.15 1.00 0.85 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 

問１－６： 本制度は小口零細企業保証制度の対象となるのか。 
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２．各論 

 

（１）申込人資格要件・申込方法について 

 

① 全般関係 

 

問２－１： 本制度の利用対象者はどのような者か。 

※令和２年６月 15 日改正、令和３年４月１日改正、令和４年４月 20 日改正、令和４年８

月 31日改正 

答： 制度要綱２．申込人資格要件（１）信用保証協会の保証申込受付日から３年以内に

事業承継を予定する事業承継計画を有する法人、又は同資格要件（２）令和２年１月

１日から令和７年３月３１日までに事業承継を実施した法人であって、事業承継日か

ら３年を経過していないもの（３年以内に保証協会が保証申込みを受付したもの）に

該当し、かつ同資格要件（３）に定める①から④までの全ての要件（以下参照）を満

たす者が対象となる。 

ただし、④については、申込日が、中小企業信用保険法第２条第６項の規定に基づ

き、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため我が国の中小企業に著

しい信用の収縮が全国的に生じていると経済産業大臣が認める場合に係る期間中（そ

の後延長がなされた場合は延長後の期間まで）である場合においては、当該要件を確

認することとなる日については、申込日又は当該期間の始期の前日を基準として要件

を確認することも可能。ただし、令和２年経済産業省告示第３６号（新型コロナウイ

ルス感染症に係る経営安定関連４号の告示）により経済産業大臣が指定した事由とし

て指定した期間中（その後延長がなされた場合は延長後の期間まで）である場合にお

いては、令和２年経済産業省告示第４９号（新型コロナウイルス感染症に係る危機関

連保証の告示）により経済産業大臣が認めた場合として指定した期間の始期の前日

（令和２年１月３１日）を基準として要件を確認することでも差し支えない（問２－

31参照）。 

なお、本制度を既に利用している中小企業者は、上記に該当することに加え、本制

度１回目の保証日（ただし、貸付実行されたものに限る。）から３年以内に保証申込み

（保証協会の保証申込受付）を行うものに限る。 

 

① 資産超過であること 

② ＥＢＩＴＤＡ有利子負債倍率が１５倍以内であること 

③ 法人・個人の分離がなされていること 

④ 返済緩和している借入金がないこと 
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問２－２： 本制度における「事業承継（代表者交代等）」の定義は。 

 

答： 本制度の対象となる「事業承継」とは、法人における「代表者の交代及び追加」を

指す。 

事業承継の形態については、親族内承継及び役員・従業員承継の他、代表者交代等

が伴えば、社外への引継ぎ（Ｍ＆Ａ等）も対象となる。また、後継者が代表者に就任

後も、旧代表者が代表権を有したまま会社に残る場合（複数個別代表）についても、

代表者交代等に含まれるものとする。 

なお、本制度においては、株式の保有や移転は、事業承継の要件とはしていない。 

 

問２－３： 法人であれば全ての中小企業者が対象となるのか。また、個人事業主は対

象となるのか。 

 

答： 中小企業信用保険法第２条第１項に規定されている中小企業者のうち、個人以外の

もの（会社、組合、ＮＰＯ法人等）が対象となる。したがって、個人事業主は対象と

ならない。 

なお、組合については、代表者が一定の期間で交代している（組合員の輪番制）ケ

ースが見受けられるが、中には事業承継に課題を抱えているものもあると想定され、

一律に排除することは適当ではないため、本制度の対象としたものである。 

 

問２－４： 業歴要件はあるか。例えば、創業期にある中小企業者が事業承継を実施する

場合も本制度の対象となるのか。 

 

答： 業歴要件はない。創業期にある中小企業者であっても、確定した決算があり、制度

要綱２.申込人資格要件を満たせば対象となる。 

 

問２－５： 連帯債務者は本制度の対象となるのか。 

 

答： 連帯債務者のそれぞれが法人である場合は対象となる。その場合、両者ともに制度

要綱２．申込人資格要件を充足することを要する。ただし、制度要綱 10．信用保証料

率に規定されているとおり、保証料率の軽減の対象とはならず、保証料率は 1.15％が

適用される。 

 

問２－６： 本制度を利用中の（又は完済した）中小企業者が、再度（複数回）本制度

を利用することは可能か。 
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答： 可。ただし、制度要綱２．申込人資格要件に規定されているとおり、本制度を利用

済みの中小企業者が複数回利用する場合は、本制度１回目の保証日（ただし、貸付実

行されたものに限る）から３年以内に保証申込み（保証協会の保証申込受付）を行う

ものに限る。 

なお、利用回数に制限はないが、保証申込みの都度、制度要綱２．申込人資格要件

を充足している必要がある。 

 

問２－７： 本制度の申込方法を金融機関経由に限定した理由は何か。 

 

答： 本制度は、プロパー借入の借換えも対象としており、金融機関の支援スタンスを保

証協会が事前に把握できないこと等から、申込方法を金融機関経由に限定したもので

ある。 

 

問２－８： 申込金融機関を既に中小企業者と与信取引を有しているものに限定した理

由は何か。 

 

答： 組織体制が変化する事業承継の局面においては、中小企業者によっては経営が不安

定になることも想定されるため、金融機関等による支援が必要な時期といえる。した

がって、本制度の利用に際しては、事業承継前後ともに支援体制を維持できるよう、

中小企業者と既に与信取引のある金融機関からの申込みに限定したものである。 

 

問２－９： 「与信取引」の考え方は。代表者個人の住宅ローンも対象となるのか。 

 

答： 「与信取引」は、貸付、手形等割引、当座貸越、社債の引受け等を想定しており、

信用保証付貸付も含まれる。原則として、現に残高があることとし（極度取引の場合

は極度額の枠設定があれば可）、金額の大小や期間の長短は問わない。 

ただし、貸付等が完済となっている場合でも、過去の取引実績から保証申込時点で

一時的に残高がないに過ぎないと金融機関及び保証協会が判断した場合については、

この限りではない。 

代表者個人への貸付は、事業性融資、住宅ローン等の非事業性融資を問わず、与信

取引には該当しない。 

 

問２－10： 申込金融機関が既に与信取引を有していれば、保証協会の新規利用者であっ

ても対象となるのか。 
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答： 対象となる。  



8 

② 制度要綱２．申込人資格要件（１）関係 

 

問２－11： 事業承継を予定する日を保証申込受付日から３年以内としたのはなぜか。 

 

答： 中小企業白書２０１９年版によると、後継者決定後、実際に引き継ぐまでの期間は

３年未満が約８割と大宗を占めている。加えて、本制度を包含した総合的な取組であ

る中小企業庁の委託事業として令和２年度から開始する「事業承継時の経営者保証解

除に向けた支援スキーム」では専門家による磨き上げ支援もあり、３年以内とすれば

大部分の中小企業者をカバーできる見込みであること、さらに一定の期間を設けるこ

とで事業承継の促進効果が高まることを期待し、事業承継までの期間を保証申込受付

日から３年とした。 

 

問２－12： 問２－11において、「３年以内」とは応当日を含めるのか。 

 

答： 含める。本問に限らず、本制度において「○年以内」と規定しているものは応当日

を含める。 

 

問２－13： 保証申込受付日から３年以内に事業承継を予定していることをどのように

確認するのか。また、事業承継予定者がいることをどのように確認するの

か。 

 

答： 事業承継計画書をもって確認する。 

 

問２－14： 事業承継予定者に制約はあるか。例えば、事業承継予定者が他の法人の代

表者である場合、現代表者よりも高齢の場合であっても対象となるのか。 

 

答： 事業承継予定者は、個人であること以外、制約は設けていない。設問のような場合

も対象となる。 

 

問２－15： 事業承継予定者が反社会的勢力であると疑われる場合の対応は。 

 

答： 事業承継が実施されることにより、当該中小企業者が反社会的勢力に該当すること

が見込まれる場合は取り扱ってはならない。 

 

問２－16： 事業承継を実施する確度を高めるために、中小企業者から事業承継を実施
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する旨の念書を徴求する運用は可能か。 

※令和３年４月１日改正 

答： 不可。事業承継計画書等の作成を通じて、申込金融機関により事業承継を実施する

中小企業者の意思は確認されており、改めて念書（類する書類を含む）を徴求しては

ならない。 
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③ 制度要綱２．申込人資格要件（２）関係 

 

問２－17： 事業承継日の定義は。 

 

答： 登記事項証明書における代表者の就任日とする。 

 

問２－18： 制度要綱１．制度目的において、「中小企業者の事業承継の促進を図ること

を目的とする」とあるにもかかわらず、制度要綱２．申込人資格要件（２）に

規定する事業承継済みの中小企業者も対象としたのはなぜか。 

 

答： 本制度は、原則として事業承継前の中小企業者に対して経営者保証を解除し、事業

承継を促進することを目的としているが、事業承継前に財務要件を充足できない場合、

本制度を利用可能となるまで（財務要件を充足するまで）事業承継を遅らせるという

逆インセンティブになり得る懸念がある。これを排除しつつ、経営者保証を解除でき

る可能性を確保して経営の磨き上げに係る前向きな取組を促すため、事業承継後でも

一定期間に財務要件を充足した中小企業者については本制度の対象としたものである。 

対象資金を事業承継前における保証人を提供している既往借入金の返済資金に限定

しているのは、制度要綱２．申込人資格要件（１）に該当する中小企業者との公平性

を図るためである。 

なお、「令和７年３月３１日までに事業承継を実施した法人であって、事業承継日か

ら３年を経過していないもの」とした理由は、中小企業庁が定める事業承継の集中実

施期間（平成２９年度以降１０年程度）を考慮したためである。 

 

問２－19： 事業承継日から３年以内であれば保証申込みが可能とあるが、３年以内であ

れば令和７年３月３１日を過ぎても本制度の利用は可能か。 

 

答： 可。事業承継日が令和７年３月３１日以前であり、かつ、保証申込受付日が事業承

継日から３年以内であれば利用できる。 

 

問２－20： 代表者の退任の理由が「解任」である場合も本制度の対象となるのか。 

 

答： 対象となる。ただし、解任の理由や実態を踏まえて対応を検討されたい。 
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④ 制度要綱２．申込人資格要件（３）関係 

 

問２－21： 財務要件の確認は表面財務で行うのか。 

 

答： そのとおり。 

 

問２－22： 「資産超過であること」とは。 

 

答： 貸借対照表の純資産の合計がプラスであることをいう。なお、その値が「０」（ゼロ）

の場合は、本要件を満たしていないものとする。 

 

問２－23： 「ＥＢＩＴＤＡ有利子負債倍率が１５倍以内であること」とは。 

※令和４年８月 31日改正 

答： 有利子負債（借入金＋社債－現預金）を減価償却前営業利益（営業利益＋減価償却

費）によって１５年以内に返済が可能な状態であることを求めるものである。ＥＢＩ

ＴＤＡ有利子負債倍率は、財務の健全性を示す指標としてローカルベンチマークにも

採用されている。従前は、ＥＢＩＴＤＡ有利子負債倍率を「１０倍以内」としていた

が、新型コロナウイルスに係る資金繰り支援策により債務が増加した中小企業者も存

在することから、令和４年８月 31日以降、同倍率を「１５倍以内」に変更した（令和

４年６月６日付 中小企業政策審議会金融小委員会 中間取りまとめ 第２章５．（３）

参照）。 

 

問２－24： ＥＢＩＴＤＡ有利子負債倍率が、ゼロやマイナスとなる場合も対象となる

のか。 

※令和４年８月 31日改正 

答： 「営業利益＋減価償却費＞０」の場合は算出された数値が１５以内であればゼロや

マイナスでも対象となる。一方、「営業利益＋減価償却費≦０」の場合は算出された数

値にかかわらず対象とならない。 

 

問２－25： ＥＢＩＴＤＡ有利子負債倍率の算出に用いる減価償却費に関する留意点は

何か。 

 

答： 減価償却費には、ソフトウェアの償却や長期前払費用償却等、無形固定資産の償却

費も含むものとする。 

ただし、ＥＢＩＴＤＡは営業利益を用いて算出するため、営業外費用や特別損失に
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計上されている減価償却費は含めないものとする。 

 

問２－26： ＥＢＩＴＤＡ有利子負債倍率を算出する場合、代表者、役員（その家族等

を含む）、関連会社等からの借入金や無利子の借入金は借入金に含まれるの

か。 

 

答： 問２－21のとおり、各財務要件は表面財務を採用することとしており、貸主の属性

や利子の有無を問わず借入金に含める。 

 

問２－27： 決算期の変更等により保証申込日の直前の決算が期間１年未満である場合

でも取扱いは可能か。 

 

答： 可。 

 

問２－28： 決算期の変更等により保証申込日の直前の決算が期間１年未満である場合、

ＥＢＩＴＤＡ有利子負債倍率が高くなる可能性が高いが、それでも１５倍以内

である必要があるのか。 

※令和４年８月 31日改正 

答： そのとおり。 

 

問２－29： 「法人・個人の分離がなされていること」はどのように判断するのか。 

 

答： 申込金融機関の判断によるもので差し支えない。 

なお、『「経営者保証に関するガイドライン」Ｑ＆Ａ』Ｑ４－１及びＱ４－２におい

て、中小企業者等に求められる法人の資産・経理と経営者の資産・家計の適切な分離

についての対応や法人と経営者の間の資金のやりとりにおける「社会通念上適切な範

囲」に関する記載がなされているので参考とされたい。 

 

問２－30： 財務要件等確認書における「返済緩和している借入金がない」について、申

込金融機関はどの範囲まで確認を行えばよいか。 

 

答： 申込金融機関借入のほか、他金融機関借入の借換えを含む場合は、当該他金融機関

の借換対象となる借入について確認する。 

なお、当該他金融機関借入に係る確認については、他行借換依頼書兼確認書による

確認で差し支えない。 
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問２－31： 新型コロナウイルス感染症への対応期間中における返済緩和要件の取扱い

は。 

 

※令和２年６月 15日改正追加 

※令和４年４月 20日改正 

答： 「返済緩和している借入金がない」とする基準は、経済状況等が平時である場合に

おいて、返済条件を緩和している中小企業者は、「債務の返済可能性」が低いと想定さ

れることから要件の一つとしている。 

しかしながら、令和２年に発生した新型コロナウイルス感染症といった「突発的に

生じた大規模な経済危機、災害等の事象により国内の中小企業者に著しい信用収縮が

生じている場合」には、中小企業者はその事業を継続させるために、一時的な資金繰

り緩和策として返済条件を緩和する必要が生じる可能性が高い。 

また、上記のような突発的な事象に起因する返済条件の緩和は一時的な資金繰り維

持のための措置であり、それだけをもって債務の返済可能性が著しく低下したとまで

は言えず、平時における当該中小企業者の債務の返済可能性も踏まえ判断することが

適当である。 

したがって、係る場合には、その発生前の時点を基準に返済緩和の有無を判断する

ことができることとした。 

なお、特例的な取扱いを設けるためには、一定程度明確な基準を設ける必要がある

ことから、申込日が、危機関連保証が発動されている期間中に限り、返済緩和要件の

確認基準日を当該期間の始期の前日とすることでも可とした。ただし、新型コロナウ

イルス感染症に係る経営安定関連保証４号の指定期間中（その後延長がなされた場合

は延長後の期間まで）である場合においては、令和２年経済産業省告示第４９号（新

型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の告示）により経済産業大臣が認めた場

合として指定した期間の始期の前日（令和２年１月３１日）とすることも可。 
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（２）対象資金・保証限度額・返済方法について 

 

問３－１： 本制度の資金使途は、個人保証を提供している既往借入金の借換えに限ら

れるのか。 

 

答： 制度要綱２．申込人資格要件（１）に該当する事業承継前の中小企業者ついては、

個人保証を提供している既往借入金の借換えに加え、ニューマネー（増額借換を含む）

も可。 

一方、同資格要件（２）に該当する事業承継済みの中小企業者については、既往借

入金のうち、事業承継前における個人保証を提供しているものの借換えに限られる。 

なお、いずれの中小企業者においても、無保証人または法人保証のみの既往借入金

の借換えは対象外。 

また、同資格要件（２）に該当する中小企業者について、借換債務等確認書に記載

した後に償還が進んだことにより、借換対象の既往借入金の残高が申込金額を下回っ

た場合、その差額（申込金額－借換対象の既往借入金償還後残高）はニューマネーと

はみなさず、借換債務等確認書に記載された現在残高の範囲内で取り扱って差し支え

ない。 

 

 本問の整理 

 

問３－２： 問３－１について、事業承継前の借入とはどのような借入を指すのか。 

 

答： 制度要綱２．申込人資格要件（１）に該当する中小企業者の場合は、実質的に保証

申込日より前の借入を指し、同資格要件（２）に該当する中小企業者の場合は、事業

承継日（登記事項証明書における代表者の就任日）より前の借入を指す（事業承継日

と借入日が同日の場合は事業承継後の借入とみなす）。 

この場合、事業承継日より前の借入であることの確認は、他金融機関借入について

は、他行借換依頼書兼確認書をもって確認する。 

 

借換え 

ニューマネー 

(増額借換えを含む) 

事業承継前借入 

（個人保証を提供し

ている借入に限る） 

事業承継後借入 

資格要件（１） ○ － ○ 

資格要件（２） ○ × × 
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問３－３： 制度要綱２．申込人資格要件（２）に該当する中小企業者について、根保

証を借り換える場合、借換金額は極度額としてよいか。 

 

答： 極度額とはせず、現在残高を上限とする。 

 

問３－４： 返済方法を元利均等返済又は不均等返済とすることは可能か。 

 

答： 可。 
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（３）担保・保証人・信用保証料率について 

 

問４－１： 本制度において保証人以外の担保を徴求することは可能か。 

 

答： 必要に応じて可。なお、申込人以外の者から担保を提供させる場合は、物上保証で

対応することとなる。 

 

問４－２： 制度要綱11．担保・保証人（２）保証人の「徴求しない」の意味は「保証

人を提供させることは不可能」という意味か。 

 

答： そのとおり。個人保証、法人保証ともに保証時のみならず期中における条件変更に

より提供させることは不可。 

   やむを得ず期中に保証人を提供させる場合は、保証人を提供させることができる制

度による借換えを検討されたい。 

 

問４－３： 本制度は、担保・会計参与設置会社による保証料率割引の対象となるの

か。 

 

答： 経営者保証コーディネーターの確認を受けて保証料率を軽減する場合は対象となら

ないが、その他の場合は対象となる。 

   なお、保証協会が独自に定める定性要因（非財務要件）に基づく保証料率割引につ

いても、経営者保証コーディネーターの確認を受けて保証料率を軽減する場合は対象

とならない。 
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（４）借換えについて 

 

問５－１： 本制度はプロパー借入の借換え（旧債振替）を制度上容認しているのか。 

 

答： そのとおり。約定書第３条のただし書きとの関係については、信用保証書にプロパ

ー借入の決済条件を付すことにより、保証協会が旧債振替を承諾したものとして取り

扱うこととする。 

なお、他金融機関のプロパー借入の借換えについては、従前のとおり旧債振替には

該当しない。 

 

問５－２： 本制度はプロパー借入の借換えを他制度に比較して積極的に容認している

が、プロパー借入を信用保証付借入で借り換えることは、金融機関との適切

なリスク分担の理念に反するのではないか。 

 

答： 本制度は、必ずしも全ての中小企業者がプロパー借入を借り換えることを想定して

いる訳ではない。 

事業承継時にプロパー借入では保証人を解除することができない中小企業者につい

て、保証協会が保証することで保証人を解除し、結果として事業承継がスムーズに実

施されるとすれば、事業承継という局面において信用保証付借入の割合が一時的に増

加することも想定されるが、このことをもってリスク分担の考え方に反するというこ

とにはならない。事業承継を実施した中小企業者が再び成長発展の局面に至った場合

は、従前のとおり金融機関との適切なリスク分担を図ることとなる。 

 

問５－３： 借換対象とならない保証制度や資金使途はあるのか。 

 

答： 保証制度については特段の制約はなく、資金使途については事業資金ということの

みである。ただし、プロパー借入、信用保証付借入のいずれについても個人保証が提

供されていない借入及び事業承継後の借入は借換えの対象にはならない。 

 

問５－４： 個人保証について、個々の借入単位ではなく、限定根保証契約を締結してい

る場合、個人保証が提供されている借入として取り扱うのか。 

 

答： そのとおり。ただし、限定根保証契約の対象とならない借入がある場合は、その分

を除くこととなる。 
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問５－５： 複数口の既往借入金を一本化する場合、借換対象に個人保証が提供されて

いる借入と提供されていない借入とが混在していてもよいか。 

 

答： 不可。個人保証が提供されていない借入は借換対象から除かなければならない。 

 

問５－６： 事業承継後、新代表者に保証を提供させて事業承継前の借入を借り換えて

いる場合、当該借入を本制度の借換対象とすることは可能か。 

 

答： 不可。借換対象は、事業承継前における個人保証が提供されている借入に限られる。 

 

問５－７： 事業承継前に新規で実行し、事業承継後に条件変更で更新した当座貸越等に

ついては、事業承継前の借入とみなして借換対象として取り扱ってよいか。 

 

答： 可。貸付実行日をもって事業承継の前後を確認することとし、条件変更日は事業承

継の前後を問わない。 

 

問５－８： 法人成りで個人と法人が連帯債務者となっている借入を借換対象として取り

扱ってよいか。 

 

答： 可。個人保証が提供されている借入とみなす。 

 

問５－９： 法人と法人が連帯債務者となっている借入を借換対象として取り扱ってよ

いか。 

 

答： 個人保証が提供されている場合は可。 

 

問５－10： 借換えの対象となる借入の返済実績に基準はあるか。 

 

答： 基準はない。他金融機関借入の借換えを含む場合は他行借換依頼書兼確認書におい

て、返済緩和していないことを確認することで足りる。 

なお、一括返済の借入も借換えの対象となる。 

 

問５－11： 借換えの対象となる借入が不動産担保により保全がはかられている場合、

借換後も引き続き有担保扱いとしなければならないか。 
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答： 借換えの対象となる借入と同等の保全条件とすることを基本とするが、最終的には

審査判断に拠ることとし、必ずしも有担保扱いとすることを要しない。 

 

問５－12： 旧代表者が既往借入金の担保物件の所有者である場合、当該物件を引き続き

担保に差し入れるよう申し入れることは可能か。 

 

答： 可。ただし、本制度の利用を機に、旧代表者が経営から完全に退く場合も想定され、

既往借入金に担保提供していたことのみをもって、一律に担保提供を継続させること

は制度の主旨に馴染まないため、無担保での与信可能額等を確認・検討のうえ総合的

に判断されたい。 

 

問５－13： 借換対象となる借入の残存期間が１０年を超える場合であっても、１０年

以内で借り換える必要があるのか。 

 

答： そのとおり。 

 

問５－14： 本制度を本制度で借り換えることは可能か。 

 

答： 不可。問５－３のとおり、本制度は個人保証が提供されていない借入の借換えを対

象外としているためである。 

 

問５－15： 本制度を利用して既往借入金を借り換える場合、借換後は借換対象の金融

機関の全ての借入が個人保証が提供されていない状態にならなければならな

いか。 

 

答： 制度の趣旨に鑑みれば全ての借入が個人保証が提供されていない状態となるよう債

権者調整することが適当。ただし、借入毎に保全状況等の事情が異なるケースもある

ため、中小企業者の希望を踏まえ検討し、その結果、個人保証が提供されていない借

入のみの状態にはならなくても差し支えない。 

 

問５－16： 他金融機関借入を借り換えることについて、当該他金融機関が了承してい

るか申込金融機関はどのように確認するのか。 

 

答： 他行借換依頼書兼確認書を徴求して確認する。 
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問５－17： 本制度で他金融機関借入を借り換える場合、借換え対象となる借入金が事

業資金であるか申込金融機関はどのように確認するのか。 

 

答： 他行借換依頼書兼確認書で確認する。 

 

問５－18： 本制度で他金融機関借入を借り換える場合、実行日と他金融機関宛送金日は

同日でなければならないか。 

 

答： そのとおり。 
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３．制度所定様式 

 

（１）事業承継計画書 

 

問６－１： 事業承継計画書は原本が必要か。 

※令和３年４月１日改正 

答： 写しで差し支えない。 

 

問６－２： 事業承継計画書は保証申込みの都度必要か。 

 

答： 必要。ただし、同時に複数の保証申込みを行う場合は１枚で足りる。 

 

問６－３： 被承継者及び承継者ともに自署・押印が必要か。 

※令和３年４月１日改正 

答： 制度要綱２．申込人資格要件（１）に該当する中小企業者は、被承継者及び承継者

ともに自署が必要。 

同資格要件（２）に該当する中小企業者は、被承継者は必ずしも自署を要しないが、

承継者は自署が必要。 

なお、いずれの資格要件においても、押印は被承継者及び承継者ともに不要。 

 

 本問の整理  

 被承継者 承継者 

自署 押印 自署 押印 

資格要件（１） ○ × ○ × 

資格要件（２） △ × ○ × 

 △：代筆であっても記載は必要。空欄は不可。 

 

問６－４： 令和３年４月１日削除 

 

問６－５： 収支計画が赤字の場合でも、本制度の取扱いは可能か。 

 

答： 可。収支計画が赤字であることのみをもって取扱い不可とはしない。その収支計画

も審査資料として活用し、諾否判断する。 
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問６－６： 事業承継計画書は、本制度所定の様式以外で代用することは可能か。 

 

答： 不可。 

 

問６－７： 制度要綱２．申込人資格要件（２）に該当する事業承継済みの中小企業者

であっても、事業承継計画書の作成が必要か。 

 

答： 必要。  
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（２）財務要件等確認書 

 

問７－１： 財務要件等確認書は原本が必要か。 

※令和３年４月１日 

答： 写しで差し支えない。 

 

問７－２： 財務要件等確認書は保証申込みの都度必要か。 

 

答： 必要。ただし、同時に複数の保証申込みを行う場合は１枚で足りる。 
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（３）借換債務等確認書 

 

問８－１： 借換債務等確認書は原本が必要か。 

※令和３年４月１日改正 

答： 写しで差し支えない。 

 

問８－２： 借換債務等確認書は保証申込みの都度必要か。 

 

答： 必要。ただし、同時に複数の保証申込みを行う場合は１枚で足りる。 

 

問８－３： 同時に複数の保証申込みを行う場合、増額借入希望額には複数口分をまと

めて記載してよいか。 

 

答： 可。 
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（４）他行借換依頼書兼確認書 

 

問９－１： 他行借換依頼書兼確認書は原本が必要か。 

※令和３年４月１日改正 

答： 写しで差し支えない。 

 

問９－２： 他行借換依頼書兼確認書は保証申込みの都度必要か。 

 

答： 必要。ただし、同時に複数の保証申込みを行う場合は１枚で足りる。 

 

問９－３： 他行借換依頼書兼確認書には、借換対象となる当該他金融機関のプロパー

借入、信用保証付借入ともに記載するのか。 

 

答： そのとおり。本制度の借換対象とする当該他金融機関の借入を全て記載する。 

 

問９－４： 他金融機関借入を借り換える場合、当該他金融機関から借入明細書等を受領

して他行借換依頼書兼確認書との整合を確認する必要はあるか。 

 

答： 不要。 

 

問９－５： 他行借換依頼書兼確認書記載後に借換対象の借入の残高が減少している

（と考えられる）場合の対応は。 

 

答： 改めて残高を確認する必要はない。 

 

問９－６： 他行借換依頼書兼確認書の記載内容に誤りや過不足がある場合又は保証審

査において借換対象の借入を加除した場合、保証協会が記載内容を修正して

よいか。 

 

答： 金額（現在残高）が誤っている場合及び他行借換依頼書兼確認書に記載されている

既往借入金の口数に増減が発生する場合は（口数に増減がなくとも借換対象となる既

往借入金を変更する場合を含む)、保証協会が補記することは不可。被借換金融機関と

の認識に行き違いが生じないよう、被借換金融機関による訂正もしくは再徴求する必

要がある。 

なお、他金融機関借入を借り換えないこととなった場合は訂正もしくは再徴求不要。 
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（５）事業承継時判断材料チェックシート 

 

問10－１： チェックシートは原本が必要か。 

 

答： 不要。原本は経営者保証コーディネーターが保管する。 

 

問10－２： チェックシートは保証申込みの都度必要か。 

 

答： 必要。ただし、同時に複数の保証申込みを行う場合は１枚で足りる。 

 

問10－３： チェックシートに有効期限はあるのか。 

 

答： 作成日から３ヶ月以内に保証協会が保証申込受付をすることを要する。 

 

問10－４： チェックシートの右上の「No.」には何が記載されるのか。 

 

答： チェックシートを作成した事業承継ネットワーク地域事務局等が管理するための番

号が記載される。 

具体的には「№事業年度／通し番号」としており、例えば、２０２０年度第１号案

件であれば「２０２０／１」となる。 

なお、通し番号の記載漏れ等については申込金融機関においても確認されたい。 

 

問10－５： チェックシートの確認書類（資金繰り表、賃貸借契約証書の写し等）を保

証協会においても徴求してよいか。 

 

答： 与信判断を行うための審査資料として徴求することは差し支えないが、経営者保証

コーディネーターによる確認の裏付けを取る目的で徴求してはならない。 

 

問10－６： 問10－５の場合、徴求する相手は誰になるのか。 

 

答： 通常の保証審査と同様に、金融機関又は中小企業者より徴求する。 

 

問10－７： 中小企業者の本店所在地以外の都道府県の経営者保証コーディネーターに

よる確認を受けた場合であっても、保証料率を軽減することは可能か。 
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答： 可。 

 

問10－８： 経営者保証コーディネーターが確認に使用した決算と保証協会が保証審査

に用いた決算が異なる場合（保証協会が保証承諾するまでに新決算が確定し

た場合）、改めて新たな決算に基づいて経営者保証コーディネーターの確認を

受ける必要はあるか。 

 

答： 不要。作成日から３ヶ月以内に保証協会が保証申込受付していれば、決算期が相違

することは差し支えない。 
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４．その他 

 

問11－１： 個人情報の取扱いに関する同意書の要否は。 

※令和３年４月１日改正 

答： （１）制度要綱２．申込人資格要件（１）に該当する中小企業者の場合 

被承継者は必要。承継者は不要（承継者は名前と年齢が記載されているだけ

であり、システム登録して検索することができるようにしないのであれば、個

人データに当たらないため）。 

（２）制度要綱２．申込人資格要件（２）に該当する中小企業者の場合 

被承継者は不要。承継者は必要。ただし、代表者追加の場合、被承継者も必要。 

 

本問の整理 

 ※１ 包括同意書を徴求している場合は不要 

 ※２ 代表者追加の場合は必要（包括同意書を徴求している場合は不要） 

 

問11－２： 本制度と同時期又は前後して個人保証を提供させる他の保証制度を利用し

てもよいか。 

 

答： 経営者保証を付す、付さないの判断は、本制度による保証が可能か否か、又は平成

３０年４月１日より取扱いを開始した「経営者保証を不要とする取扱い」が適用され

るか否かにより判断されたい。そのうえで、結果的に個人保証を提供させる他の保証

制度を利用することは差し支えない。 

 

  

 被承継者 承継者 

資格要件（１） 必要※１ 不要 

資格要件（２） 不要※２ 必要※１ 
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５．制度所定様式集 

（１）事業承継計画書（令和３年４月１日改正版） 
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（２）財務要件等確認書（令和４年８月３１日改正版） 
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（３）借換債務等確認書（令和３年４月１日改正版） 
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（４）他行借換依頼書兼確認書（令和３年４月１日改正版） 
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（５）事業承継時判断材料チェックシート 

 ※ 本チェックシートは、「事業承継時の経営者保証解除に向けた支援スキーム」において定め

るもの。 

 


