
杉並区産業融資資金制度　対照表　（案）
＜現制度＞ ＜新制度＞ ＜拡充・見直しの内容＞ 平成26年10月21日

杉並区産業振興センター
限度額 限度額
（万円） 表面 本人負担 利子補給 （万円） 表面 本人負担 利子補給 ★　据置を「外」から「内」に変更する。（制度融資の一般的な標記に合わせる）

１　経営の安定化、基盤強化のための一般資金
＜経営の安定化を図るための資金＞ ＜経営の安定化を図るための資金＞
（一般の事業資金） （一般の資金）
1 普通資金 一般運転 一般 1,000 5年以内 外据置6か月以内 2.00% 1.50% 0.50% 1 普通資金 運転 一般 3,000 運転：7年以内 内据置6か月以内 限度額の引き上げ

小口 5年以内 外据置6か月以内 1.80% 1.35% 0.45% 設備 設備：9年以内 運転・設備の併用の設定、借換の設定
設備 一般 1,500 7年6月か月以内 外据置6か月以内 2.00% 1.50% 0.50% 運転設備併用 （併用は短い方） 返済期間の延長

小口 1,250 6年6月か月以内 外据置6か月以内 1.80% 1.35% 0.45% 借換 （借換含む場合は据置なし） 産業経済団体加入者への利子補給優遇

年末運転 一般 300 10か月以内 外据置1か月以内 1.90% 1.43% 0.47%
小口 10か月以内 外据置1か月以内 1.70% 1.28% 0.42% 2 短期運転資金 運転 一般 300 11か月以内 内据置1か月以内 短期運転資金の設定

産業経済団体加入者への利子補給優遇

3 小規模企業資金 運転 小口 1,250 運転：7年以内 内据置6か月以内 小口区分の統合
（全国統一保証制度 設備 設備：9年以内 運転・設備の併用の設定
・小口資金） 運転設備併用 （併用は短い方） 返済期間の延長

産業経済団体加入者への利子補給優遇

＜経済情勢の変化に的確に対応し、経営基盤の強化を行うための資金＞ ＜経済情勢の変化に的確に対応し、経営基盤の強化を行うための資金＞
（経済情勢による売上低下などに対応し経営基盤の強化を行う資金） （経済情勢による売上低下などに対応し経営基盤の強化を行う資金）
2 経営基盤強化資金 運転 一般 1,500 6年6月か月以内 外据置6か月以内 2.00% 0.68% 1.32% 4 経営基盤強化資金 運転 一般 1,500 運転：7年以内 内据置6か月以内 運転・設備の併用の設定

設備 運転は500以内 設備 設備：9年以内 返済期間の延長
運転設備併用 小口 1,250 6年6月か月以内 外据置6か月以内 1.80% 0.62% 1.18% 運転設備併用 （併用は短い方）

運転は500以内

２　創業、新たな事業展開のための資金
＜新時代に向けて活躍が期待される創業をするための資金＞ ＜新時代に向けて活躍が期待される創業をするための資金＞
（創業資金） （創業資金） 創業資金の充実
3 創業支援資金 運転 一般 1,500 運転：7年以内 内据置1年以内 2.00% 1.00% 1.00% 5 創業支援資金 運転資金 一般 1,500 運転：7年以内 内据置1年以内 （利子補給優遇、経営支援）

設備 設備：9年以内 設備 設備：9年以内
運転設備併用 （併用は短い方） 運転設備併用 （併用は短い方）

＜産業構造の変化など経営環境の変化に対応し、事業を発展させ活性化させるための資金＞ ＜住宅都市と調和した新事業展開を行うための資金＞
（事業の多角化・新分野進出、技術・製品開発、環境対応、情報化等を行う資金） （住宅都市の特性に対応し事業の多角化・新分野進出・転業、技術・製品開発、環境対応、情報化等を行う資金） 　　　　メニュー体系の設置と種類の整理
4 経営活性化資金 運転 一般 1,500 6年6月か月以内 外据置6か月以内 2.00% 1.00% 1.00% 6 新事業展開資金 運転 一般 1,500 運転：7年以内 内据置6か月以内 新事業展開のための資金の充実 　　　　同一種類の追加申込の可能化

設備 運転は500以内 設備 設備：9年以内 （利子補給優遇、定着支援） 　　　　表面利率の見直し
運転設備併用 小口 1,250 6年6月か月以内 外据置6か月以内 1.80% 0.90% 0.90% 運転設備併用 （併用は短い方） 運転・設備の併用の設定 　　　　区利子補給の見直し

運転は500以内 返済期間の延長

３　経済や経営環境の急変等に対応するための資金
＜経済の急変等に対応するための資金、災害を受けた際の資金＞ ＜経済の急変等に対応するための資金、災害を受けた際の資金＞
（経済情勢の急変等に対応するための緊急的資金）、（災害対応資金） （経済情勢の急変等に対応するための経営安定資金）、（災害対応資金）
5 特 緊急運転資金 運転 一般 700 6年6月か月以内 外据置6か月以内 1.90% 0.48% 1.42% 7 特 経営安定運転資金 運転 一般 700 運転：7年以内 内据置6か月以内 特例資金の簡潔化
例 借換 6年6月か月以内 据置設定不可 例 小口 小口区分の統合
資 運転 小口 6年6月か月以内 外据置6か月以内 1.70% 0.43% 1.27% 資
金 借換 6年6月か月以内 据置設定不可 金

一般 うち500 6年6月か月以内 外据置6か月以内 1.90% 0.00% 1.90%
1.90% 0.48% 1.42%

小口 6年6月か月以内 外据置6か月以内 1.70% 0.00% 1.70%
1.70% 0.43% 1.27%

復旧資金 運転 一般 300 事態の発生時にその都度 復旧資金 運転 一般 300 事態の発生時にその都度
設備 小口 300 要綱を制定し対応 設備 小口 要綱を制定し対応
運転設備併用 運転設備併用

４　団体、商店街の活動のための資金
＜中小企業の組織化、共同化等を促進する資金＞ ＜中小企業の組織化、共同化等を促進するための資金＞
（商店街や業種等の組合、会の資金） （商店街や業種等の組合、会の資金）
6 団体資金 運転(法人) 一般 2,000 2年6月か月以内 外据置6か月以内 2.00% 1.50% 0.50% 8 団体資金 運転(法人) 一般 7,000 運転：7年以内 内据置6か月以内 運転・設備の併用の設定

設備(法人) 5,000 6年6月か月以内 外据置6か月以内 2.00% 1.50% 0.50% 設備(法人) 設備：9年以内 返済期間の延長
設備(非法人) 一般 500 6年6月か月以内 外据置6か月以内 2.00% 1.50% 0.50% 運転設備併用（法人） （併用は短い方）

運転(非法人) 一般 500 運転：7年以内 内据置6か月以内
設備(非法人) 設備：9年以内
運転設備併用（非法人） （併用は短い方）

＜快適で魅力あるふれあいの場としての商店街の形成を促進する資金＞ ＜快適で魅力あるふれあいの場としての商店街の形成を促進する資金＞
（商店街組合、商店会の資金） （商店街組合、商店会の資金）
7 商店街近代化資金 運転 一般 1,000 5年以内 外据置6か月以内 2.00% 1.00% 1.00% 9 商店街近代化資金 運転 一般 6,000 運転：7年内 内据置1年以内 運転・設備の併用の設定

設備 一般 5,000 9年以内 外据置1年以内 2.00% 1.00% 1.00% 設備 設備：9年以内
運転設備併用 （併用は短い方）

（特定の行為を融資対象とする資金）
8 設備 一般 1,000 5年6月か月以内 外据置6か月以内 2.00% 1.00% 1.00%

小口 1,000 5年6月か月以内 外据置6か月以内 1.80% 0.90% 0.90% 　　　　　「商店街店舗改装促進資金」の廃止
9 運転 一般 600 5年以内 外据置6か月以内 2.00% 1.00% 1.00%

設備 小口 600 5年以内 外据置6か月以内 1.80% 0.90% 0.90% 　　　　　「大型店対策資金」の廃止
10 運転 一般 500 4年6月か月以内 外据置6か月以内 2.00% 1.50% 0.50%

設備 小口 500 4年6月か月以内 外据置6か月以内 1.80% 1.35% 0.45% 　　　　　「転業資金」の廃止

№ 資金の種類 区分 返済期間★

転業資金

大型店対策資金

据置期間★
利率

区分 返済期間

運転

下段：貸付日から3年間(据置期間を含む）経過後適用　

商店街店舗改装促進資金

据置期間★資金使途№

事態の発生時にその都度要綱を制定し対応

利率
資金使途資金の種類

緊急経済対策資
金

<緊急運転資金
のうち、500万円
まで>

上段：貸付日から3年間(据置期間を含む）のみ適用　

資料１－３ 


