
岡山県内に主たる事務所を有し、1年以上同一事業を営み、保証

岡山県内で1年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者

当行営業区域内で1年以上継続して同一事業を営み、オリックス㈱

岡山商工会員で会費を完納していて、当行営業区域内で1年以上

要 ﾟ ﾄ 上 要

税務署受付印のある直近2期分の決算書一式提出可能で、直近の

当金庫の会員資格を有し、法人は決算書・個人は青色申告決算書

法人は決算書・個人は青色申告決算書を２期分提出できる中小企

業歴2年以上の法人で、確定した決算書2期分提出可能で、最新決

業歴2年以上の法人で、確定した決算書2期分提出可能で、最新決

2年以上継続して事業を営み、2期以上の決算を実施している法

確定した決算書2期分提出可能な業暦 2年以上の法人・個人

当金庫の会員資格を有し、法人は決算書・個人は青色申告決算書

当行本支店の所在する地域で、2年以上継続して事業を営んでい

当金庫の営業エリア内において2年以上継続して同一事業を営み、

当金庫の営業エリア内において１年以上継続して同一事業を営ん

5

当組合の営業エリア内において１年以上継続して同一事業を営ん

当行営業区域内で２年以上継続して事業を営んでいる法人及び個

業歴及び倉敷商工会議所の会員歴が3年以上で、商工中金から本

14 175％～(固定金利）

2名

 商  工  会  議  所　  会  員  向  け  特  別  融  資  制  度　（商工会議所を通すので審査・実行を迅速に対応してくれます）
平成25年11月現在

NO 融資銀行 制度の特徴・優遇金利 資金使途 返済期間 融資限度額 利率 担保・保証人 融資対象者

1
中国銀行 原則　無担保 運転資金 １年～５年以内

１年～７年以内

1年以上 3年以内　2.275％～ 担保は原則不要

ビジネスローン 所定金利から0.2%優遇 設備資金

100万円～2,000万円
 3年超 5年以内　  2.475％～
5年超 7年以内　2.675％～

保証人　法人は代表者 1名以上・個人は原則 1名以上
継続して同一事業を営んでいる中小企業者

2

中国銀行 原則　無担保・第三者保証人不要 運転資金

設備資金

１年～７年以内

当行所定の新長期プライムレート 担保は不要

「元気」（提携口） 所定金利から0.1%優遇

100万円～1,500万円

保証料 0.5%～2.2% 保証人　法人は代表者・個人は不要

で、保証協会の「はばたき」を受けることができ、その他当行所定の
融資条件を満たすこと

3

中国銀行

通常金利より0.

運転資金 １年～５年以内

１年～７年以内

1年以上 3年以内　2.675％～ 担保は原則不要 当行営業区域内で1年以上継続して

倉敷支店

2％優遇

設備資金

100万円～2,000万円
 3年超 5年以内　  2.875％～
5年超 7年以内　3.075％～

保証人　法人は代表者 1名以上・個人は原則 1名以上 同一事業を営んでいる法人・個人事業主

4
中国銀行 第三者保証人不要 運転資金

設備資金

５年以内
年2.75％以上（変動金利） 担保は原則不要

倉敷支店 取扱手数料 免除

100万円～3,000万円

保証料　1.0％～4.5％ 保証人　法人は代表者 1名・個人は不要
の保証が得られる法人又は個人事業主

5

トマト銀行

ーンⅡ

当行所定金利から

運転資金 証書貸付　７年以内

手形貸付　１年以内

100万円～3,000万円

担保は原則不要

保証人　法人は代表者 ・個人は不要ビジネスサポートロ

0.1％優遇

設備資金

協会「はばたき」保証を受けることができ、その他当行所定の融資
条件を満たしている中小企業者

当行所定の金利を適用（変動金利）

6
トマト銀行 第三者保証人不要

不要

５年以内 法人100万円～1,000万円

個人100万円～500万円

担保は原則不要

保証人　法人は代表者（全員）・個人は家族 1名お客様サポートセンター 取扱手数料　

事業資金

手貸は６ヶ月以内

年2.5％以上（固定金利） 業歴2年以上の法人・個人事業主

7
おおかやま信用金庫かやま信用金庫 三原則無担保第 者保証人 要原則無担保第 者保証人不 運転資金運転資金

設備資金

５年以内（据置期間１年以内
おかやま信金 ﾟ ｲﾑ ﾄ 上おかやま信金ﾌ ﾗｲﾑﾚｰ 以 担保は原則 要担保は原則不

ビジネスローン絆（プロパー） スピーディーな審査

） 100万円～1,000万円

（年２回変動金利型） 保証人　法人の代表者 ・個人は家族１人
を２期分提出できる中小企業者

8
おかやま信用金庫 原則無担保第三者保証人不要 運転資金

設備資金

７年以内 100万円～3,000万円

おかやま信金ﾌﾟﾗｲﾑﾚｰﾄ以上（年２回変動金利型） 担保は原則不要

ビジネスローン絆（保証協会） スピーディーな審査 保証料率　0.5％～2.2％ 保証人　法人の代表者 ・個人は家族１人
を２期分提出できる中小企業者

9
おかやま信用金庫 第三者保証人不要 運転資金

設備資金

5年以内（据置期間１年以内） 100万円～1,000万円
おかやま信金ﾌﾟﾗｲﾑﾚｰﾄ以上 担保は原則不要

営業推進部 スピーディーな審査 年3.215％（年２回変動金利型） 保証人　代表者１名
業者

10

三菱東京UFJ銀行 原則　無担保、第三者保証不要 運転資金

設備資金

１か月～５年以内 500万円～5,000万円

担保は原則不要

保証人　代表取締役1名ビジネスローン「融活力」
所定金利から0.

事務手数料　
25%優遇
不要

年2.1％～ 算書が債務超過でなく、税金の未納がない方で、最寄りの窓口に
ご来店が可能な方

11

三菱東京UFJ銀行 第三者保証不要 運転資金

設備資金

５年以内 500万円～5,000万円

担保は不要

保証人　代表者１名倉敷法人営業所
所定金利から0.

事務手数料　
25%優遇
不要

年2.25％以上（変動金利）
算期が債務超過でないこと

12

四国銀行 原則、無担保・第三者保証人不要 運転資金

設備資金

3年以内 100万円～3,000万円

担保は原則不要

保証人　法人の代表者1名ビジネスローン 当行所定金利から0.4％優遇

年2.225％以上 決算期で債務超過がなく、総借入金が1億円未満かつ年商の範囲
内で、税金の未納がない方

13
広島銀行

通常金利より最大0.5％優遇
運転資金

設備資金

５年以内 100万円～3,000万円 年2％以上（変動金利）
担保は原則不要

保証人　法人は代表者 1名・個人は法定相続人1名倉敷支店

14
伊予銀行

取扱手数料取扱手数料　不要不要
運転資金

設備資金

５年以内５年以内 5 000万円以内,000万円以内 年2 175％～(固定金利）年2.
担保は原則不要

保証人　法人の代表者1名・個人は法定相続人1名 倉敷支店
人・個人事業主（但し、個人は貸借対照表が必要）

15

山陰合同銀行

通常金利より0.

運転資金

設備資金

５年以内

1年以内　年2.0％～ 担保は原則不要

倉敷支店

25％優遇 1,000万円以内
1年以上3年以内　年2.3％～
3年以上5年以内　年2.5％～

保証人　法人は代表者1名以上 ・個人は原則 1名以上

倉敷商工会議所の会員歴が1年以上の法人・個人事業主

16
もみじ銀行

ラザ

通常金利より0.5％優遇
運転資金

設備資金

５年以内
法人50万円～3,000万円 年2.125％以上（変動金利） 担保は原則不要

広島ビジネスプ 個人50万円～1,000万円 取扱手数料　10,500円 保証人　法人は代表者（全員）・個人は法定相続人1名
人事業主で、申し込み時点で税金の未納がないこと

17
香川銀行 第三者保証人　不要 運転資金

設備資金

３年以内 1,000万円以内
年3.9％または年4.9％(変動金利） 担保は原則不要

倉敷支店 スピーディーな審査 取扱手数料　5,250円～157,500円 保証人　代表者1名 
る法人・個人事業主（但し、個人は貸借対照表が必要）

18

水島信用金庫 取扱手数料　不要 運転資金

設備資金
借換資金

5年以内

年4.0％以上（固定金利） 担保は原則不要

本店 通常金利より0.2％優遇

100万円～2,000万円

年2.25％以上（変動金利） 保証人　法人の代表者1名　個人は原則不要
オリックス㈱の保証が得られる法人及び貴人事業主

19
玉島信用金庫

第三者保証人不要
運転資金

設備資金

5年以内 100万円～1,000万円
玉島信金プライムレート以上 担保は原則不要

審査部 年　2.25％　（随時変動） 保証人　法人の代表者1名 ・個人は1名
でいる法人及び個人事業主

20

商工組合中央金庫 通常利率より0.1％優遇

中小会社会計
らに0.3％優遇

基
運転資金 3年以内

1年以内　年1.375％～4.6％（変動金利） 担保は原則不要

岡山支店
日本税理士連合会所定の

準ﾁｪｯｸﾘｽﾄがあればさ

3,000万円以内
1年以上　年1.6％～5.5％(固定金利）  又は

年1.675％～5.3％(変動金利）
保証人　法人の代表者1名

特別融資制度以外の借入がなく、取引金融機関からの借入につき
延滞または返済緩和等がない法人

21
笠岡信用組合

通常金利より0.5％優遇
運転資金

設備資金設備資金

5年以内 5,000万円以内 年2.0％以上（変動金利）
担保は原則不要

保証人 原則 2名保証人　原則 倉敷支店倉敷支店
でいる法人及び個人事業主



平成25年11月　金融部
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