
平成２６年３月２０日（木） 
日本政策金融公庫 国民生活事業  

大阪創業支援センター 

日本政策金融公庫 国民生活事業の 

海外展開支援 
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日本公庫のプロフィール 

日本公庫の主な業務 ●融資先企業数は９５万企業にのぼります。 

●１企業あたりの平均融資残高は６６６万円と 

 小口融資が主体です。 

●融資先の約９割が従業者９人以下で、個人企業 

  が約半数となっています。 

■ 名 称      株式会社日本政策金融公庫 
                                                  
■ 設 立      平成２０年１０月１日 
 
■ 根拠法          株式会社日本政策金融公庫法 
 
■ 業 務         国民生活事業、農林水産事業、  

                    中小企業事業、危機対応等円滑化業務 
 
■ 総 裁        細川  興一 
 
■ 資本金       ３兆４，６２７億円 

   準備金等      ２兆６７億円                 

                 （平成２５年７月３日現在） 
 
■ 総融資残高    ２１兆７，５０５億円       

                 （平成２５年３月３１日現在） 
 
■ 店舗数等     国内店舗数            １５２支店 
               海外駐在員事務所数           ２カ所 
                         （バンコク、上海） 
                   （平成２５年３月３１日現在）    



・平成24年4月、全国１５２支店に海 

 外展開サポートデスク」を設置 

 

・本店に「海外支援グループ」を設置 

 

・ＪＥＴＲＯなど外部専門機関との連 

携し、情報提供態勢を整備 

 

 

    

小規模事業者の皆さまの海外展開を 

「融資」及び「情報」の両面からサポートしています！ 

・平成23年12月、国民生活事業 

 に「海外展開資金」を新設 
 

・平成24年4月、上記制度を拡充 

 （海外直接投資を行い、一定要 

  件を満たす企業に特別利率を
適用） 

 

 

    

＜サポート態勢＞ ＜融資制度＞ 

海外展開支援の態勢等 
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海外展開支援の主な活動実績 

ＯＤＡ技術協力活動で培ったネットワークを活用し、小企業のニーズに合致した有益な情報を 

  提供できる態勢の整備 

ＡＰＥＣ中小企業金融機関会議やＯＤＡ技術協力活動の機会を活用した新規連携先の開拓 

公庫バンコク駐在員事務所や上海駐在員事務所を活用した情報の収集と還元 

年 主な活動等 

2000年 ・タイ小規模企業金融公社（現中小企業開発銀行）向け技術協力（JICAの短期専門家派遣事業） 

2001年 ・海外支援グループの前身である国際交流室創設（3月） 

2003年 
・第1期 ベトナム社会政策銀行（VBSP）向け技術協力（～17年、財務省ODA事業） 
・APEC中小企業金融機関 覚書締結（ベティンバンク（ベトナム））がメンバー機関） 

2006年 第2期 VBSP向け技術協力（～20年） 

2008年 
・マレーシアＳＭＥ銀行向け技術協力（～23年、財務省ODA事業） 
・APEC中小企業金融機関会議 主催 

2009年 第3期 VBSP向け技術協力（～23年） 

2011年 
・ラオス開発銀行向け技術協力（～25年） 
・ベティンバンク（ベトナム）と覚書締結（10月） 
・3次補正予算成立に伴い、「海外展開資金」創設（12月） 

2012年 
・マレーシア中小企業銀行と覚書締結（2月） 
・海外支援グループを設置（4月） 
・ベトナム企業開発庁と覚書締結（10月） 
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・投資環境、各種情報の提供 
・工業団地視察時のサポート 
・ビジネスパートナーや中小企業の支援 

・ベトナム企業開発庁からベトナム投資に関する最新の情報や手続き方法を入手、展開 
・工業団地への視察や現地企業との面会のアレンジ 
・当事業の取引先とベトナム企業開発庁への登録企業とのビジネスマッチング 
・中小企業金融に関するセミナーや会議の開催 

・2007年１月：グエン・ベトナム企業開発庁（ＡＥＤ）長官が当公庫を来訪 

                      （以降、毎年、中小企業振興にかかる意見交換会を実施） 

・2012年10月： ベトナム企業開発庁と覚書を締結 

＊覚書の概要 

＊具体的な取組 

海外展開企業へのサポート態勢の例① 
（ベトナム企業開発庁と覚書を締結） 
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海外展開企業へのサポート態勢の例② 
（ベトナム社会政策銀行(VBSP)への技術協力） 

第1期 
（2003～2005年） 

ＶＢＳＰ職員の融資審査能力の向上 

ベトナム現地セミナー（２回）、日本招聘セミナー（２回）、評価のための現地調査（２回） 

フォローアップ期間 
（2005～2006年） 

「融資審査マニュアル等」の作成 

ベトナム現地セミナー（１回） 

第2期 
（2006～2008年） 

「融資審査マニュアル等」の普及・定着 

ベトナム現地セミナー（２回）、日本招聘セミナー（２回）、評価のための現地調査（２回） 

第3期 
（2009～2011年） 

研修講師の育成 

ベトナム現地セミナー（２回）、日本招聘セミナー（１回）、評価のための現地調査（２回） 

フォローアップ 
（2012年） 

技術協力の効果測定 

 政府の施策に基づき、組織と業務を急拡大する中、小企業融資審査ノウハウの蓄積が 
 課題であったことから、融資審査能力の向上を目的に財務省のＯＤＡ事業として実施 

VBSPの概要 
 目  的 貧困者・農民など社会的弱者や中小零細企業に対する融資 

形  態 政府系金融機関 

設  立 平成15年 

店舗数/従業員 本店、63支店、614取引所/8,900名 

貸付残高 103兆7,310億ドン（約4,070億円） 

（2011年12月末現在） 
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<サポート態勢>国内専門機関と連携した支援 

7 

連携先 主な支援メニュー 

日本貿易振興機構 
【ＪＥＴＲＯ】 

貿易投資相談 輸出入の手続きや現地法規制に関する相談等 

取引先開拓支援 展示会・商談会への出展支援 

講師派遣 海外展開セミナー 

中小企業基盤整備機構 
国際化支援アドバイス制度 

専門家紹介サービス（国・地域別のアドバイザー
が無料で相談対応。よろず相談も可） 

講師派遣 海外展開セミナー 

日本弁護士連合会 海外展開支援弁護士紹介制度 
知財や法的リスク対処法の相談、英文契約書の
作成等 

日本商工会議所 
東京商工会議所 

海外公的支援機関による
無料個別相談会 

資金調達や進出手続き等に関する個別相談 

国際協力銀行 
【ＪＢＩＣ】 

海外投資環境情報 海外の投資環境や経済動向に関する情報提供 

中堅・中小企業支援事例 融資を受けて海外進出した企業事例提供 

金融以外の専門的なご相談については、ＪＥＴＲＯや中小企業基盤整備 

機構等の外部専門機関に取り次ぐなど、きめ細かに対応しています！ 



  <融資制度>①海外展開資金の特徴 

幅広いお使いみちにご利用できます。 
  １ 海外への直接投資 
   ・現地事務所を開設したい。 
   ・現地工場を建設したい。 
    ＊海外現地法人（子会社）等への転貸資金も対象となります。 

 
   ２ 海外企業への生産委託 
   ・現地企業へ製品の生産を委託したい。 
 
   ３ 海外への販売強化（輸出等） 
   ・海外で開催される展示会に出展したい。 
   ・海外の顧客向けのＨＰを作成したい。 
   ・海外向けに販売する商品を仕入れたい。 

様々な業種の方にご利用いただけます。 
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販路拡大のため、外国語の 
HPを作って、自社の商品を 

海外にPRしたいなあ。 
 

例えば… 



 <融資制度>②海外展開資金の制度概要 

１ ご利用いただける方 

次の１～３の全てを満たす方 
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 
 日本国内における事業の延長と認められること 
２ 日本国内において、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こと 

２ ご融資限度 国民生活事業       ７,２００万円（うち運転資金    ４,８００万円）  
中小企業事業 ７億２,０００万円（うち運転資金２億５,０００万円）  

３ ご返済期間 
設備資金 １５年以内＜うち据置期間３年以内＞ 

運転資金 ７年以内＜うち据置期間２年以内＞ 

４ お使いみち 
・海外への直接投資 
・海外企業への生産委託 
・海外への販売強化（輸出） 

５ 利率 ・基準利率。 
・一定の要件を満たす場合は特別利率（基準利率－0.65%）。 

日本公庫の海外展開資金 
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◆進出先別の構成比の比較(件数） 

<融資制度>③海外展開資金の融資実績（国民生活事業） 

◆平成25年4-12月融資実績 

・近畿地区の25年度（4-12月）の融資実績は、100件(対前年比110％)、494百万円(同98％) 
・資金使途では販売強化（輸出等）が約7割、業種では卸小売業やサービス業などの非製造業が約8割 
・陶磁器製造業や和菓子製造業など日本の伝統産業や食文化（いわゆるクールジャパン）関連企業も多数 
・進出国では、アジア向けが大半を占める。また、中国向けの割合も昨年並みで推移 

◆資途別の構成（件数） 

販売強化

67%

生産委託

23%

直接投資

10%

◆業種別の構成比（件数） 

卸小売業

63%

製造業

17%

サービス業

15%

その他

5%

 
 

（単位：件、％） 

  
平成 24年度（4～12月） 平成 25年度（4～12月） 

件数 構成比 件数 構成比 

アジア 67 74% 87 87% 

  

中国 31 34% 35 35% 

ASEAN 24 26% 30 30% 

その他アジア 12 13% 22 22% 

その他 24 26% 13 13% 

総計 91 100% 100 100% 
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件数  金額  

  前年比    前年比  

近畿  100 110% 494 98% 

全国  459 114% 2,529 105% 



【海外販売強化①】 

【海外生産委託】 

地 域 業 種 資金使途 進出国 貸付金額 

近 畿 
ペット服の企画・販売 

（海外通販有） 
海外生産委託 中国 500万円 

企業概要 
ペット服の企画・販売業者。自社ブランドを立ち上げ、大手通販サイトや国内のペットショップを通じた全国展開・海外通
販を行っている。同社の商品の人気と品質を支えているのが、中国にある生産委託先の工場であり、当社の品質の高
い商品が評判を呼び、国内だけではなく海外でも販売。生産委託量の増加に伴う運転資金として融資。 

【海外販売強化②】 

11 

 <融資制度>④ご融資の事例 

地 域 業 種 資金使途 進出国 貸付金額 
九 州 インターネット販売 海外販売強化 アメリカ 100万円 

企業概要 
海外オークションサイト「e-bay」にて海外顧客及び国内顧客向けに日本の書籍（漫画・アニメ等）のインターネット販売
を行う業者。徐々に取引も増えてきており、今後も拡大基調にあるとのことで、海外展開の拡大を図るための運転資金
を融資。 

地 域 業 種 資金使途 進出国 貸付金額 

近 畿 
木工芸品製造販売 
（海外通販有） 

海外販売強化 レバノン 100万円 

企業概要 

地場産業である播州そろばんの老舗業者。そろばんの素材と技術を活かし、そろばん玉を使ったボードゲームやスト
ラップを開発するなど、取扱い商品は豊富であり、インターネットモールにも出店し海外通販も実施している。小学生向
けの教材として、そろばんの導入がすすむレバノンへの輸出に関する運転資金を融資。 



<融資制度>⑤クールジャパンを担う企業への融資の推進 

・「クール・ジャパン」とは、日本のライフスタイルや価値観（食文化、伝統工芸品、旅館、宅配 
 便、アニメや漫画等）の要素を取り入れた日本の製品やサービス 
・政府の成長戦略にも盛り込まれるなど、オールジャパンで取り組む施策 

日本公庫（国民生活事業）の取組 
 
①「クール・ジャパン推進機構」設立の法案成立を踏まえた、 
  クールジャパンを担う企業に対する融資推進策の立案（平成26年４月から特別利率導入の見込
み） 
 
②経済産業省クール・ジャパン海外戦略室が主催する「クール・ジャパン・マッチンググランプ
リ」に公庫が参加し、海外展開支援の取組を説明 
 
③クール・ジャパンに関連する業界団体に海外展開資金を積極的に周知 
 （全国和菓子協会、日本茶業中央会、日本漆器協同組合連合会、日本酒造組合中央会） 
 
 （例）静岡支店（国民事業・農林事業）が静岡に本部のある日本茶輸出組合を訪問し連携を強化 
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 <参考>スタンドバイ・クレジット（SBLC）制度 

○本制度は、中小企業の海外支店又は海外現地法人（以下「海外現地法人等」という。）による海外金融機関から の資金
調達の円滑化を目的に、公庫が海外金融機関に対してスタンドバイ・クレジット（債務の保証と同様の目的のために発行
される信用状）を発行する制度です。 

○本制度により、海外現地法人等にとっては、①現地通貨の調達、②為替リスクの回避（借入と返済の通貨が同一）、③資
金調達の現地化・多様化促進などが可能になります。また、日本の親会社は、親子ローン（親会社が国内で資金調達して
から現地法人へ転貸する方法）に比べ、バランスシートをスリム化できます。 

 【現在、業務提携している海外金融機関※】                                                   
バンコック銀行（タイ）、ＫＢ國民銀行（大韓民国）、メトロポリタン銀行（フィリピン）、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）  ※提携
金融機関は順次拡大予定です。   

 
 
 
 
 
 
 

                   （新聞報道より） 

ご利用頂いたお客様の声 【スタンドバイ・クレジット（SBLC）制度のスキーム】 

①ＳＢＬCの 
発行依頼 

日本公庫 海外金融機関 

海外現地法人等 

③融資 
（現地流通通貨

建て） 

国内中小企業 

≪日本≫                    ≪海外≫             

②ＳＢＬＣ
発行 

《Ａ社》【金型製造業】 

「タイでの業歴が浅く、子会社が現地で直
接貸付を受けるのは難しかった。為替にも
左右されず、今後は事業展開がよりスムー
ズになる。」 

《Ｂ社》【細幅織物業（ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ向け等）】  

「海外企業が現地金融機関から信用を得る
のは困難。為替リスクが無く、業績が見通
せる。」 
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 支店名 郵便番号 住 所 電話番号 

滋賀 
大津支店 520-0051 大津市梅林 1-3-10 滋賀ビル 077-524-1656 
彦根支店 522-0075 彦根市佐和町 11-34 0749-24-0201 

京都 

京都支店 600-8009 京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町 101 アーバンネット四条烏丸ビル 075-211-3231 
西陣支店 602-8375 京都市上京区一条通御前通西入大上之町 82 075-462-5121 
舞鶴支店 624-0923 舞鶴市字魚屋 66 0773-75-2211 

大阪 

大阪支店 530-0057 大阪市北区曽根崎 2-3-5 梅新第一生命ビルディング 06-6315-0301 
大阪西支店 550-0005 大阪市西区西本町 1-13-47 新信濃橋ビル 06-6538-1401 
阿倍野支店 545-0053 大阪市阿倍野区松崎町 3-15-12 06-6621-1441 
玉出支店 557-0044 大阪市西成区玉出中 2-15-22 明治安田生命玉出ビル 06-6659-1261 
十三支店 532-0025 大阪市淀川区新北野 1-9-24 三井生命十三ビル 06-6305-1631 
大阪南支店 542-0086 大阪市中央区西心斎橋 2-2-7 心斎橋東京海上日動ビル 06-6211-7507 
堺支店 591-8025 堺市北区長曽根町 130-23 堺商工会議所会館 072-257-3600 
吹田支店 564-0027 吹田市朝日町 27-14 松岡ビル 06-6319-2061 
守口支店 570-0094 守口市京阪北本通 4-10 06-6993-6121 
泉佐野支店 598-0007 泉佐野市上町 3-1-6 072-462-1355 
東大阪支店 577-0054 東大阪市高井田元町 2-9-2 06-6782-1321 

兵庫 

神戸支店 650-0044 神戸市中央区東川崎町 1-7-4 ハーバーランドダイヤニッセイビル 078-341-4981 
神戸東支店 657-0035 神戸市灘区友田町 3-6-15 KHK 灘ビル 078-854-2900 
姫路支店 670-0917 姫路市忍町 200 079-225-0571 
尼崎支店 660-0892 尼崎市東難波町 4-18-1 06-6481-3601 
明石支店 673-0898 明石市樽屋町 8-36 078-912-4114 
豊岡支店 668-0032 豊岡市千代田町 10-6 0796-22-4327 

奈良 奈良支店 630-8115 奈良市大宮町 7-1-33 奈良センタービルディング 0742-36-6700 

和歌山 
和歌山支店 640-8158 和歌山市十二番丁 58 073-422-3151 
田辺支店 646-0028 田辺市高雄 1-11-27 0739-22-6120 

日本公庫 国民生活事業近畿地区内の支店一覧 
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２．ご相談 最寄支店の海外展開サポートデスクにお気軽にご相談下さい。 

４．ご面談 ご商売の状況、資金のお使いみちなどについてお伺いいたします。 
 ご準備いただく書類は決算の状況が分かる資料や、購入する設備の内容が分か
る書類等です。 事務所等へもお訪ねします。 

５．ご融資 ご融資が決まりますと、ご契約に必要な書類をお送りします。 
  ご契約の手続きが終わりますと、ご希望の銀行などの口座へ送金します。 

６．ご返済 
ご返済は原則として月賦払いです。 
  ご返済方法は、元金均等返済、元利均等返済などがあります。 

３．お申込 

融資制度、お申込手続き等のお問い合わせはお電話で承ります。各支店もしくは事業資金相談

ダイヤル：０１２０－１５４－５０５（平日9時～19時）にお気軽にお電話ください。         
ホームページでもご利用の手続きを案内しています （公庫ホームページからのダウンロードも可能です）。 

１．お問い合わせ 

ご利用の手続き 

借入申込書や次の書類をご提出していただきます。 

 
個人営業の方 法人営業の方 

・申告決算書 最近2期分 ・法人の登記簿謄本または履歴事項全部証明書 
・最近2期分の確定申告書・決算書（勘定科目明細書を含む） 
・最近の試算表（決算後6カ月以上経過している場合） 

・企業概要書（はじめてご利用される方） 
・設備資金お申し込みの場合は見積書 
・担保の提供が可能な方は、担保予定物件の登記事項証明書または登記簿謄本 
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Thank you for your attention. 

日本政策金融公庫 国民生活事業  

URL http://www.jfc.go.jp/ 
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