
岡山商工会議所 会員向け特別融資制度 

 

中国銀行 
ちゅうぎんビジネスセンター 

TEL 0120-310-912 

トマト銀行 
ビジネスサポートプラザ 

TEL 0088-24-1020 

おかやま信用金庫 
営業支援部 

TEL 086-223-7672 

三菱ＵＦＪ銀行 
岡山支社 TEL 086-222-6717 

  (共通）0120-250-587 

四国銀行 
岡山支店ビジネスローン

担当 TEL 086-224-5261  

中銀ビジネスローン 
「元気」 

（提携口） 

トマト商工会議所   

メンバーズローン 

トマト・ビジネスサポート

ローンⅡ 

ビジネスローン絆 

（プロパー） 

ビジネスローン絆 

（保証協会保証付） 

ビジネスローン     

「融活力」 

商工会議所メンバーズ 

ビジネスローン 

制度の特徴 

優遇の内容 

・原則無担保 

・当行所定金利から 0.2％優遇 

・原則無担保･第三者保証人不要 

・当行所定金利から0.1％優遇 

当社所定金利から 0.5％優遇 当社所定金利から 0.1％優遇 ・原則無担保第三者保証人不要 

・当庫所定金利を適用 

 

・原則無担保・第三者保証人不要 

・当庫所定金利を適用 

 

・原則無担保、第三者保証人不要 

・事務手数料不要 

・適用金利 年 2.1％～9.0％ 

  年 0.25％の優遇 

・原則無担保・第三者保証人不要 

・当行所定金利から、0.4％優遇 

融 資 

対象者 

(資格要件) 

・岡山商工会議所会員であり、

且つ会費を完納していること 

・当行営業区域内で原則として

1 年以上継続して同一事業を営

んでいる中小企業者 

・岡山県内に主たる事業所を有

し、１年以上継続して同一事業

を営む中小企業者 

・岡山県信用保証協会「はばた

き保証制度」保証を受けることが

できること 

･その他当行所定の融資条件を

満たすこと 

・岡山県内に主たる事業所を有

し、１年以上継続して同一事業

を営む法人または個人事業主の

方 

・商工会議所の会員の方で、商

工会議所の会員証明書の発行

が受けられる方 

・その他当行所定の融資条件を

満たすこと 

・岡山県内に主たる事業所を有

し、1 年以上継続して同一事業

を営む中小企業者 

・岡山県信用保証協会「はばた

き保証制度」保証を受けることが

できること 

・その他当行所定の融資条件を

満たすこと 

･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

算書を 2 期分提出できる中小企

業者 

･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

算書を 2 期分提出できる中小企

業者 

・業歴 2 年以上の法人で、確定した

決算書2期分を提出可能なこと 

・最新決算期において債務超過でな

いこと 

・最寄の受付窓口にご来店が可能

なこと 

・税金の未納がない方 

・決算書一式（税務署の受付印のあ

る直近2期分）を提出可能な法人 

・直近決算期において債務超過

でないこと 

・総借入金が１億未満かつ年商

の範囲内 

・税金の未納がない方 

資金使途 運転・設備資金 

運転・設備資金 

（ただし、不動産取得資金、業

種転換に伴う資金は除く） 

運転・設備資金 

運転・設備資金 

(ただし、不動産取得資金、業務

転換に伴う資金は除く) 

運転・設備資金 運転・設備資金 運転・設備資金 運転・設備資金 

融 資  

限度額 

100万円～2,000万円以内 

 

100 万円～1,500 万円以内 

（10 万円単位） 

 ※ただし運転資金の場合、直

近決算書における平均月商の３

か月以内 

100 万円～ 2,000 万円以内     

(10万円単位) 

100 万円～3,000 万円以内 

（10 万円単位） 

※運転資金は、本商品の既存

分も含め、直近決算の平均月商

の 3 倍以内 

100 万円～1,000 万円以内 

（10 万円単位） 

100 万円～3,000 万円以内 

（10 万円単位） 

500 万円～5,000 万円以内 

（100 万円単位） 

100 万円～3,000 万円 

 

利  率 

当行がお客さまの財務内容に応

じて定めた所定金利から金利優

遇。 

※H26.7.1 現在の金利優遇幅 

 優遇幅 年 0.2％ 

 

当行所定の金利より 0.1％優遇

する 

※当行所定の新長期プライムレ

ートを基準金利とする。 

 

当社所定金利より 0.5％優遇

(変動金利) 

当所定金利より 0.1％優遇   

(トマト銀行所定の金利を適用、

変動金利) 

おかやま信金プライムレート以上

（年２回変動金利型） 

※審査結果により当金庫所定の

金利を設定 

 

おかやま信金プライムレート以上

（年２回変動金利型） 

※審査結果により当金庫所定の

金利を設定 

 

年 2.10％から 

※審査結果に応じた当行所定の金

利（通常年2.35％から）より年0.25％

の金利を優遇。但し、当行所定の基

準金利に応じて変動する。 

年2.225％以上 

※審査結果に応じた当行所定の金

利（通常年2.625％～）より年0.4％

の金利を優遇。但し、当行所定の基

準金利に応じて変動 

融資期間 
運転資金：7 年 

設備資金：10 年 
1 年超～7 年以内 

運転資金：5 年以内 

設備資金：7 年以内 

証書貸付：7 年以内 

手形貸付：1 年以内 

５年以内 

（据置期間１年以内） 

７年以内 

（据置期間なし） 
１カ月以上５年以内 ３年以内 

審査期間 当行所定の審査手続きによる 

原則、申込日の３営業日以内に回答 

※取引の無いお客様の場合、３営

業日以内に回答できないことがあ

る。 

当行所定の審査手続きによる 当行所定の審査手続きによる 当金庫所定の審査手続きによる 当金庫所定の審査手続きによる 当行所定の審査手続きによる 原則、３営業日以内にスピード回答 

返済方法 

元金均等返済 

（元利均等返済の廃止） 

  

元金均等月賦返済 

・手形貸付：原則、期日一括返

済 

・証書貸付：元金均等返済(利息

先取り)または元利均等返済(利

息後取り) 

1 ヵ月毎の元金均等返済(利息

先取) 

※ただし、手形貸付について

は、返済財源を特定し 6 ヵ月以

内の期日一括返済は可 

元金均等返済 

※最終回は毎月の元金の２倍以内 

元金均等返済 

※最終回は毎月の元金の２倍以内 
1 カ月毎の元金均等返済 

・元金均等返済 

・手形貸付は期日一括返済 

保証会社 
信用保証協会の保証を受ける場

合 融資利率△0.3％ 

岡山県信用保証協会 

（はばたき保証） 
 

岡山県信用保証協会        

(はばたき保証) 
 岡山県信用保証協会   

保証料  0.5％～2.2％     0.5％～2.2％   

担保・ 

保証人 

・担保：原則不要 

・保証人 

  原則代表者 

   

・担保：原則不要 

・保証人 

  法人：代表者 

  個人：不要 

・担保：不要 

・保証人 

  法人：原則代表者 1 名以上 

  個人事業主：不要 

・担保：原則不要 

・保証人 

  法人：代表者 

  個人：不要 

・担保：原則不要 

・保証人 

法人：原則代表者 

個人：原則家族 1 名 

・担保：原則不要 

・保証人 

法人：原則代表者 

個人：原則家族 1 名 

・担保：原則不要 

・保証人：代表取締役1名 

（原則として第三者保証人は不要） 

 

・担保：原則不要 

・保証人 

法人:代表者 1 名 

事 務 

手数料 
不要 


