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１　経営方針

（１)　業務環境

　　○　宮城県の景気動向

　　の下振れ懸念が広がってきている。

　　機械向けなどで低調、輸送機械も乗用車の生産移管などにより弱い動きとなっているなど、一進一退の状況にある。

　　　このような中、消費税率の引き上げ及び台風１９号による影響、さらには「新型コロナウイルス」の感染拡大の影

　　○　中小企業・小規模事業者を取り巻く環境　

　　足踏みがみられてきており、消費低迷や人手不足、復興需要の収束等に伴い、これまで震災復興特需や返済条件緩和、

　　国や自治体による補助金・助成金等各種支援により支えられてきた企業の息切れ倒産も増加しつつあるなど、小規模

　　零細企業を中心に経営環境は厳しさを増してきている。

　　　今後、オリンピック・パラリンピックによる景気の上向きは期待されるものの、海外経済の不確実性に加え、消費

　　税率引き上げによる影響や後継者問題、さらには「新型コロナウイルス」の感染拡大による経済への影響等、新たな

　　懸念材料も発生してきているなど、中小企業者等を取り巻く環境は依然として厳しく、引き続き予断を許さない状況

　　にある。
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　　　地域の中小企業・小規模事業者（以下、「中小企業者等」という。）の現況は、一定の回復基調から、景気動向に

宮城県信用保証協会

　　　令和元年度の我が国経済は、海外経済の減速等を背景に外需が弱いものの、雇用・所得環境の改善等により、内需

　　　県内の経済情勢は、住宅投資や公共投資が高水準で推移、個人消費はドラックストア販売が好調など、一部に持ち

　　を中心に緩やかに回復していたが、昨年１０月から１２月期のＧＤＰ（国内総生産）がマイナス成長に転じたほか、

　　消費税率引き上げや、米中貿易摩擦の影響、さらには「新型コロナウイルス」の感染拡大による影響も加わり、経済

　　響による下振れが懸念される。

　　直しの動きがみられるほか、雇用も高水準を維持しているものの、生産活動においては、電子部品・デバイスは産業



１　経営方針

（２)　業務運営方針

　き東日本大震災や台風等により被災した中小企業者等の復旧・復興支援に努める一方、その他の中小企業者等に対して

　も、国・県・市町等の関係機関が取り組む施策との連携を図りつつ、経営実態や特性を把握の上、それぞれのライフス

　ネート機能を発揮の上、サポート会議開催、外部専門家派遣事業及びよろず支援拠点の活用により積極的な支援に取り

宮城県信用保証協会

    令和２年度は、宮城県の震災復興計画における最終年度となり、復興の総仕上げとなる中、当協会としては、引き続

　テージにおける必要な資金需要に対して迅速・的確な対応に努める。

　　また、保証付き融資とプロパー融資の適切なリスク分担のもと、中小企業者等に対する支援方針を共有するなど金融

　機関との連携体制を一層強化し、中小企業者等の経営改善・生産性向上を促すほか、地方自治体や関係機関と協力の上、

　引き続き県内各地域におけるセミナーの開催等により、創業や事業承継の支援の充実に努める。加えて、学生等幅広い

　層を対象とした説明会等により起業マインドの醸成を図り、地方創生に貢献していく。

　　さらには、保証協会においても中小企業者等の経営改善に向けた主体的な支援の体制強化を図り、協会自らコーディ

　組んでいく。また、債権買取先のエグジットについては、関係機関・金融機関と連携の上、円滑な対応に努める。

　じないよう個別企業の実情に応じた十分な対応に努めていく。

　　回収については、担保や第三者保証のない求償権の累増により回収環境が厳しさを増す中、初動を徹底し回収部門に

　おける基本ポリシーに沿った効率的な回収に努めるとともに、保証協会債権回収株式会社を活用した回収の合理化・効

　率化に努めていく。　

　努め、引き続き「信頼される協会」、「顔の見える協会」に向け、より一層業務に邁進していく。
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　　なお、「新型コロナウイルス」感染拡大による中小企業者等への影響に注視していくとともに、資金繰りに支障が生

　　そのほか、コンプライアンス態勢の推進及び情報漏洩等のシステムリスクや災害発生等によるリスク管理の徹底等に



２　重点課題

（１）現状認識

（２）具体的な課題

        　①　政策保証への取組み

        　②　新たな保証利用への取組み

　        ③　中小企業者等の経営改善・生産性向上の取組み 

        　④　地方創生等に貢献を果たすための取組み 

（３）課題解決のための方策

　　        応するため、各種政策保証を周知し金融機関と連携を図りながら金融支援を行う。

宮城県信用保証協会

　【保証部門】

　　東日本大震災から９年を迎え宮城県震災復興計画の「発展期」の最終年度となるが、県内景況を見ると、震災復興需

　要の反動などから回復の動きが鈍化してきている。

　　このような中、労働力不足、原材料価格や人件費の高止まりなどにより経営の安定に支障が生じている企業や、後継

　者問題等についての課題を抱える企業も多々見受けられる。加えて、近年、台風等の自然災害が多発していることや、

　 「新型コロナウイルス」の感染拡大の影響が懸念されるなど、県内中小企業者等を取り巻く環境は依然として厳しい

　状況にある。これらを踏まえ、金融機関及び関係機関との連携を図りながら、中小企業者等が置かれている経営環境に

　即した多様な資金需要に的確に対応し、地方創生にも寄与すべく、次の課題に重点的に取り組む。

        　①　政策保証への取組み

　　　        中小企業者等が置かれている経営環境に即した多様なニーズやライフステージに応じた資金需要に迅速・的確に対

　　          イ　被災した中小企業者等に対しては、東日本大震災復興緊急保証、災害関係保証、セーフティネット保証　

　　　　　　　ロ　創業者に対しては、創業関連保証（再挑戦支援保証）、創業等関連保証

　　　　　　　ハ　小規模事業者に対しては、小口零細企業保証

　　　　　　　ニ　継続した資金枠が必要な企業に対しては、当座貸越根保証　　　　　　　　　　　　
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２　重点課題 　

　　　　　　　チ　返済条件緩和先で事業改善の意欲がある企業に対しては、条件変更改善型借換保証

　　　　　　　リ　再生支援（再生計画実施）が必要な企業に対しては、事業再生計画実施関連保証（経営改善サポート保証）

　　　　　②　新たな保証利用への取組み

　　　　　③　中小企業者等の経営改善・生産性向上の取組み

　　　　　　　ヌ　事業承継に伴い、事業活動の継続に支障が生じている企業に対しては、特定経営承継関連保証、経営承継関連

宮城県信用保証協会

　【保証部門】

　　　　　　　ホ　経常運転資金が継続的に必要な企業に対しては、短期継続型保証（たんけい）

　　　　　　　ヘ　保証料率が軽減されている県・市町村制度保証　

　　　　　　　ト　経営改善が必要な企業に対しては、経営力強化保証　

　　　　　④　地方創生等への貢献を果たすための取組み

　　　　　　　　保証、特定経営承継準備関連保証、経営承継準備関連保証

　　　　　　　ル　経営者保証を理由とし、事業承継に課題を抱えている企業に対しては、事業承継特別保証

　　　　　　　日本政策金融公庫及び各金融機関と連携し創業制度等の推進を図るほか、金融機関とともに地域の実情に即して資

　　　　　　金需要を掘り起し、信用保証を通じた安定的な資金供給に努める。また、関係機関の広報誌やホームページ及びＳＮ

　　　　　　Ｓを積極的に活用し、保証制度や経営支援策及び各種のセミナー活動等、中小企業者や関係機関の役立つ情報をタイ

　　　　　　ムリーに発信していく。

　　　　　　　金融機関との対話を深め、保証付融資とプロパー融資の適切なリスク分担のもと、中小企業者等に対する支援方針

　　　　　　を共有するなど連携体制を強化し、中小企業者等の経営改善・生産性の向上を促す。また、資金調達に不安を抱える

　　　　　　中小企業者等に対しては、金融機関を紹介する取組みに努める。

　　　　　　　地域に根ざし公的性質を有する保証協会として、地方創生に一層の貢献を果たしていくための取組みを実施する。

　　　　　　また、こうした取組みをするにあたり、引き続き地方自治体や金融機関との連携・協力をより一層進めていく。
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２　重点課題 　

　　　　アップにも努める。

　　　　　　　ロ　事業承継を促すため地方自治体等と連携したセミナーを開催するとともに、参加者に対するフォローアップ

宮城県信用保証協会
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　【保証部門】

　　　　　　　イ　創業チャレンジを促すため地方自治体等と連携したセミナーを開催するとともに、参加者に対するフォロー

      　　　　　にも努める。

　　　　　　　ハ　地方自治体、金融機関並びに関係機関との対話により地域のニーズ把握に努め、地方創生・地域経済の発展

　　　　　　　　に貢献する。

　　　　　　　ニ　学生等幅広い層を対象とした説明会等により、金融教育や起業マインドの醸成を図る。　



２　重点課題

（１）現状認識

　　東日本大震災の影響や売上の減少等で経営の安定に支障が生じている中小企業者等に対し、借換保証や経営力強化保証

　等による金融支援を行うほか、サポート会議の開催を主に、外部専門家派遣事業やよろず支援拠点の活用も含めた、経営

　支援・再生支援に努めてきた。そのような中、依然として経営改善が進まず条件変更を繰り返す中小企業者等が多いため

　引き続き金融機関や関係機関との連携・協力をより一層進めていくとともに、協会自らコンサルティング機能やコーディ

　ネート機能を強化し、経営改善・再生支援等、企業の経営力強化を図っていくことが重要であり、次の課題に重点的に取

　り組む。

（２）具体的な課題

（３）課題解決のための方策

　　　　　　　経営の安定に支障が生じている中小企業者等に対し、金融機関や関係機関との連携・協力により、経営改善を着実

　　　　　　に進めて行くほか、金融支援はもとより協会のコーディネート機能を十分に発揮し、外部専門家派遣事業等の経営支

　　　　　　援により企業の経営力強化に取り組む。

　　　　　　　イ　金融機関・関係機関との連携強化

　　　　　　　　(ｲ) 経営の安定に支障が生じている中小企業者等や、経営改善・生産性の向上に努力している中小企業者等に対

　　　　　　　　　して、「中小企業・小規模事業者の振興に係る相互協力に関する覚書」を締結している金融機関と情報交換会

　　　　　　　　　等を開催し、連携を密にして経営支援に努める。

　　　　　　　　(ﾛ) 当協会主催による「みやぎ中小企業支援ネットワーク会議」を通じて、経営改善支援の取組みについての情

　　　　　①　金融機関、関係機関と連携した経営支援への取組み

宮城県信用保証協会

　【期中管理・経営支援部門】

　　　　　①　金融機関、関係機関と連携した経営支援への取組み

　　　　　②　期中支援・期中管理への取組み

　　　　　③　事業再生支援への取組み
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２　重点課題

　　　　　　　　　報交換や、中小企業支援機関が主催の連絡会議に参加することで支援の目線合わせを行い、連携を密にして経

　　　　　　　　　営支援に努める。

　　　　　　　　(ｲ) 経営の安定に支障が生じている中小企業者等に対し、サポート会議の開催を主に、必要に応じて外部専門家

　　　　　　　　　派遣事業やよろず支援拠点等の活用を図りながら経営支援に努める。また、外部専門家派遣事業を終了した企

　　　　　　　　　業に対して、経営状況等のモニタリングの実施や、再度派遣が必要な企業に対して所要の支援を行う。

　　　　　　　　(ﾛ) 大口保証利用先（条件変更未実施企業）で、財務内容が悪化している企業を抽出し、企業訪問のうえ、必要

　　　　　　　　　に応じ、外部専門家派遣事業等の経営支援に努める。

　　　　　　　　(ﾊ) 外部専門家派遣実施先等の財務情報等の各種情報を蓄積し検証を進め、中小企業者等への効果的な支援とな

　　　　　　　　　るよう努める。

　　　　　　　　(ﾆ) 金融機関と連携・協力しつつ、経営者保証ガイドラインの適切な運用に努める。

　　　　　　　ハ　補助事業

　　　　　　　　　  認定支援機関による経営改善計画策定支援事業を利用して経営改善計画を策定する中小企業者等に対し、国

　　　　　　　　　の制度を活用し、協会が費用の一部を補助する。

　　　　　②　期中支援・期中管理への取組み

　　　　　　　創業保証利用先に対しては、企業訪問によりフォローアップを実施するほか、経営の安定に支障が生じ、条件変更

　　　　　　による返済緩和を繰り返している中小企業者等の経営改善や資金繰り改善を促進するため、金融機関や関係機関と連

　　　　　　携を深めながら期中支援の充実を図るとともに、延滞先企業については早期に実態を把握し、返済負担軽減の条件変

　　　　　　更を行い、事故の未然防止・代位弁済の抑制に努める。

　　　　　　　イ　創業保証利用先の支援

　　　　　　　　　創業保証利用先に対しては、開業後１か月、６か月、１年（必要に応じ）経過後に企業訪問を行い、事業計画

                のフォローアップに努めるとともに、必要に応じてよろず支援拠点や外部専門家派遣事業等の支援機関の活用を

宮城県信用保証協会

　【期中管理・経営支援部門】

　　　　　　　ロ　中小企業者等の状況に応じた経営支援
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２　重点課題

　　　　　　　　検討し、金融機関と連携した期中支援に努める。

　　　　　　　ロ　条件変更（返済緩和）等を行った企業に対する支援

　　　　　　　　　条件変更（返済緩和）等を行った企業に対しては、業況と金融機関の支援方針を確認し、協会自ら支援メニュ

　　　　　　　　ーを検討したうえで、金融機関と連携した期中支援に努める。

　　　　　　　ハ　延滞先企業に対する支援

　　　　　　　　　延滞初期の段階から実態を把握し、事業継続可能と判断した企業に対しては、返済負担軽減等の期中管理を行

　　　　　　　　い、事故の未然防止・代位弁済の抑制に努める。また、大口事故報告先や、必要と思われる企業に対しても、金

　　　　　　　　融機関と連携し、企業訪問等による現状把握を行い、実態に即した支援に努める。

　　　　　③　事業再生支援への取組み

　　　　　　　中小企業者等の事業再生を着実に進めて行くべく、金融機関や関係機関と連携・協力を進めていくとともに、個々

　　　　　　の中小企業者等の業況を勘案しつつきめ細やかな対応に取り組む。

　　　　　　の中小企業者等の業況を勘案しつつきめ細やかな対応に取り組む。　　　 イ　震災に係る債権買取支援

　　　　　　　　 　　　　東日本大震災の被災により二重債務となっている中小企業者等について、宮城県産業復興相談センターや株式

　　　　　　　  会社東日本大震災事業者再生支援機構と連携を図りながら債権買取支援に努める。

　　　　　　　  会社東日本大震災事業者再生支援機構と連携を図りながら債権買取支援に努める。　 　　ロ　再生支援

　 　　　(ｲ) 債権買取支援の取組み開始から８年が経過し、エグジットの実績が増えてきている。今後もさらに増加する

　　　　   ことが予想されるため、各支援機関との情報交換や金融機関訪問等による情報収集を行い、円滑なエグジット

　　　　 　に努める。

　 　　　(ﾛ) 宮城県中小企業再生支援協議会や株式会社地域経済活性化支援機構（ＲＥＶＩＣ）と連携を図りながら個々

　　　　　　　　   の中小企業者等の業況を勘案しつつ、きめ細かな対応を実施し再生支援に努める。

 　 　　　　　　　   さらに、代位弁済後も事業を継続しながら誠実に返済をしている企業には、サポート会議の開催等により求

  　　　　　　　   償権消滅保証等を提案し、事業再生を促進する。

　【期中管理・経営支援部門】
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２　重点課題

（１）現状認識

    無担保無保証人、関係人の高齢化、破産などの法的整理等の増加により回収環境が厳しさを増しているなかで、全国

　めに次の課題に重点的に取り組む。

（２）具体的な課題

　①　回収手続きの早期着手への取組み

　②　一部弁済による連帯保証債務免除への取組み

　③　管理事務停止及び求償権整理への取組み

（３）課題解決のための方策　　

　①　回収手続きの早期着手への取組み

　　　代位弁済からの時間経過により回収が低下していくという傾向を踏まえて、初動を重視して回収の最大化に繋げる。

　　　イ　現況調査を徹底し、早期に回収財源を把握する。

　　　ロ　有担保求償権については、早期に所有者等との信頼関係を構築し任意処分を促進する。

　②　一部弁済による連帯保証債務免除への取組み

　　　イ　定期弁済を継続しているものの完済見込みがない求償権連帯保証人に対しては、実態把握のうえ信頼関係を構

　　　　築し、「一部弁済による連帯保証債務免除ガイドライン」（以下「一部弁済連免ＧＬ」という。）を活用した交

　　　　渉に取り組み回収の最大化に繋げる。

　　　ロ　無担保求償権は、原則として保証協会債権回収株式会社(サービサー)を活用し、「一部弁済連免ＧＬ」による

　　　　回収を進める。　　　　　

宮城県信用保証協会

　【回収部門】

　信用保証協会連合会が示した「回収部門における基本ポリシー」に基づき、効率性を重視しつつ回収の最大化を図るた
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２　重点課題

　③　管理事務停止及び求償権整理への取組み

　　　回収見込みを早期に見極め、回収見込がない求償権については、速やかに管理事務停止及び求償権整理手続きを行

　　う。
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　【回収部門】



２　重点課題

（１）現状認識

（２）具体的な課題

（３）課題解決のための方策

　　　　コンプライアンス態勢の充実に努めていくため、会議・研修等による啓蒙活動の実施及び各部署の推進活動を繰

　　　り返し行うことにより、組織全体でコンプライアンスに対する意識の定着と法令等の遵守について、周知徹底を図

　　　る。また、全職員を対象とした書面調査及び役員ヒアリングを実施し、法令等の遵守状況及びコンプライアンスに

　　　ついての浸透状況の把握を継続し、結果を基に適時適切な改善を図る。

　　　　個人情報の保護に関しては、個人データの取扱状況を定期的に点検し情報漏えいの防止を図るなど、情報の適切

　　　な管理に努める。

　　　　そのほか、反社会的勢力等に対しては、蓄積してきた情報を活用し不正な保証利用の防止を図るほか、弁護士、

　　　警察、暴力団追放推進センター等が開催するセミナーに参加するなど関係機関との緊密な連携を維持し、組織全体

　　　で関係遮断に取り組む。
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　①　コンプライアンス態勢の推進への取組み

宮城県信用保証協会

　【その他間接部門】

　　健全な業務運営を図るため、コンプライアンス態勢の推進や財政基盤等の強化への取組みを推進していくほか、中小

　企業等の経営力向上に資する人材の育成に取り組む。またステークホルダーに対し積極的に情報を発信し、認知度の向

　上を図るとともに、より地域社会に貢献していくことが重要との認識から、次の課題に重点的に取り組む。

　①　コンプライアンス態勢の推進への取組み

　②　人材育成の充実・強化等への取組み

　③　財政基盤の強化及び業務の効率化への取組み

　④　リスク管理の徹底への取組み

　⑤　広報の強化への取組み



２　重点課題

　　　ロ　災害発生等によるリスク管理に対しては、役職員の安全確保、経営資源の保全等により一定水準の業務継続が

　　　　可能となるよう、事業継続計画の適切な維持管理に努めるとともに、定期的な研修や訓練に努める。

　⑤　広報の強化への取組み　　

　　　　関係機関の広報誌やホームページ及びＳＮＳを積極的に活用し、保証制度や経営支援策及び各種のセミナー活動

　　　等、中小企業者や関係機関の役立つ情報をタイムリーに発信し、保証協会の認知度の向上に努める。
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　　　　アップとなる代替拠点を設けるべく、令和３年度の稼働を念頭にベンダーと協力しながら作業を進めていく。

　　　効果的な資金運用に努める。

　　　　業務の効率化については、前年度開始した「決算書」等の保証関係文書の電子化について、効果や問題点を検証

　　　の上、対象文書の拡大等に努める。

　　　　そのほか、当協会の基幹システム（ＣＯＭＭＯＮシステム）において導入を予定している信用保証書の電子化に

　　　ついては、金融機関の意向を確認しながら円滑な対応に努める。

　④　リスク管理の徹底への取組み

　　　イ　システムリスクに対しては、引き続き情報セキュリティの確保を図るべく、システムの不正利用や情報漏洩等

　　　　の防止に努める。また、災害等によるシステム拠点（本店）の機能停止を想定し、新たにシステム全体のバック

　　　　財政基盤の強化については、保有する流動資産の運用状況や金利動向に注視しながら、安全性に配慮の上、より

　【その他間接部門】
　②　人材育成の充実・強化等への取組み

　  　　保証審査のための目利き能力や経営支援・再生支援及び債権管理等の専門知識の習得を目的に、外部研修への参

　　　加、内部研修の充実を図る。加えて、前年度導入した「チューター制度」の対象を拡げるなどＯＪＴ体制の強化に

　　　も努める。そのほか、引き続き中小企業診断士等の資格取得を推進するとともに有資格職員の有効的な活用を図る。

　③　財政基盤の強化及び業務の効率化への取組み

宮城県信用保証協会



３ 事業計画

　　　　（単位 ：百万円）

金　　額
対前年度
計画比

対前年度
実績見込比

97.5% 96.8%

98.8%

　　　　　　　　13

求 償 権 残 高 1,793 77.2% 94.2%

実 際 回 収 1,600 100.0% 111.9%

宮城県信用保証協会

積算の根拠(考え方)

保 証 承 諾 103,000 103.0% 101.4%
・保証承諾
　　　近年は、金融機関における低金利競争等の影響により保証承諾
　　は低水準に推移していたが、金融機関・関係機関に対し説明会等
　　を通じて各種保証制度の周知に努めたことや、金融機関との情報
　　交換会及び勉強会等で対話を重ねたことにより、保証承諾は徐々
　　に回復傾向にある。今後もこれらを継続し、中小企業者等の多様
　　なニーズやライフステージに応じた資金需要に迅速・的確に対応
　　していくことを考慮し算出した。
　
・保証債務残高
　　　保証承諾、償還及び代位弁済の見込等を考慮し算出した。

・代位弁済
　　　中小企業を取り巻く経営環境は厳しい状況が続くものと予想さ
　　れ、震災前後から業績不振に陥っていた企業や体力の疲弊した企
　　業を中心に事故発生が前年同様に続くものと考慮し算出した。

・実際回収
　　  回収環境が厳しさを増している中、初動を徹底し債務者等につ
　　いてきめ細やかな調査を行うことで回収財源を発掘するほか、返
　　済先に対する増額交渉や一部保証免除等により回収の増加に努め
　　ていくことを考慮し算出した。

・求償権残高
　　　代位弁済及び実際回収等の見込を基に算出した。

代 位 弁 済 6,500 108.3%

保 証 債 務 残 高 250,000 98.8% 97.7%

保 証 債 務 平 均 残 高 250,636


