
このパンフレットは「かごんまの色まっぽしトーン」を使用し制作しています

鹿児島県信用保証協会は「燃ゆる感動か
ごしま国体・かごしま大会」のオフィシャ
ルサポーターです。

色々あるある鹿児島県信用保証協会の支援窓口！
料金は一切かかりません。先ずはお気軽にご相談を！

20 年保証と保証料割引で無理のないご返済！20年保証と保証料割引で無理のないご返済！
「チェスト保証」はこんなにお得！「チェスト保証」はこんなにお得！

建設機械購入 1,800 万円、運転資金 200 万円として計 2,000 万円を
期間 10年で借入した場合（1.00％の信用保証料率が適用される方）

「一般保証」をご利用の場合

「チェスト保証」をご利用の場合

2,000万円×1.00％×期間10年×0.55（分割返済係数）

2,000万円×（1.00％－0.2％（チェスト割引））×期間10年×0.55（分割返済係数）

220,000円もおトクです!
（1カ月換算 1,834 円）

…ちなみに、同様のケースで 5,000 万円、期間 20年の場合

なんと1,100,000円もおトクです!!
（1カ月換算 9,167 円）

＝1,100,000円（1カ月換算9,167円）

＝880,000円（1カ月換算7,333円）

例えば

創業計画へのアドバイス，創業後のフォローアップ，
外部専門家 派遣などのご相談

【お問い合わせ】経営支援部 創業サポートチーム
TEL:099 223 0274

経営診断・アドバイス，経営改善計画策定支援，
中小企業支援機関の支援事業活用などのご相談

【お問い合わせ】経営支援部 経営・再生サポートチーム
TEL:099-223-0274

事象承継特別保証のご利用，事業承継アドバイス，
事業承継計画策定支援，外部専門家派遣などのご相談

【【お問い合わせ】経営支援部 事業承継サポートチーム
TEL:099-223-0274

資金調達にお困りの方へ金融機関をご紹介します。
【専用ダイヤル】金融機関紹介窓口
TEL:099-223-7755

ＬＩＮＥで
最新情報や経営支
援に役立つ情報を
配信しています！

友だち登録
お願いします

【お問い合わせ】保証部 099-223-0271

チェストチェスト 保証保証でで沸沸かせかせ！！

チェスト保証とは…
「燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会」を契機に、前
向きな設備投資等を行う中小企業者を支援するため、創設
した期間限定の保証制度です。

保証料一律0.2ポイント引下げ
最大44％OFF

令和２年10月31日まで！



保証制度の概要保証制度の概要 （チェスト保証）（チェスト保証）

対象となる方

次のすべての要件に該当する中小企業者
　（1）当協会との取引実績がある方
　（2）引き続き２年以上事業を営む方
　（3）確定申告書（個人事業者の場合は、青色申告で貸借対照表を作成する方）の

写しを直近２期分提出できる方
　（4）取扱金融機関との取引等が次の何れかに該当する方
　　ア　与信取引が１年以上あり、申込時において、プロパー融資の残高がある
　　イ　本保証と同時にプロパー融資を行う

保証限度額 設備資金または運転設備資金２億 8,000 万円以内
保 証 期 間 20 年以内

保 証 料 率
年０．２５％～１．７０％
※リスク考慮型信用保証料率から０．２％割り引いた料率
※担保の提供が有る場合等は更に０．１％割り引きます

融 資 利 率 金融機関所定の利率
担 保 必要に応じ徴求
連帯保証人 原則として法人代表者を除き不要

■戦略
事業拡大のための事務所兼資材置場の増
床・集約化
■施策

事務所兼資材置場用土地建物の購入・移転
■効果

・置場容量の大幅増による積極的な販路拡大体制
の構築

・荷役作業効率の向上
・セキュリティー強化
・品質保存機能の改善
■資金調達＝令和元年11月・協調融資

・鹿児島相互信用金庫（プロパー融資）
・鹿児島相互信用金庫（チェスト保証）
■ご利用の経緯・感想

　創業 10 年を超え、損益が安定してきたことか
ら、将来を見据え、本件設備購入を決意しました。
　これまでで最も大きな買い物でしたが、金融機
関担当者が業種上の特性を理解してくれるととも
に、当社の将来性をしっかり評価していただいた
おかげで、本件設備計画が実現したと感じていま
す。保証協会担当者も対応が早く資金調達もス
ムーズでした。金融機関、保証協会には非常に感
謝しています。
　足場仮設工事は、通期での受注平準化が難しい
特性をもっているので、今後は土木工事業への参
入を視野に入れ、攻めの多角化戦略を展開してい
きます。

■事業所
　鹿児島市春山町2510－2
　TEL：099-297-5131　FAX：099-297-5331
■業歴・業種 とび土工工事業（足場仮設工事）

平成21年　屋号「前野興業」にて個人創業
平成26年　法人設立、事務所・資材置場増床
平成27年　資材置場増床
令和元年　事務所兼資材置場購入・移転（本件設備）

株式会社 前野興業株式会社 前野興業
代表取締役 前野 祐一 様代表取締役 前野 祐一 様

～ User's eyes ～
（チェスト保証をご利用いただいた皆さまに感想を聞いてきました）

資材置場はフォークリフト・トラックによる搬入が可能となり作業効率が改善した資材置場はフォークリフト・トラックによる搬入が可能となり作業効率が改善した

■戦略
受注幅拡大のための工場増床・設備拡充
■施策

事務所兼工場用土地の購入・建物新築移転
■効果

・受注機会ロスの低減による売上増
・製造ライン拡充による提案型営業の強化
・製造工程の効率化による生産性向上
・従業員の士気向上・組織力の強化
■資金調達＝令和元年10月・協調融資

・鹿児島信用金庫（プロパー貸付）
・鹿児島信用金庫（チェスト保証）
■ご利用の経緯・感想

　設備計画の実現のためには金融機関の支援だけ
では足りなかったので、計画の縮小も検討しまし
たが、そんな時に金融機関担当者より保証協会利
用の提案をしていただきました。
　次の時代を担う従業員のため本件計画を実現し
たく、金融機関、保証協会の柔軟な対応には感謝
しています。
　これを機に、取引先様の期待により応えられる
事業体制の構築、従業員のモチベーションの向上、
作業環境の改善に繋がる組織作りに、より一層取
り組むこととしています。

■事業所
　薩摩郡さつま町柏原1728
　TEL：0996-59-8960　FAX：0996-59-8924
■業歴・業種 精密板金加工製造業

平成３年　創業・法人設立
平成７年　大型設備導入
平成10年　大型設備導入
令和２年　工場・事務所移転、大型設備導入（本件設備）

有限会社 ウチムラ有限会社 ウチムラ
代表取締役 内村 裕二 様代表取締役 内村 裕二 様

本件設備により建築した新工場と導入したベンダー機械本件設備により建築した新工場と導入したベンダー機械

■戦略
経営基盤安定のためのビル購入
■施策

賃貸にて営業してきた宿泊施設（ビル 1 棟）
の買い取り
■効果

・経営基盤の安定により、経営に専念できる体制
を構築

・経営の自由度向上による、経営戦略上の選択肢
増加（コンセプトにあった施設づくり）

・対外的信用度の向上
■資金調達＝令和元年9月・協調融資

・鹿児島銀行（プロパー貸付）
・鹿児島銀行（チェスト保証）
■ご利用の経緯・感想

　創業当初からの愛着と、周辺地域に発展の可能
性を感じていた事などもあり、この物件を購入し
たい気持ちは以前よりありました。購入が実現し
たことで、快適な空間づくりを柔軟かつ迅速に行
えるようになりました。
　これも、金融取引の経験が浅い私に、金融機関
担当者が誠実な対応で、適切に導いてくださった
お陰だと感謝しています。
　今後は「多店舗経営」や「無人チェックイン・
システムの導入」などにより、事業を拡大させて
いきたいと考えています。

■事業所
　鹿児島市住吉町5-7
　TEL：099-802-4301
　web www.green-guesthouse.com
■業歴・業種 簡易宿泊施設（ゲストハウス）

平成22年　創業
平成24年　鹿児島県ホテル旅館組合に加盟
平成30年　ＩＴフロントシステム導入
令和元年　賃貸にて営業してきたビル１棟の購入
　　　　　（本件設備）

（グリーンゲストハウス）（グリーンゲストハウス）
代表 池田 圭宏 様代表 池田 圭宏 様

爽快な青空が広がるビル屋上のテラス爽快な青空が広がるビル屋上のテラス



保証制度の概要保証制度の概要 （チェスト保証）（チェスト保証）

対象となる方

次のすべての要件に該当する中小企業者
　（1）当協会との取引実績がある方
　（2）引き続き２年以上事業を営む方
　（3）確定申告書（個人事業者の場合は、青色申告で貸借対照表を作成する方）の

写しを直近２期分提出できる方
　（4）取扱金融機関との取引等が次の何れかに該当する方
　　ア　与信取引が１年以上あり、申込時において、プロパー融資の残高がある
　　イ　本保証と同時にプロパー融資を行う

保証限度額 設備資金または運転設備資金２億 8,000 万円以内
保 証 期 間 20 年以内

保 証 料 率
年０．２５％～１．７０％
※リスク考慮型信用保証料率から０．２％割り引いた料率
※担保の提供が有る場合等は更に０．１％割り引きます

融 資 利 率 金融機関所定の利率
担 保 必要に応じ徴求
連帯保証人 原則として法人代表者を除き不要

■戦略
事業拡大のための事務所兼資材置場の増
床・集約化
■施策

事務所兼資材置場用土地建物の購入・移転
■効果

・置場容量の大幅増による積極的な販路拡大体制
の構築

・荷役作業効率の向上
・セキュリティー強化
・品質保存機能の改善
■資金調達＝令和元年11月・協調融資

・鹿児島相互信用金庫（プロパー融資）
・鹿児島相互信用金庫（チェスト保証）
■ご利用の経緯・感想

　創業 10 年を超え、損益が安定してきたことか
ら、将来を見据え、本件設備購入を決意しました。
　これまでで最も大きな買い物でしたが、金融機
関担当者が業種上の特性を理解してくれるととも
に、当社の将来性をしっかり評価していただいた
おかげで、本件設備計画が実現したと感じていま
す。保証協会担当者も対応が早く資金調達もス
ムーズでした。金融機関、保証協会には非常に感
謝しています。
　足場仮設工事は、通期での受注平準化が難しい
特性をもっているので、今後は土木工事業への参
入を視野に入れ、攻めの多角化戦略を展開してい
きます。

■事業所
　鹿児島市春山町2510－2
　TEL：099-297-5131　FAX：099-297-5331
■業歴・業種 とび土工工事業（足場仮設工事）

平成21年　屋号「前野興業」にて個人創業
平成26年　法人設立、事務所・資材置場増床
平成27年　資材置場増床
令和元年　事務所兼資材置場購入・移転（本件設備）

株式会社 前野興業株式会社 前野興業
代表取締役 前野 祐一 様代表取締役 前野 祐一 様

～ User's eyes ～
（チェスト保証をご利用いただいた皆さまに感想を聞いてきました）

資材置場はフォークリフト・トラックによる搬入が可能となり作業効率が改善した資材置場はフォークリフト・トラックによる搬入が可能となり作業効率が改善した

■戦略
受注幅拡大のための工場増床・設備拡充
■施策

事務所兼工場用土地の購入・建物新築移転
■効果

・受注機会ロスの低減による売上増
・製造ライン拡充による提案型営業の強化
・製造工程の効率化による生産性向上
・従業員の士気向上・組織力の強化
■資金調達＝令和元年10月・協調融資

・鹿児島信用金庫（プロパー貸付）
・鹿児島信用金庫（チェスト保証）
■ご利用の経緯・感想

　設備計画の実現のためには金融機関の支援だけ
では足りなかったので、計画の縮小も検討しまし
たが、そんな時に金融機関担当者より保証協会利
用の提案をしていただきました。
　次の時代を担う従業員のため本件計画を実現し
たく、金融機関、保証協会の柔軟な対応には感謝
しています。
　これを機に、取引先様の期待により応えられる
事業体制の構築、従業員のモチベーションの向上、
作業環境の改善に繋がる組織作りに、より一層取
り組むこととしています。

■事業所
　薩摩郡さつま町柏原1728
　TEL：0996-59-8960　FAX：0996-59-8924
■業歴・業種 精密板金加工製造業

平成３年　創業・法人設立
平成７年　大型設備導入
平成10年　大型設備導入
令和２年　工場・事務所移転、大型設備導入（本件設備）

有限会社 ウチムラ有限会社 ウチムラ
代表取締役 内村 裕二 様代表取締役 内村 裕二 様

本件設備により建築した新工場と導入したベンダー機械本件設備により建築した新工場と導入したベンダー機械

■戦略
経営基盤安定のためのビル購入
■施策

賃貸にて営業してきた宿泊施設（ビル 1 棟）
の買い取り
■効果

・経営基盤の安定により、経営に専念できる体制
を構築

・経営の自由度向上による、経営戦略上の選択肢
増加（コンセプトにあった施設づくり）

・対外的信用度の向上
■資金調達＝令和元年9月・協調融資

・鹿児島銀行（プロパー貸付）
・鹿児島銀行（チェスト保証）
■ご利用の経緯・感想

　創業当初からの愛着と、周辺地域に発展の可能
性を感じていた事などもあり、この物件を購入し
たい気持ちは以前よりありました。購入が実現し
たことで、快適な空間づくりを柔軟かつ迅速に行
えるようになりました。
　これも、金融取引の経験が浅い私に、金融機関
担当者が誠実な対応で、適切に導いてくださった
お陰だと感謝しています。
　今後は「多店舗経営」や「無人チェックイン・
システムの導入」などにより、事業を拡大させて
いきたいと考えています。

■事業所
　鹿児島市住吉町5-7
　TEL：099-802-4301
　web www.green-guesthouse.com
■業歴・業種 簡易宿泊施設（ゲストハウス）

平成22年　創業
平成24年　鹿児島県ホテル旅館組合に加盟
平成30年　ＩＴフロントシステム導入
令和元年　賃貸にて営業してきたビル１棟の購入
　　　　　（本件設備）

（グリーンゲストハウス）（グリーンゲストハウス）
代表 池田 圭宏 様代表 池田 圭宏 様

爽快な青空が広がるビル屋上のテラス爽快な青空が広がるビル屋上のテラス



このパンフレットは「かごんまの色まっぽしトーン」を使用し制作しています

鹿児島県信用保証協会は「燃ゆる感動か
ごしま国体・かごしま大会」のオフィシャ
ルサポーターです。

色々あるある鹿児島県信用保証協会の支援窓口！
料金は一切かかりません。先ずはお気軽にご相談を！

20 年保証と保証料割引で無理のないご返済！20年保証と保証料割引で無理のないご返済！
「チェスト保証」はこんなにお得！「チェスト保証」はこんなにお得！

建設機械購入 1,800 万円、運転資金 200 万円として計 2,000 万円を
期間 10年で借入した場合（1.00％の信用保証料率が適用される方）

「一般保証」をご利用の場合

「チェスト保証」をご利用の場合

2,000万円×1.00％×期間10年×0.55（分割返済係数）

2,000万円×（1.00％－0.2％（チェスト割引））×期間10年×0.55（分割返済係数）

220,000円もおトクです!
（1カ月換算 1,834 円）

…ちなみに、同様のケースで 5,000 万円、期間 20年の場合

なんと1,100,000円もおトクです!!
（1カ月換算 9,167 円）

＝1,100,000円（1カ月換算9,167円）

＝880,000円（1カ月換算7,333円）

例えば

創業計画へのアドバイス，創業後のフォローアップ，
外部専門家 派遣などのご相談

【お問い合わせ】経営支援部 創業サポートチーム
TEL:099 223 0274

経営診断・アドバイス，経営改善計画策定支援，
中小企業支援機関の支援事業活用などのご相談

【お問い合わせ】経営支援部 経営・再生サポートチーム
TEL:099-223-0274

事象承継特別保証のご利用，事業承継アドバイス，
事業承継計画策定支援，外部専門家派遣などのご相談

【【お問い合わせ】経営支援部 事業承継サポートチーム
TEL:099-223-0274

資金調達にお困りの方へ金融機関をご紹介します。
【専用ダイヤル】金融機関紹介窓口
TEL:099-223-7755

ＬＩＮＥで
最新情報や経営支
援に役立つ情報を
配信しています！

友だち登録
お願いします

【お問い合わせ】保証部 099-223-0271

チェストチェスト 保証保証でで沸沸かせかせ！！

チェスト保証とは…
「燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会」を契機に、前
向きな設備投資等を行う中小企業者を支援するため、創設
した期間限定の保証制度です。

保証料一律0.2ポイント引下げ
最大44％OFF

令和２年10月31日まで！


