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推薦は原則月１回ですが 受付は随時いたします（詳細は7頁参照）

生活衛生改善貸付（衛経）

少し要件があります（詳細は7頁参照）

運転資金の利率が有利

設備資金・運転資金 とも
年 1.11 ％　（3頁参照）

＊ 法人代表者の保証も不要です
＊ 組合での信用が生きます

実質 組合員のみ

無担保・無保証人

ポイント1

ポイント2

ポイント3
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生活衛生改善貸付（衛経）

申込み手順

※推薦は原則月1回ですが 受付は随時致します

7頁の準備して頂く書類を揃えてください
8頁に記載の組合・特相員にご提出ください

☆推薦書記載のため店舗訪問し面談致します

☆組合事務所にて審査会を行います

※公庫との面談等はありません 

② 特相員による審査(訪問・面接)

③ 特相員による審査を踏まえ　
　　　組合の審査会にて推薦決定

④ 日本政策金融公庫に申込書、推薦書等を提出し　
　　　公庫で最終審査を行い決定します

⑤ 公庫との契約手続き完了後入金となります

① 借入推薦依頼書（申込書等）
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実質組合員だけの有利な融資制度で 無担保・無保証人でご利用いただけます
小規模事業者の経営改善を促進する事を目的としています
推薦を受けるには下記の条件が満たしている事が必要です

【運転資金】　原材料・商品の仕入れ 経費の支払い 買掛金の決済など 通常の
　　　　　　営業に必要となる資金
【設備資金】　固定資産の取得・改修等に係る資金
　　　　　　実務上は見積書・契約書等により客観的に設備価格を把握でき
　　　　　　会計上 固定資産に計上するものを設備資金として扱う

※返済期間による利率の変動はありません（2018年12月12日現在年1.11%）　
※利率は借入時期で異なっており 必ずご確認ください

生活衛生改善貸付（衛経）

【申込要件】
①　常時使用する従業員が5人以下の方
②　県知事から営業許可等を受けて営業を営んでいる事
③　原則として１年以上 同じ地区で事業を営んでいる事
④　原則として税金を完納している事
⑤　非対象業種 非対象経営内容でない事
【審査要件】
①　原則として6か月以上 生衛組合の経営特別相談員の経営指導を
　　受けている事

【準備して頂く書類】
① 借入推薦依頼書(申込書)
② 納税証明書または領収証(所得税 事業税 市県民税)
③ 見積書（設備資金のみ）
④ 営業許可書コピー
⑤ 確定申告書 決算書2期分

株式会社　日本政策金融公庫　 URL　https://www.jfc.go.jp/
愛知県喫茶飲食生活衛生同業組合　  URL　http://www.coffeemate.jp/
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管轄支店にご相談ください

気楽にご相談ください

（株）日本政策金融公庫支店所在地及び管轄地区

( 株 )日本政策金融公庫　　　名古屋支店　（０５２）５６１－６３０１
名古屋市中村区・西区
津島市・北名古屋市・愛西市・あま市・清須市・弥富市・西春日井郡・海部郡

( 株 )日本政策金融公庫　　　名古屋中支店　（０５２）２２１－７２４１
名古屋市中区・東区・北区・千種区・昭和区・守山区・名東区
瀬戸市・春日井市・小牧市・尾張旭市・長久手市・日進市・東郷町

( 株 )日本政策金融公庫　　　熱 田 支 店 　（０５２）６８１－２２７１
名古屋市熱田区・南区・中川区・瑞穂区・港区・緑区・天白区
半田市・常滑市・大府市・知多市・東海市・豊明市・知多郡

( 株 )日本政策金融公庫　　　豊 橋 支 店 　（０５３２）５２－３１９１
豊橋市・豊川市・蒲郡市・新城市・田原市・北設楽郡

( 株 )日本政策金融公庫　　　一 宮 支 店 　（０５８６）７３－３１３１
一宮市・犬山市・江南市・岩倉市・稲沢市・丹羽郡

( 株 )日本政策金融公庫　　　岡 崎 支 店 　（０５６４）２４－１７１１
岡崎市・豊田市・知立市・刈谷市・安城市・高浜市・碧南市・西尾市
みよし市・額田郡

喫茶飲食組合　経営特別相談員（特相員）

下 山　純 一
鷲 津　尚 宏
加 藤　充 平
鈴 木　国 央
平 野　孝 一
齋 場　良 雄
久 野　雄 一
嶋 﨑　敏 郎
野 田　光 二
桜 井　義 雄
和 泉　房 枝
組合事務所

名古屋市昭和区
一宮市
瀬戸市
名古屋市東区
知多郡
尾張旭市
名古屋市緑区
西尾市
一宮市
名古屋市昭和区
豊田市
名古屋市中区

じゅん
イーグル
松山
スルー
梅元
棒の手
ラプラス
マリーナ
アポロ
パーク
フォンテーヌ

（０５２）７５１－３１１０　
（０５８６）７１－０３６０
（０５６１）８３－４０３４
（０５２）９３５－１１１５
（０５６９）７３－０３８６
（０５６１）５３－１４９６
（０５２）６２３－５１５０
（０５６３）５６－１２６３
（０５８６）７７－３４７６
（０５２）８８１－２１６２
（０５６５）３５－１５１５
（０５２）２４１－３２５１
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一般貸付との差額
約23,700円

一般貸付との差額
約47,500円

年
1.11％

「衛経」の具体的な活用事例
実質組合員だけが利用できる有利な制度

【小額の運転資金借入 100万円】
広告宣伝費等の運転資金として100万円が必要となり 公庫から
借入したい

【小額の設備資金借入 200万円】

返済期間　5年払（59回　元金1.7万円）
・借入当初の返済月額　  約17,900円（利息　約 900円）
・5年間の利息支払総額　約27,800円

（一般貸付年2.06％の利息支払総額　約51.500円）

・借入当初の返済月額　　　約35,900円（利息　約1,900円）　　
・５年間の利息支払総額　　約55,500円
（一般貸付年2.06％の利息支払総額　約103,000円）

返済期間　5年払（59回　元金34千円）
・借入当初の返済月額　　　約35,900円（利息　約1,900円）　　
・５年間の利息支払総額　　約55,500円
（一般貸付年2.06％の利息支払総額　約103,000円）

☆7年返済（８3回払　元金2.4万円）の場合　
・借入当初返済月額　　  約25,900円　（利息　約1,900円）
・７年間の利息支払総額　約77,700円　（一般貸付との差額　約66,500円）

古くなった厨房機器の更新を行うため 設備資金として200万円の
借入をしたい

返済期間　5年払（59回　元金3.4万円）
年

1.11％

借入事例
1

借入事例
2

≪運転資金としては最も低利な衛経（利率年1.11％）を利用することと
しました≫

≪設備資金でも低利な衛経貸付（利率年1.11％）を利用することとしま
した≫

☆7年払（83回　元金１.２万円）の場合
・借入当初返済月額　約12,900円　
・利息支払総額　　　約38,900円　（一般貸付との差額　約33,200円）

☆7年返済（８3回払　元金2.4万円）の場合　
・借入当初返済月額　　  約25,900円　（利息　約1,900円）
・７年間の利息支払総額　約77,700円　（一般貸付との差額　約66,500円）

＊ 利息は借入残高の減少により毎月減少していきます（利率は2018年11月1日現在）
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Life...
   happy
Tea tim

Life...
   happy
Tea time

・Espresso

・Cappuccino

・Cafe latte

・
CAFECAFE

Home Sweet Home

一般貸付との差額
約166,000円

一般貸付との差額
約166,000円

【店舗改装資金の借入 500万円】
床や壁面等の内装とイス・テーブル等の更新を併せて行うため
500万円を借入したい

返済期間　7年払（82回　元金6.1万円）
・借入当初の返済月額　  約65,600円　（利息　約 4,600円）　
・7年間の利息支払総額　約194,000円
 （一般貸付年2.06％の利息支払総額　約360,000円）

☆10年払の場合（119回払　元金4.2万円　年1.11％）
・借入当初返済月額　約 46,600円　（利息　約4,600円）　
・利息支払総額　　　約278,000円　
 （一般貸付2.07％との差額　約240,000円）

・借入当初の返済月額　  約65,600円　（利息　約 4,600円）
・7年間の利息支払総額　約194,000円
 （一般貸付年2.06％の利息支払総額　約360,000円）

【店舗の改装400万円と
運転資金100万円を同時利用】
売上を増やすため 店舗の改装等（400万円）を行いイメージアップを
図るとともに 近隣の住宅地等への宣伝広告を強化するため運転資金
100万円を同時に利用したい

＜設備 ・ 運転 500万円＞　
返済期間　7年払（82回　元金6.1万円）　
＜設備 ・ 運転 500万円＞　
返済期間　7年払（82回　元金6.1万円）　

年
1.11％

借入事例
3

借入事例
4

≪設備と運転を合わせて一口で借入でき 低利な「衛経」を利用する
こととしました≫

≪金利面では振興貸付も有利だが 公庫の支店まで遠く審査の手間
もあるので 今回は利用実績のある「衛経」を利用することとした≫

設備・運転
1.11％

☆10年払の場合（119回払　元金4.2万円　年1.11％）
・借入当初返済月額　約 46,600円　（利息　約4,600円）　
・利息支払総額　　　約278,000円　
 （一般貸付との差額　約240,000円）

・借入当初の返済月額　  約65,600円　（利息　約 4,600円）
・7年間の利息支払総額　約194,000円
 （一般貸付年2.06％の利息支払総額　約360,000円）
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年
1.11％

設備・運転
1.11％

一般貸付との差額
約166,000円

一般貸付との差額
約720,000円

店舗の改装等（400万円）を行いう予定ですが 既往貸付が100万円
残っており 一本化することで 返済負担を軽減した形で借入したいと
考えています

＜設備 ・ 運転 500万円＞　
返済期間　7年払（82回　元金6.1万円）

・借入当初の返済月額　  約65,600円　（利息　約 4,600円）　
・7年間の利息支払総額　約194,000円
（一般貸付年2.06％の利息支払総額　
  約360,000円）

＜設備 ・ 運転 500万円＞　
返済期間　7年払（82回　元金6.1万円）

・借入当初の返済月額　  約65,600円　（利息　約 4,600円）　
・7年間の利息支払総額　約194,000円
（一般貸付年2.06％の利息支払総額　
  約360,000円）

【高額 支店開設 1,500万円 無担保】

・借入当初の返済月額　　 約141,000円　利息　約14,000円）
・10年間の利息支払総額　約830,000円
 （一般貸付年2.07％の利息支払総額　約1,550,000円）

・借入当初の返済月額　　 約141,000円　利息　約14,000円）
・10年間の利息支払総額　約830,000円
 （一般貸付年2.07％の利息支払総額　約1,550,000円）

□　改装後 軌道に乗るまで半年
　　ほどの元金支払の据え置きも
　　できます
　　据え置き中は 金利のみの支払となります

□　長期をご希望の場合は 別に案内した「振興貸付（最長２０年）」が
　　有利となります

□　改装後 軌道に乗るまで半年
　　ほどの元金支払の据え置きも
　　できます
　　据え置き中は 金利のみの支払となります

□　長期をご希望の場合は 別に案内した「振興貸付（最長２０年）」が
　　有利となります

【店舗改装400万円と 
既往貸付残100万円を 一本化（借換）】

収益向上を図るため店舗を大幅に改造してレストラン部門を充実させ
ることにしました
1,500万円の設備資金が必要となり １０年返済で無担保・無保証で
借入したい

返済期間　10年払（119回　元金12.7万円）

借入事例
5

借入事例
6

≪設備と運転（借換資金）を一本で借入できる「衛経」を利用することと
しました
運転部分も低利ですので どんな既往貸付でも金利が高くなる心配は
ありません≫

≪公庫の支店が遠く審査負担もあるので 地元での信用が生きる
「衛経」を利用することとしました
金利も振興貸付とほぼ同水準です≫



≪ 元金の据置き ≫

≪ 一本化（借換） ≫

≪ 重複借入 ≫

□　支店を開設する場合や店舗を大幅に改装する場合は 設備実施後経営
　　を軌道に乗せるまで数ヶ月を要し その間は返済力が十分でない場合が
　　あります
　　この場合 借入直後の数ヶ月は元金の支払を据置き 利息のみの支払と
　　することができます

□　据置期間は 設備資金２年以内 運転資金１年以内となっています
　　事業の見通しに併せて 据置期間の設定をご相談ください

□　新たに「衛経」を借入する場合 既に借りている「衛経」と一本化（借換）を
　　することができます
　　この場合 借換資金は運転資金となります

□　新たな借入は 設備資金でも運転資金でも構いません
　
□　新たな「衛経」と振興貸付や一般貸付の残高との一本化をご希望される
　　場合は いろんな制限がありますので 公庫へご相談ください

□　既に借りている貸付の残高があっても 新たに資金が必要な場合は 重
　　複して借入することができます
　　設備でも運転でも重複してご利用いただけます

□　振興貸付と衛経貸付を重複して借入することも何の問題もありません

12
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振興事業貸付

随時受付いたします

組合に加入していればOK

組合員のみ

＊ 無担保の場合でも第三者保証人は不要です
＊ 担保提供の場合 最高０．３％まで金利が下
　 がります　
　 （担保の状況等で変わります）

担保・保証人

設備資金の利率が有利

（無担保１０年の場合）　設備資金　年 1．0２％　
　　　　　　　　　　 （一般貸付　年 2．0７％）

＊ 設備資金の返済期間は 20年以内です
　 ゆとり返済もできます

ポイント1

ポイント2

ポイント3
（利率は2018年11月1日現在）
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申込み手順

振興事業貸付

下記書類巻末にとじ込み有り

随時受付いたします

① 借入申込書 設備見積書等組合に提出

② 組合から「振興事業に係る資金証明書」及び
　「振興貸付申込紹介書」を受領

③ 「振興事業促進融資制度に係る事業計画書」を提出
　 した場合はその（写）も受領する

※0.15%利率が下がります

④ 申込書 申込時の添付書類（17頁参照） 上記の資金
　 証明書等を公庫に提出（後で公庫から面談等の連絡あります）

（数日後に入金あり）

⑤ 公庫にて審査（面談・訪問等）

⑥ 公庫との借入契約締結

☆添付書類は揃っていますか（17頁参照）
☆印鑑は押してありますか　　  ☆記入漏れはないですか
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【準備して頂く書類】

株式会社　日本政策金融公庫　 URL　https://www.jfc.go.jp/
愛知県喫茶飲食生活衛生同業組合　  URL　http://www.coffeemate.jp/

振興事業貸付

組合員の方のための低利・長期等の有利な融資制度です
・ 申込をするには 組合理事長の「振興資金に係る資金証明書」が必要です
・ 組合未加入の場合の一般貸付に比べ 設備資金では 0.9% 低くご利用できます
・ 無担保・無保証人(法人代表者等を除く)制度の下での利用もできます
・ 運転資金についても融資限度額 利率等について一般貸付に比べ有利な取扱い
　が受けられます

① 借入申込書　　(別紙26頁を切り離してご利用ください)
② 納税証明書または領収証　 (所得税 事業税 市県民税)
③ 見積書　　　　　　　　　（設備資金の場合のみ）
④ 営業許可書コピー
⑤ 平面図　　　　　　　　　（店舗取得・改装の場合）
⑥ 確定申告書 決算書の最近2期分
⑦ 法人の商業謄本　　　　　（法人で 初回申込の場合）　
　　　（組合と相談して準備するもの）
⑧ 事業計画書（さらに0.15％金利引下げを希望する場合提出）（別紙28頁）
⑨ 振興資金に係る資金証明書（別紙30頁）
⑩ 振興事業貸付申込紹介書（別紙32頁）　

【申込み手順】 　16頁参照
　　　　　　　 ① ⑧ ⑨ ⑩ は冊子に綴じ込みが有ります

※金利は固定金利ですが ご利用日によって異なります
　日本政策金融国庫各支店 公庫ホームページ
　組合事務局までお問い合わせください
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振興事業貸付の具体的な活用事例

＊ 利息は借入残高の減少により毎月減少していきます（利率は2018年11月1日現在）

【小額設備資金の借入 100万円】【
借入事例
1

冷蔵庫と空調機の更新で100万円が必要となり 公庫の借入を
検討しました

返済期間　5年払（59回　元金1.7万円）
・借入当初の返済月額　  約17,900円（利息　約 900円）　　　　
・5年間の利息支払総額　約25,300円

（一般貸付年2.06％の利息支払総額　約51.500円）

仕入れ等に使う営業車を200万円で購入する資金を公庫で借入したい

返済期間　5年払（59回　元金3.4万円）

【仕入用車の購入 200万円】

総額　約51.500円）

一般貸付との差額
約26,200円

一般貸付との差額
約52,500円

・借入当初の返済月額　  約35,700円（利息　約1,700円）　　
・５年間の利息支払総額　約50,500円

年
1.01％

（一般貸付年2.06％の利息支払総額　
　約103,000円）

年
1.01％

借入事例
2

≪ 振興貸付（一般貸付より0.9％低い）を利用することとし
所定の事業計画も提出（更に0.15％引下げ）しました ≫　

≪ 振興貸付を利用することとし 所定の事業計画も提出しました ≫
金利は年1.01％と 車のローンと考えると非常に低い利率です

☆7年払（83回　元金１.２万円）の場合
・借入当初返済月額　約12,900円　
・利息支払総額　　　約35,400円　（一般貸付との差額　約36,800円）

☆7年返済（８０回払　元金2.5万円）の場合　
・借入当初返済月額　　  約26,700円　（利息　約1,700円）
・７年間の利息支払総額　約70,700円　（一般貸付との差額　約73,500円）

組合員だけが利用できる低利な制度
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一般貸付との差額
約184,000円

設備
1.01％
運転
1.91％

【店舗改装資金の借入 500万円】

年
1.01％

店舗の老朽化が進んだので 民家風の雰囲気の良い店に改装し
テーブル等も更新したい
500万必要となるので 公庫の借入を検討しました
≪ 振興貸付を利用することとし 所定の事業計画も提出しました ≫

返済期間　7年払（82回　元金6.1万円）
・借入当初の返済月額　　約65,200円　（利息　約 4,200円）　
・7年間の利息支払総額　 約176,800円
（一般貸付年2.06％の利息支払総額　約360,500円）

返済期間　7年払（82回　元金6.1万円）
・借入当初の返済月額　　約65,200円　（利息　約 4,200円）　
・7年間の利息支払総額　 約176,800円
（一般貸付年2.06％の利息支払総額　約360,500円）

cafecafe

一般貸付との差額
約147,000円

一般貸付との差額
約5,200円

【店舗の改装400万円と運転資金100万円を利用】
店舗の改装を400万円で行いイメージアップを図ることを考えています
が 併せて宣伝広告の強化ため 運転資金100万円を利用したい
≪ 振興貸付を利用することとし 所定の事業計画も提出しました≫
この場合借入は　2口となり
設備資金400万円は　年1.01％　
運転資金100万円は　年1.91％となる

＜設備400万円＞　
返済期間　7年払（82回　元金4.9万円）
・借入当初の返済月額　約52,400円（利息 約 3,400円）
・7年間の利息支払総額　約141,400円
　（一般貸年2.06％の利息支払総額  
　  約288,400円）　

＜運転100万円＞　
返済期間　7年払（83回　元金1.2万円）
・借入当初の返済月額　  約12,900円　（利息 約 900円）　　
・7年間の利息支払総額　約66,900円
　（一般貸年2.06％の利息支払総額　
　  約72,100円）

＜合計＞返済期間 7年払の場合　
・借入当初の1ヶ月の返済月額　約 65,300円　（元金 61,000円）

＜運転100万円＞　
返済期間　7年払（83回　元金1.2万円）
・借入当初の返済月額　  約12,900円　（利息 約 900円）　　
・7年間の利息支払総額　約66,900円
　（一般貸年2.06％の利息支払総額　
　  約72,100円）

＜合計＞返済期間 7年払の場合　
・借入当初の1ヶ月の返済月額　約 65,300円　（元金 61,000円）

借入事例
3

借入事例
4

☆10年払の場合（119回払　元金4.2万円　年1.02％）
・借入当初返済月額　約 46,300円　（利息　約4,300円）　
・利息支払総額　　　約255,000円

（一般貸付との差額　約152,200円）

（一般貸付との差額　約263,000円）
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年
1.4％

年
0.5％

一般貸付との差額
約1,400,000円

一般貸付との差額
約1,400,000円

【高額 支店開設 2,000万円 無担保】
郊外に支店としてレストランを新設したい
2,000万円の設備資金が必要で、無担保で公庫の借入をしたい　
借入負担を考え 最長の20年間の長期で利用したい
≪ 振興貸付を利用することとし 所定の事業計画も提出しました≫
≪この場合でも第三者保証人は不要です≫

返済期間　20年払（239回　元金8.4万円）　返済期間　20年払（239回　元金8.4万円）　
・借入当初の返済月額　　　約107,000円　利息　約 23,000円）
・20年間の利息支払総額　 約2,800,000円
・借入当初の返済月額　　　約107,000円　利息　約 23,000円）
・20年間の利息支払総額　 約2,800,000円

【高額 支店開設 2,000万円 担保提供】
郊外に支店としてレストランを新設したい
2,000万円の設備資金が必要ですが金利を低くするため 十分な担保
を提供した上で公庫の借入をする考えです
借入負担を考え 最長の20年間の長期で利用します

返済期間　20年払（239回　元金8.4万円）返済期間　20年払（239回　元金8.4万円）
・借入当初の返済月額　　　約 93,000円　利息　約9,000円）
・20年間の利息支払総額　 約1,000,000円
・借入当初の返済月額　　　約 93,000円　利息　約9,000円）
・20年間の利息支払総額　 約1,000,000円

借入事例
5

借入事例
6

≪ 振興貸付を利用することとし 所定の事業計画も提出しました≫

（一般貸付13年払 利息年2.25％の利息支払総額　約2,900,000円）

☆返済期間13年払・・・一般貸付の返済最長期間は13年
　（154回　元金13万円　利率1.2％）
・借入当初の返済月額　　　約150,000円　（利息　約 20,000円）
・13年間の利息支払総額　 約1,6000,000円

☆返済期間13年払・・・一般貸付の返済最長期間は13年
　（154回　元金13万円　利率1.2％）
・借入当初の返済月額　　　約150,000円　（利息　約 20,000円）
・13年間の利息支払総額　 約1,6000,000円
（一般貸付13年払 利息年2.25％の利息支払総額　約3,000,000円）

☆返済期間13年払・・・一般貸付の返済最長期間は13年
　（154回　元金13万円　利率0.3％）
・借入当初の返済月額         約135,000円　（利息　約 5,000円）
・13年間の利息支払総額　 約 390,000円
（一般貸付13年払 利息年1.35％の利息支払総額　約1,755,000円）

☆返済期間13年払・・・一般貸付の返済最長期間は13年
　（154回　元金13万円　利率0.3％）
・借入当初の返済月額         約135,000円　（利息　約 5,000円）
・13年間の利息支払総額　 約 400,000円
（一般貸付13年払 利息年1.35％の利息支払総額　約1,800,000円）

☆返済期間13年払・・・一般貸付の返済最長期間は13年
　（154回　元金13万円　利率0.3％）
・借入当初の返済月額         約135,000円　（利息　約 5,000円）
・13年間の利息支払総額　 約 400,000円
（一般貸付13年払 利息年1.35％の利息支払総額　約1,800,000円）



21

≪ 一本化（借換） ≫

≪ 重複借入 ≫

≪ 元金の据置き ≫

□　新たに振興貸付の運転資金を借入する場合 既に借りている貸付と一本
　　化をすることができます
　
□　この場合 既往貸付が振興貸付の設備資金の場合はその金利が低いた
　　め 一本化（借換）すると 反対に金利が高くなってしまいますので ご注意
　　ください

□　運転資金同士を一本化することは 特に問題ありません

□　新たに設備資金を借入する場合は 一本化はできません 別口の貸付と
　　なります

□　既に借りている貸付の残高があっても 新たに資金が必要な場合は 重
　　複して借入することができます
　　設備でも運転でも重複してご利用いただけます

□　振興貸付と衛経貸付を重複して借入することも何の問題もありません

□　新規に開業する場合や支店を開設する場合 開店の準備期間や経営を
　　軌道に乗せるまで 数ヶ月を要する場合があります
　　この場合 借入直後の数ヶ月は元金の支払を据置き 利息のみの支払と
　　することができます

□　据置期間は 振興事業貸付の場合設備資金も運転資金も２年以内なっ
　　ており 事業の見通しに併せて 据置期間の設定をご相談ください


