
40

（1）保証承諾額
（2）期末保証債務残高
（3）代位弁済額
（4）求償権実際回収額

500,000百万円
1,750,000百万円
25,000百万円
4,900百万円

（前年度計画比 100.0％）
（　　　同 　　153.1％）
（　　   同　　　87.7％）
（　　　同　　　86.0％）

事業計画

（1）基本財産保有額
（2）支払準備資産

79,255百万円
185,847百万円

（前年度計画比 101.2％）
（　　   同 　　122.9％）

基本財産と支払準備資産の見込み

事業方針
　令和3年度は、当協会の基本理念、中期事業計画及び現下の経済情勢等を踏まえ、事業計画及び基本財産と
支払準備資産の見込を以下のとおりとしました。

県下の経済金融情勢と事業の実施状況
　令和3年度の兵庫県の景気は、新型コロナの影響による厳しい状況が続く中、輸出や生産が牽引するもとで、
基調としては持ち直しつつありました。　　
　事業者においては、大規模な資金繰り支援や各種政策等の効果により、倒産状況は低水準で推移しました。
しかしながら、長期化するコロナ禍による景気の悪化や、新型コロナ関連の借入による多大な債務残高およ
び据置期間の終了に伴う返済開始等により、今後の倒産や廃業の増加が懸念されます。
　このような状況のもと、令和3年度の事業の実施状況は以下のとおりとなりました。

保証業務
　コロナ禍の影響を受けている事業者への資金繰り支援について、既存の国や県が実施する制度融資に加え、
新たに創設された「伴走支援型特別保証制度」等を活用し、必要な保証を迅速かつ適切に提供しました。
令和2年度に実施された新型コロナ関連の大規模な資金繰り支援による資金需要の充足や、「新型コロナ
ウイルス感染症対応資金」の取扱終了等の影響により、令和3年度の保証承諾については計画値および前年度
実績を大幅に下回りましたが、保証債務残高については据置期間を付した保証が多く、償還が進んでいない
こともあり、計画値および前年度実績と同程度となりました。
　
期中管理・経営支援業務
　コロナ禍の影響を受け、経営に支障が生じている事業者に返済緩和などの柔軟な対応を実施しました。
資金繰り支援や国が実施する各種支援策の効果も相俟って、代位弁済については、計画値および前年度実績を
下回りました。また、創業イベント等については、オンライン開催に切り替えるなど感染拡大防止に留意しつつ
積極的に実施しました。

求償権回収業務
　無担保や法的整理の割合が増加するなど回収環境は厳しく、当年度計画、前年度実績ともに下回りました。
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　業務運営に係る経営の透明性をより一層向上させ、客観性の高い評価を行うことにより対外的な説明責任を
適切に果たすことを目的として、外部評価委員会を設けています。令和3年度の外部評価の内容につきましては
当協会のホームページに公表する予定です。

当期の業績

令和3年度経営計画の達成に関しての評価及び公表

保証業務実績

件　　　数

保証承諾額

20,366件

324,907百万円

（前年度実績比 27.5％）
（当年度計画比 65.0％）
（前年度実績比 24.3％）

（1）保証承諾

基本財産と支払準備資産実績

求 償 権
実際回収額 4,387百万円 （当年度計画比  89.5％）

（前年度実績比  95.9％）

（4）求償権

件　　　数

保証債務残高

130,917件

1,879,278百万円

（前年度実績比102.3％）
（当年度計画比107.4％）
（前年度実績比  99.9％）

（2）期末保証債務残高

件　　　数

代位弁済額

 940件

11,706百万円

（前年度実績比  72.6％）
（当年度計画比  46.8％）
（前年度実績比  73.8％）

（3）代位弁済

（1）基本財産

基本財産 83,521百万円
（当年度計画比105.4％）
（前年度実績比107.5％）

基　金
基金準備金

19,460百万円
64,061百万円

（前年度実績比 100.0％）
（　　  同　　  110.0％）

（前年度実績比  89.1％）
（　　 同　　  111.4％）
（　　 同　　  104.0％）

求償権償却額 10,524百万円 （当年度計画比  49.0％）
（前年度実績比  58.5％）

保険金
損失補償補填金
償却準備金等

8,287百万円
669百万円
1,568百万円

（前年度実績比   58.7％）
（　　  同　　　 75.5％）
（　　  同　　　 52.6％）

（2）支払準備資産 （借入金及び関連会社株式を除く）
支払準備
資　　産 198,424百万円

（当年度計画比106.8％）
（前年度実績比105.8％）

現　金
預け金
有価証券等

1百万円
50,867百万円
147,557百万円

求償権残高 2,517百万円 （前年度実績比135.4％）

令和3年度の業績は次のとおりとなりました。

　前年度の新型コロナ関連の大規模な資金繰り支援による資金需要の
充足や、「新型コロナウイルス感染症対応資金」の取扱終了等の影響に
より、保証承諾額は当年度計画、前年度実績ともに大幅に下回りました。

　前年度の新型コロナ関連融資について、据置期間を付した保証が多く
償還が進んでいないこと等から、保証債務残高は当年度計画を上回り、
前年度実績と同程度にて推移しました。

　前年度の新型コロナ関連融資による大規模な資金繰り支援の効果継続に
加え、条件変更先に対する保証支援や返済緩和等の柔軟な対応を行った
ことにより、代位弁済額は、当年度計画、前年度実績ともに下回りました。

　求償権残高は、求償権償却額が前年度実績よりも減少したことから、
前年度実績を上回りました。

　当年度代位弁済により求償権となったものにおける無担保や法的
整理の割合が増加するなど回収環境は厳しく、回収額は、当年度計画、
前年度実績ともに下回りました。

　支払準備資産は、保証債務残高の増加に伴い保証料収入が増えた
ことから、当年度計画、前年度実績ともに上回りました。
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創業イベント等の開催

令和3年度の主な取組み

　当協会では、地域経済の活力向上につながる創業を支援するため、各種
創業イベントを開催しています。
　令和2年度はコロナ禍の影響により、創業イベントは開催できません
でしたが、令和3年度は、創業予定や創業間もない20代の方を対象とした
「創業サロンはりまU-29」（令和3年8月10日）、創業予定や創業間も
ない女性を対象とした「夢を咲かそう！女性創業セミナー」（令和3年
9月14日）、保証協会と金融機関、支援機関及び自治体が一体となって
創業者を支援する「創業フェアひょうご2022」（令和4年2月15日）を
開催しました。
　これらのイベントは、会場開催とWeb配信を併用したハイブリッド形式での開催を予定していましたが、新型
コロナの感染拡大の影響等からWeb配信のみの開催となりました。イベントでは、基調講演やトークセッション、
創業ミニセミナー、オンライン交流会などを実施し、延べ77人の皆さまにご参加いただきました。

「SDGs（持続可能な開発目標）宣言」を行いました

　「長年夢だった自分のお店を開きたい」「資格や経験、アイデアを活かして独立
したい」「子育てがひと段落したので、空いた時間を活用して自分の力で何かしたい」
このような「創業」への想いをお持ちの方を応援するため、「『想いをカタチに』創業
事例集inひょうご　～起業家たちの体験談に学ぶ 夢への一歩～」を発刊しました。
　本誌では、実際に創業を経験され、事業を順調に発展させている先輩経営者の「創業
体験談」を掲載した先輩経営者へのインタビューのほか、専門家によるワンポイント
アドバイス、当協会の創業支援メニューなど、創業に役立つ情報が満載です。
　「創業」への想いをお持ちの方、または創業して間もない経営者の方は、ぜひご一読
ください。

　当協会は、「事業の維持・創造・発展に努力する中小企業の良きパート
ナーとして信頼される保証協会をめざし地域経済・社会の発展に貢献
します」という基本理念のもと、令和4年1月1日付でSDGs（持続可能な
開発目標）の趣旨に賛同することを宣言しました。
　協会業務を通じてSDGsの目標達成に向けた取組を一層進めると
ともに、当協会自身の取組に加えて、事業者のSDGsの取組を後押しし
ていきます。

創業事例集の発刊

創業サロンはりまU-29
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inひょうご　～起業家たちの体験談
に学ぶ 夢への一歩～」

SDGs（持続可能な開発目標）
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大学・専門学校における起業家育成講座の開催
　当協会では、大学・専門学校などへの出張講座を積極的に行うなど、
若い世代の創業に関する理解と関心を深める事業を展開しています。
　令和3年度は以下の大学・専門学校の学生を対象とした起業家育成
講座を行いました。

【起業家育成講座を実施した大学・専門学校】
・令和3年11月12日　神戸大学
・令和3年12月  3日　神戸ファッション専門学校
・令和3年12月  9日　関西学院大学
・令和3年12月10日　神戸学院大学
・令和3年12月23日、令和4年1月12日　武庫川女子大学

　保証協会をより身近に感じていただくため、各地域で開催されるビジ
ネスフェアへ積極的に参加し、信用保証の仕組みや各種保証制度の紹介
など、当協会のPR活動を行っています。
　「国際フロンティア産業メッセ2021（令和3年9月2日、3日）」では、
多くの方に保証協会を知っていただくため、信用保証のしくみや各種
保証制度の紹介を行ったほか、保証利用企業2社に対して、自社製品や
技術をPRする出展ブースを提供しました。

　令和3年11月24日、当協会と神戸商工会議所が設置する「兵庫県事業
承継・引継ぎ支援センター」（以下「センター」という。）は、相互に協力して
事業者の事業承継支援に取り組むため、「中小企業・小規模事業者の事業
承継支援に関する覚書」を締結しました。
　この覚書締結により、事業承継に関する様々な相談に対し、従来でき
なかった「センター及び保証協会の双方」で、助成制度や金融面での助言・
情報提供等の対応が可能となります。
　当協会は、今後も事業承継に関する個々の事業者の課題解決と事業承
継の促進に寄与していきます。

ビジネスフェアへの出展

兵庫県事業承継・引継ぎ支援センターと「中小企業・小規模事業者の
事業承継支援に関する覚書」を締結

神戸ファッション専門学校での講義

国際フロンティア産業メッセ2021

　西脇支所は、昭和53年10月に完成後、約42年を経過し、建物及び付属
設備の老朽化が進んでいたことから、外壁・内装の改修、電気・空調・衛生
設備の全面更新及び全面的なバリアフリー化を行う整備を令和3年6月
から行い、令和4年3月に完了しました。
　これを機に職員一同、心を新たに、より一層皆さまのご期待にお応え
できるよう努めてまいります。

西脇支所のリニューアル

リニューアル後の西脇支所

当協会 早金理事長（左）　神戸商工会議所 中林専務理事（右）
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