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資 金 の 種 類 融　資　対　象 資金使途 貸付限度額

特 別 小 口 資 金 小規模事業者（※１）
信用保証協会の債務保証の総額が8,000万円を超えないもの

運転資金

2,000万円
設備資金

小口零細企業保証資金 小規模企業者（非営利活動法人を除く）、小規模企業団体
本資金は、国の全国統一保証制度の対象となる資金である。

運転資金
2,000万円

設備資金

中
小
企
業
振
興
資
金

中 小 企 業
振 興 資 金
（ 一 般 分 ）

経営の安定又は合理化のための資金を必要とする方
（※２）

運転資金
（市の制度資金につい
て借換え再借換え利用
が可能です）（※２）

3,000万円

設備資金 5,000万円

経営安定資金
（ 特 別 分
・ 借 換 分 ）

①セーフティネット保証１～４・６号に該当する者
②取引先企業の倒産による連鎖倒産防止のために資金を必要と
する者

③災害その他突発的に生じた事由及び経済事情の変動により直
近３ヶ月間の平均売上が過去３年間のいずれか同期と比べ
５％以上減少している者

運転資金
（新規借入分を含む借
換が申込書一つで可能
です） 3,000万円

経営安定資金
（ 一 般 分 ）

セーフティネット保証制度５・７・８号に基づく認定企業で、
経営の安定に支障を生じている方・知事特認分融資要件に該当
し、経営の安定に支障を生じている方

運転資金

新 型 コ ロ ナ
ウイルス感染症
対策経営安定特
別資金（※３）

新型コロナウイルス感染症の影響を受けているセーフティネッ
ト保証制度４号若しくは５号に基づく認定企業又は危機関連保
証認定企業
借換条件
①信用保証協会付、同一金融機関内に限り可
②国、県、市のコロナ関連資金は対象外
③ 責任共有制度対象の保証を責任共有対象外の保証に切り換え
ることは不可

　借換により従前の借入金を一括返済すること。

運転資金
設備資金 最大3,000万円

創 業 支 援 資 金 新規開業予定者及び新規開業者で事業を実施するために資金を
必要とする方

運転資金 2,000万円
設備資金 2,000万円

共
同
化
事
業
資
金

（
一
般
事
業
分
）

中 小 企 業 団 体
事 業 資 金

共同化を図る事業を行う中小企業団体又はその構成員

設備資金

１億5,000万円

構 成 員
貸 付 資 金 1,500万円

共

同

化

事

業

資

金

（
商
店
街
活
性
化
対
策
事
業
分
）

環 境 整 備 資 金
設備資金

１億5,000万円

共同施設設置資金 １億円

店 舗 共 同 化
資 金

設備資金 １億5,000万円

転貸資金 １億円

個別店舗改造資金 設備資金 5,000万円

店舗継承対策資金 継承して事業を行う中小企業者等
運転資金 2,000万円

設備資金 2,000万円

企 業 立 地 支 援 資 金 特定地域内及び工業系地域内に工場等を設置しようとする方 設備資金 １億円

高 度 技 術 導 入 資 金 高度技術の導入により、業務の合理化、製品の品質向上を図ろ
うとする方 運転資金 1,500万円

塩尻市中小企業融資制度

（原則として市内に住所又は事業所を有する者で、同一事業を６ヶ月以上継続して経営している市税完納者）
※１． 常時使用する従業員（会社の場合、役員は含まない）の数が20人（商業・サービス業を主たる事業とする事業者にあっては５人）以下の会社又は個

人、従業員数（組合員数）が20人以下の協業組合（企業組合）、事業共同小組合
※２． 従来に借りた制度資金を新たに中小企業振興資金に借り換えることができる場合があります。
※３． 令和３年２月15日から令和３年６月30日まで（６月30日以降状況を見ながら延長を検討）
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貸付利率 信用保証料 貸付期間 返済方法 連帯保証人 担保

年2.0％ 市５分の４
補助

５年以内

分割返済
（据置６ヶ月以内）

原則として要しない。
（法人等については代表者
以外の保証人は不要）

原則として要しない。

７年以内
土地・建物に
限り10年以内（ ）

年1.5％ 市全額補助 10年以内

年2.2％ 市５分の４
補助

５年以内

必要に応じて徴する。

７年以内
土地10年以内
建物13年以内（ ）

年1.6％

市全額補助

７年以内 分割返済
（据置１年以内）

年2.0％

年0.8％
利子補給率 年0.8％
※借入れ実行後２年
　以内（ ） 10年以内 分割返済

（据置２年以内）

年1.3％

市５分の４
補助

５年以内 分割返済
（据置１年以内）７年以内

年2.2％

15年以内
分割返済

（据置２年以内）

原則として要しない。
（中小企業団体の代表理事
以外の保証人は不要）

12年以内
原則として要しない。
（法人等については代表者
以外の保証人は不要）

15年以内 分割返済
（据置３年以内）

原則として要しない。
（中小企業団体の代表理事
以外の保証人は不要）

10年以内 分割返済
（据置２年以内）

原則として中小企業団体代
表理事及び転貸先企業の代
表者

15年以内

原則として要しない。
（法人等については代表者
以外の保証人は不要）

５年以内 分割返済
（据置６ヶ月以内）７年以内

年2.0％
（一部利子補給あり） 15年以内 分割返済

（据置２年以内）

年1.8％ ７年以内 分割返済
（据置１年以内）

注意１．限度額については、保証協会の債務保証残高、担保の評価に応じて調整を行い、減額することがあります。
注意２．保証人については、原則として要しない（法人等については代表者以外の保証人は不要）。
塩尻市、長野県の制度資金は長期・固定・低利の貸付を特徴としており、短期資金のメニューを除き１年を超える期間の貸付となります（貸付期間の上限
は、各資金の定めるところによります）。
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資 金 名 資金の特徴 貸付対象者 資金
使途 貸付限度

中
小
企
業
振
興
資
金

一般枠

事業資金を
スピーディーに
調達

経営の安定又は合理化のために資金を必要とする方

設備 １億円

運転 5,000万円

短期継続
融資枠

恒常的に必要な運転資金を継続して調達しようとする方
◇恒常的に必要な運転資金（正常運転資金）＝「売上債権＋棚卸資産－買
入債務」

◇返済期日に正常運転資金の範囲内で借換継続申込が可能な資金

運転 3,000万円

しあわせ信州
創造枠

上記２資金（枠）を利用する方で、次のいずれかの制度の認証又は認定を
受けた方
◇「職場いきいきアドバンスカンパニー」認証
◇「消防団協力事業所表示制度」認定
◇「健康経営優良法人認定制度」認定
◇「長野県 SDGs 推進企業登録制度」の登録

創業枠 創業等関連保証又は創業関連保証を利用する方
設備 設備・運転の合計で

3,500万円運転

小規模企業
発展資金

小規模企業者が
成長・発展する
ために資金を調
達

成長・発展のために資金を必要とする小規模企業者（※）の方で、小口零
細企業保証を利用する方
※小規模企業者：従業員が 20 人（宿泊・娯楽業を除く商業・サービス業は
５人）以下の企業

設備
設備・運転の合計で

2,000万円運転

経
営
健
全
化
支
援
資
金

経営安定対策

拡大

売上の減少
取引先の倒産
防災・安全対策
災害　等により
必要となった資
金を調達

（1）セーフティネット保証５号・７号・８号に該当する方
（2） 経済の変動等に伴い事業活動に支障を生じている方で下記のいずれか

に該当する方
ア　 最近３か月間の売上高又は売上高経常利益率（収益性）が前年同
期又は前々年同期に比べ５％以上減少

イ　直近決算期の収益性が１期又は２期前に比べ減少
（3）新型コロナウイルス感染症の影響を受け、（1）又は（2）に該当する方

設備

運転

6,000万円

8,000万円

特別経営
安定対策

拡大

（1）セーフティネット保証１～４号・６号に該当する方
（2） 取引先企業の倒産による関連倒産のための資金を必要とする方で、倒

産企業に対して 50 万円以上の回収困難な売掛金債権等を有する方
（3）東日本大震災復興緊急保証又は危機関連保証を利用する方
（4） 経済の変動等に伴い事業活動に著しい支障を生じている方で下記のい

ずれかに該当する方
ア　 急激な為替相場の変動の影響又は消費税率引上げに伴う経営環境
の悪化により、最近３か月のうちいずれか１か月の売上高又は収
益性が、その前の月又は前年同月に比べ５％以上減少

イ　 災害の影響を受け、災害発生後２か月のうち１か月の売上高又は
収益性が、その前の月又は前年同月に比べ５％以上減少

ウ　 最近３か月のうちいずれか１か月の売上高又は収益性が、前年同
月または前々年同月に比べ 15％以上減少

（5） 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、（1）から（3）又は（4）ウ
に該当する方

防災・安全
対策

（1） 事業用建築物の耐震診断・耐震補強、機械等の転倒防止を図ろうとする方
（2）旅館業を営む方で、宿泊施設の防火安全対策を講じようとする方
（3） 石油製品が貯蔵された地下タンクの流出事故防止対策を講じようとす

る方
（4） 事業継続計画（BCP）を策定又は事業継続計画に基づく対策を講じよ

うとする方

設備 1億 5,000万円

運転 3,000万円

災害対策

暴風、洪水、地震その他異常な現象により生ずる災害により被災し、市町
村長等のり災証明書

4 4 4 4 4

等（災害によって被害を受けた事実を証するものとし
て発行されたもの）を受けた方

設備 6,000万円

運転 8,000万円

長野県中小企業者等グループ補助金を利用し、同補助金の交付申請をされ
た方 設備 ４億円

新型コロナ
ウイルス対策

拡大

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、下記のいずれかに該当する方
（1）危機関連保証を利用する方
（2） 最近３か月のうちいずれか１か月の売上高又は収益性が、前年同月または

前々年同月に比べ 15％以上減少
（3）セーフティネット保証４号を利用する方

設備 6,000万円

運転 8,000万円

長野県中小企業融資制度
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貸付期間上限
（　）内は
土地・建物等

貸付利率
（年率）

信用保証料率
（※自己負担分） 資金のポイント

10年（20 年）
＜据置１年＞ 2.1％

１年以内
1.8％ 2.2％以内

（全額自己負担）

◇スピーディーな調達が可能
◇既存県制度融資の借換が可能
　※借換後の貸付期間は１年以上となる。短期資金への借換は短期継続融資
枠を利用

７年［借換 10 年］
＜据置６か月＞
＜借換は据置１年＞

1年 1.8％
◇毎月の返済が不要
◇ 与信取引が３年以上ある金融機関で申込が可能
◇ 原則、直近決算における正常運転資金額を上限とする

上記資金（枠）
の利率から
▲0.2％

◇ 各認証等を取得している企業は貸付利率を引下げ

10年
＜据置１年＞

1.1％ 0.8％以内
（全額自己負担）

◇迅速な資金調達が必要な創業者を支援
◇創業等関連保証、創業関連保証のみ対象
◇信州創生推進資金（創業支援向け）、（IT産業向け【創業】）との合計で、
最大 5,500 万円が貸付限度

７年
＜据置１年＞
10年

＜据置１年＞
1.9％ 0.44％以内

◇小口零細企業保証の対象者が利用可能
◇設備・運転合算で2,000万円まで利用可能（申込金額を含む保証協
会利用残高が 2,000 万円の範囲内）

◇既存県制度融資のうち創業支援向け、小規模企業向けの借換が可能（借
換後も保証料補給あり）

７年［借換 7年］
＜据置 6か月＞
＜借換は据置 1年＞

10年
＜据置１年＞

7年［借換 10 年］
＜据置１年＞

＜借換は据置 2年＞

1.9％

0.44％以内

セーフティ
ネット保証等
利用の場合
自己負担無し

◇経済の変動等の影響により経営環境が悪化している方などが利用可
能

◇信用保証料の自己負担無し（セーフティネット保証、危機関連保証等の
場合）

◇保証料補給のある既存県制度融資及び長野県新型コロナウイルス感
染症対応資金の借換が可能（借換後も保証料補給あり）

◇危機関連保証、東日本大震災復興緊急保証を利用する方の利率を優遇
（1.3％）

◇経済変動等の「最近３か月」とは、４月申込みの場合、１～３月、12 ～２月、
11 ～１月の期間のうち、試算表等で売上高を確認できる期間で最も申込
日に近い期間とする。

1.6％

貸付対象者（3）
は 1.3％

10年（15 年）
＜据置 2年＞

1.9％
◇耐震補強工事を行う場合は、事業用部分のみが貸付対象
◇機械転倒防止対策を行う場合、新規設備購入及びそれに伴う据付は貸付対
象外

◇貸付対象者（3）の方は、施設の新築増築に伴うものは貸付対象外
7年

＜据置 1年＞

10年（15 年）
＜据置２年＞

1.1％

令和元年
東日本台風
被災事業者は
0.8％

◇令和元年東日本台風被災事業者の利率引下げは令和３年度末の貸付
実行分まで

◇ 災害により事業活動に支障が生じている中小企業者が、設備の復旧、資材
の購入等、事業活動の継続のために必要な設備資金、運転資金が貸付対象
となる

7年
＜据置２年＞
10年（15 年）
＜据置２年＞
10年

＜据置２年＞
0.8％

◇新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化している方
が利用可能

　※借換での利用は不可（県制度融資からの借換は、経営安定対策、特別経
営安定対策などが対応可能）

7年
＜据置２年＞
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資 金 名 資金の特徴 貸付対象者 資金
使途 貸付限度

信
州
創
生
推
進
資
金

創業支援向け 創業前後の事業資
金を調達

下記のいずれかに該当する方
（1） 現在事業を営んでいない個人で、創業しようとする具体的な計画を有

している方
（2）創業した日から５年未満である方
（3） 分社化しようとする会社又は分社化により設立された日から５年未満

の会社

設備 3,500万円

運転 2,000万円

事業承継向け

拡大
事業承継のために
資金を調達

（1）既存事業を譲り受け、事業継続しようとする方
（2） 事業承継・引継ぎ支援センターの支援を受けて事業承継計画を策定し、

既存事業を譲り受けようとする方
（3）経営承継円滑化法の規定に基づく認定を受けた方
（4）事業を譲り受けてから５年未満で当該事業の拡大を行おうとする方
（5）事業承継特別保証を利用する方

設備 1億 5,000万円

運転 3,000万円
［借換 8,000 万円］

IT 産業向け
IT 産業の発展に
寄与する取組に係
る資金調達

日本標準産業分類に掲げる「大分類G-情報通信業」のうち、ソフトウェア業、
情報処理・サービス業又はインターネット付随サービス業を営む方もしく
は営もうとする方

①【創業】… 信州創生推進資金（創業支援向け）の貸付対象者に該
当する方で、上記業種を主業とする方

設備 3,500万円
運転 2,000万円

②【事業拡大】…上記事業に係る事業発展や拡大を目指す方
設備 1億 5,000万円

運転 5,000万円
③【立地】… ICT 産業立地助成金の事業認定を受け、事業用施設の新設又

は移転等を行おうとする方
設備 ３億円
運転 5,000万円

事業展開向け

経営力向上計画
経営革新計画に基
づき資金調達
新製品の開発事業
の多角化のために
資金調達

（1） 新しい技術・製品・サービス等の研究開発、事業展開を行おうとする
方

（2）事業転換又は新分野進出により、経営の多角化を図ろうとする方
（3） AI・IoT・ロボットに関連した研究開発・事業展開を行おうとする方

又はAI・IoT・ロボットを用いた設備を導入し生産性向上を図ろうと
する方

設備 1億 5,000万円

運転 3,000万円

地域活性化
向け

地域を活性化する
取組に係る資金調
達

（1）商店街の空き店舗に出店しようとする方及び出店後１年以内の方
（2）県産品を製造し、地場産業の活性化を図ろうとする方
（3）観光需要に対応して、地域の活性化を図ろうとする方
（4）障害者や高齢者等に配慮した施設整備を行おうとする方
（5）「からだに優しい食品」（機能性表示食品など）を製造する方

設備 1億 5,000万円

運転 3,000万円

企業立地向け

工場等の新設・移
転や設備の更新・
増強のために資金
調達

（1）工業団地に工場等の新設又は移転等を行おうとする方 設備 3億円

（2） 工業団地内の工場等に新たに１干万円以上の設備を導入しようとする
方

（3）県外から県内に本社機能の移転を行おうとする方

設備 1億 5,000万円

運転 3,000万円

ゼロカーボン・
次世代産業
向け

拡大

ゼロカーボンに向
けた取組や、次世
代産業に参入する
ために資金調達

（1） 環境・エネルギー関連分野、健康・医療関連分野、次世代交通関連分
野に対し、これから事業転換又は新規参入を図る方、若しくは、事業
転換又は新規参入後間もない方

（2） 節電・省エネルギー対策のための設備の設置、改造又は修理を行おう
とする方

設備 1億円

運転 3,000万円

（3）上記（1）のうち、試作開発等から資金回収まで相応の期間を
要する下記の方

・航空宇宙産業に係る製品を製造する方
・医薬品・高度管理医療機器・管理医療機器を製造する方
・再生可能エネルギー発電業に取り組む方（太陽光発電を除く）

設備 1億 5,000万円

運転 5,000万円

海外展開向け
海外への事業展開
のために資金調達 県内に本社機能を有する方で、海外へ事業展開を図ろうとする方

設備 1億円

運転 3,000万円

経営改善
サポート資金

外部の専門家の支
援を受け、経営基
盤を強化するため
に資金調達

経営サポート会議による検討や中小企業再生支援協議会等の支援を受けつ
つ策定された事業再生計画の実施をする方で事業再生計画実施関連保証を
利用する方

設備
運転

設備・運転の合計で
1億 5,000万円

※「長野県新型コロナウイルス感染症対応資金」は受付期間が終了しています。（令和３年３月 31 日保証申込受付分まで）
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貸付期間上限
（　）内は
土地・建物等

貸付利率
（年率）

信用保証料率
（※自己負担分） 資金のポイント

10年
＜据置１年＞

1.1％

（イノベーティブ
枠に該当する方は
1.0％）

0.44％以内

（創業関連保証・創
業等関連保証利用の
場合自己負担無し）

◇創業後５年未満の方も貸付対象
◇貸付対象者（1）の方は、設備・運転の合計で、2,000 万円＋自己資金の範
囲内で 1,500 万円の最大 3,500 万円が貸付限度

◇中小企業振興資金（創業枠）、信州創生推進資金（IT 産業向け【創業】）
との合計で、最大 5,500 万円が貸付限度

◇イノベーティブ枠は利率優遇（1.0％）
７年

＜据置１年＞

10年（15 年）
＜据置１年＞

1.0％

0.44％以内

（経営革新関連保証、
経営力向上関連保証
等利用の場合自己負
担無し）

◇貸付対象者（3）のうち経営承継借換関連保証を利用する方、又は貸付
対象者（5）の事業承継特別保証を利用する方に限り、保証付き融資
の借換が可能

◇事業承継後５年未満の方や経営承継円滑化法上の認定を受けた方（中小企
業者の代表者個人（予定者含む）等）も対象

7年［借換 10 年］
＜据置１年＞

◇「信州 IT バレー構想」の実現に向け、IT 産業関連の事業者に対して、
創業から事業拡大までを幅広く支援

◇①の場合、中小企業振興資金（創業枠）、信州創生推進資金（創業支援向け）
との合計で、最大 5,500 万円が貸付限度

10年＜据置１年＞
1.0％

７年＜据置１年＞
10年（15 年）
＜据置１年＞

1.1％７年＜据置１年＞
15年＜据置 3年＞
７年＜据置１年＞

10年（15 年）
＜据置１年＞

1.7％
貸付対象者
（3）は 1.4％

◇経営革新計画の承認、経営力向上計画の認定を受けた方は、当該計画
の添付により、事業計画書の添付を省略可能

◇AI・IoT・ロボットに係る研究開発又は設備を導入する方の利率を優遇
（1.4％）7年

＜据置１年＞

10年（15 年）
＜据置１年＞

1.7％
貸付対象者（2）の
うち伝統的工芸品を
製造する方及び（5）
の方は 1.4％

◇宿泊施設のリニューアルや観光需要に対応した環境整備（Wi-Fi 環境
整備等）を行う方も貸付対象

◇「からだに優しい食品」を製造する方の利率を優遇（1.4％）
◇貸付対象者（4）の方は、施設の新築に伴うものは対象外７年

＜据置１年＞

15年＜据置３年＞

1.4％

◇工業団地へ新設・移転・設備導入等を推進
◇土地取得又は造成費用について貸付を受けた場合は、原則１年以内に建物
の工事に着工すること

　※地方公共団体等と立地にかかる契約に特別の定めがある場合は、その期
間内に建物の工事に着工、操業をすること

10年（15 年）
＜据置２年＞

7年＜据置１年＞

10年（15 年）
＜据置２年＞

1.4％

◇二酸化炭素排出量を減少させる製品の製造や石油由来製品からの転換等、
ゼロカーボンに向けた取組を支援
◇貸付対象者（1） の事業転換又は新規参入後間もない方とは、進出後５年
未満の方

◇再生可能エネルギー産業（太陽光除く）に取り組む方、航空宇宙産業
及び次世代自動車関連産業に係る製品を製造する方などは進出後５年以
降でも利用可能

7年＜据置１年＞

15年（18 年）
＜据置５年＞

12年
＜据置５年＞

10年（15 年）
＜据置１年＞

1.9％ 1.32％以内 ◇ 現在の事業の縮小、県内事務所の閉鎖、従業員の雇用調整を伴わないもの
が対象７年

＜据置１年＞

15年
＜据置１年＞ 1.6％ 自己負担無し

◇事業再生計画の実施に必要な資金が貸付対象
◇信用保証料の自己負担無し
◇既存県制度融資の借換が可能
◇事業再生計画の精査に時間を要する場合がある
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共通申込書類 注意点等

全資金共通

◆融資あっせん申込書【様式第１号】
（中小企業振興資金は融資申込書【様式第１号の２】）

■資金の必要理由は具体的に記入
■借換の場合、「資金を必要とする理由」欄に、借
換である旨、借換対象となる従前の借入金の名称、
資金申込年月日、借入残高を記入

◇貸借対照表、損益計算書（直近決算期分）
◇試算表（決算後６か月以上経過の場合） ■中小企業振興資金は添付不要

◇県税及び市町村税の納税証明書（未納が無いことの証明書）

■１部正本、他は写し
■県税全て及び市町村税の定める税目で滞納が無い
こと

■中小企業振興資金は添付不要

◇許可証等の写し（許可証等の取得が必要な業種の場合）

■許可等の種類ごとに主たる事業所分を添付
■設備未完成等で許可取得できない場合、信用保証
協会への念書を申込時に添付

■許可証等の名義人と申込される方は原則同一とな
る

　（名義が異なる場合は申込前に地域振興局まで要
相談）

設備資金の
場合

◆設計設備計画図、見積書、カタログ等の写し
◇建築確認済証の写し（貸付対象が建物の場合）
◇土地売買契約書案等、土地の価格が確認できる書類（貸付対
象が土地の場合）
◇設備設置場所の略図（事業所以外の場所に設置する場合）

■見積書の内訳書がある場合、合計金額を確認
■見積書の宛名は申込人名と同一、見積業者印漏れ、
有効期限に注意

資金別申込書類 注意点等

中
小
企
業
振
興
資
金

短期継続
融資枠

◆中小企業振興資金（短期継続融資枠）運転資金確認票
【様式第２号】

しあわせ
信州創造枠

次のいずれかの認証（認定）を受けた方
◇職場いきいきアドバンスカンパニー認証書の写し
◇市町村が発行した消防団協力事業所に係る認定通知書の写し
◇消防団協力事業所表示制度確認書【様式第３号の２】（市町
村の認定通知書が添付できない場合）
◇健康経営優良法人認定書の写し
◇長野県 SDGs 推進企業登録証の写し

■認証書等の期限に注意

創業枠
（※）

新規開業予定者に該当する方
◇信州創生推進資金（創業支援向け）に同じ（様式第 17 号は
不要）

■新規開業予定者及び新規開業者の定義は信州創生
推進資金（創業支援向け）を参照。

　ただし、本資金は創業等関連保証又は創業関連保
証を利用できる方に限ります

■認定特定創業支援等事業による支援を受けて創業
を行おうとする方は市町村長の証明書が必要

新規開業者に該当する方
◇信州創生推進資金（創業支援向け）に同じ

小規模企業
発展資金
（※）

◆事業計画書【様式第 13 号】 ■借換は、成長・発展のための設備資金、運転資金
借入を伴うものであること

長野県中小企業融資制度申込書類一覧
◆：各資金等の必須申込書類
◇：各資金等で必要な場合がある申込書類

※：設備資金・運転資金の一括申込ができる資金（同一保証を利用する場合で、貸付期間が同一の場合）
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資金別申込書類 注意点等

経
営
健
全
化
支
援
資
金

経営安定
対策

特別経営
安定対策

新型コロナ
ウイルス
対策

◇経営向上計画書【様式第 14 号又は様式第 14 号の２】

■セーフティネット保証又は危機関連保証利用の場
合、認定書の有効期限内に市町村へ申込むこと

■経営向上計画書は今期に比べ、３年後を目途に、
売上高又は収益性が増加する計画となる

■東日本大震災復興緊急保証又は危機関連保証を利
用する方は、経営向上計画書の添付不要

セーフティネット保証又は危機関連保証を利用する方
◇市町村長の発行する特定（又は特例）中小企業者の認定書

経済変動等に該当する方
◇試算表等、要件に該当することを確認できる書類の写し（試
算表等を作成していない場合、中小企業者作成の売上推移表
に税理士や商工会指導員等の確認を受けたものでも可）

倒産企業への債権を保有する方
◇倒産企業との取引状況及び回収困難債権額を確認できる書類
の写し

東日本大震災復興緊急保証を利用する方
◇東日本大震災復興緊急保証中小企業者であることの市町村長
の認定書

防災・安全
対策

◆事業計画書【様式第 15 号～第 15 号の４】
耐震補強改修工事を行う方
◇耐震診断結果書類の写し
BCP に基づく対策を講じる方
◇事業継続計画書（BCP）の写し

災害対策

◆市町村長等の発行するり災証明書
4 4 4 4 4

等（災害によって被害を受
けた事実を証するものとして発行されたもの）
◇長野県が受理した「グループ補助金交付申請書の写し」
◇上記交付申請書類における「グループ補助金補助事業計画書」
及び「見積書一覧表の写し」

信
州
創
生
推
進
資
金

創業支援
向け
（※）

新規開業予定者に該当する方
◇創業計画書【様式第 16 号】
◇創業計画に関する意見書【様式第 17 号】※分社化する方は
除く
◇事業を営んでいない個人であった事実を証する書類（前職の
源泉徴収票等）　※分社化する方は除く
◇自己資金の確認書類（創業等関連保証を利用する方） ■新規開業予定者とは具体的に事業活動に着手する

前の段階の方
■新規開業者とは具体的に事業活動に着手している
方（法人の場合、設立登記。個人事業主の場合、
開業届提出、事業所の賃貸借契約締結、商品の仕
入れを開始等）

■設備資金・運転資金の一括申込ができる（創業等
関連保証又は創業関連保証の利用が要件）

■認定特定創業支援等事業による支援を受けて創業
を行おうとする方は市町村長の証明書が必要

新規開業者に該当する方
◇開業届（開業届提出前の場合、賃貸契約書や商品売買契約書
等の客観的着手を確認する書類）又は商業登記簿謄本の写し
◇次の①～③のいずれかの書類
①創業計画書【様式第 16 号】（法人の場合は会社設立、個人
の場合は開業届提出又は客観的着手後から、売上発生するま
での期間の方）
②収支等計画書【様式第 18 号】（売上発生から決算書を作成
するまでの方）※売上発生後間もない時点の申込の場合、信
用保証協会から創業計画書の添付を求められる場合があり、
その場合、収支等計画書は添付不要
③貸借対照表、損益計算書（決算書作成済の方）

イノベーティブ枠（県創業支援施策対象者）に該当する方
◇創業支援施策対象者確認票【様式第 19 号】

事業承継
向け

◇事業計画書【様式第 20 号～第 20 号の２】
既存事業を譲り受けようとする方
◇事業承継同意書【様式第 27 号】
事業継承・引継ぎ支援センターの支援を受けて計画を策定した方
◇事業承継計画書
経営承継円滑化法の規定に基づく認定を受けた方
◇経営承継円滑化法第 12 条の規定に基づく都道府県知事の認
定書及び認定申請の提出書類の写し
事業承継後５年未満の方
◇開業届（個人）又は商業登記簿謄本（法人）の写し
事業承継特別保証を利用する方
◇事業承継特別保証利用に係る信用保証協会への提出書類

■事業承継計画書又は経営承継円滑化法第 12 条の
規定に基づく認定申請の提出書類の写しをもって
事業内容が確認できる場合若しくは事業承継特別
保証を利用する場合は、事業計画書の添付不要

◆：各資金等の必須申込書類
◇：各資金等で必要な場合がある申込書類



― 12 ―

資金別申込書類 注意点等

信
州
創
生
推
進
資
金

IT 産業
向け
（※）

信州創生推進資金（創業支援向け）に該当する方
◇信州創生推進資金（創業支援向け）に同じ
事業発展を目指す方
◇事業計画書【様式第 21 号】
ICT 産業立地助成金の事業認定を受けた方
◇ ICT 産業等立地助成金認定通知書の写し

■設備資金・運転資金の一括申込ができる（創業等
関連保証又は創業関連保証の利用が要件）

事業展開
向け

◇事業計画書【様式第 22 号～第 22 号の３】

■①、②を添付した場合、事業計画書の添付不要次の各計画の承認又は認定を受けた方
①経営革新計画の承認申請書、承認書の写し
②経営力向上計画の認定申請書、認定書の写し

地域活性化
向け

◇事業計画書【様式第 23 号～第 23 号の４】
「からだに優しい食品」を製造する方
◇「保健機能食品制度」の対象となっていることを証する書類

■障害者や高齢者等に配慮した施設整備を行おうと
する方は事業計画書の添付不要

企業立地
向け ◇事業計画書【様式第 24 号～第 24 号の３】

ゼロカーボン・
次世代産業
向け

◆事業計画書【様式第 25 号～第 25 号の３】
■売電設備資金の場合、設置場所の登記簿謄本、農
地転用を確認できる書類、賃貸契約書の写し等の
提出を依頼することがあります

■省エネルギー型照明設備を導入する方は、事業計
画書の添付不要

売電設備資金を申込む方
◇経済産業省（若しくは一般社団法人太陽光発電協会等）の認
定通知書
◇電力会社への系統連系申込書兼電力販売申込書　等

海外展開
向け ◆事業計画書【様式第 26 号～第 26 号の４】

経営改善
サポート資金
（※）

◆貸付対象者に記載のいずれかに該当する計画書の写し
◇債権者の合意書の写し（書面で合意がなされた場合）

■計画書は申込日の概ね３か月以内に作成したもの
■計画書に記載された資金の申込みであること
■設備資金・運転資金の一括申込ができる（貸付期
間が同一の場合）

信用保証協会への申込書類 注意点等

共通書類

◆信用保証委託契約書
◆個人情報の取扱いに関する同意書（原則として、初めて信用
保証協会を利用する場合に限る）
◇従業員数確認書類（従業員数が一定規模以上の会社に限る）

■最新の必要書類については信用保証協会までお問
い合わせください。

信用保証協会を
初めて利用する

場合

◆印鑑証明書の写し（原本証明不要）
◆商業登記簿謄本（履歴事項全部証明書）の写し ■前回申込から変更がある場合は添付が必要

その他
県、市町村、金融機関、信用保証協会に対し、その他審査に必要な書類の提出を求められることがあります。また、
制度融資の対象設備の設置を完了したときは、県へ設備完了届の提出が必要です。（中小企業振興資金など、県があっ
せんをしていない資金の場合は不要。）

※【様式第○号】と記載があるものは長野県公式ホームページからダウンロードできます。
　長野県公式ホームページ
　トップページ⇒「仕事・産業・観光」⇒「商工業」⇒「金融支援」⇒「長野県中小企業融資制度（融資手続及び申込書類）」

◆：各資金等の必須申込書類
◇：各資金等で必要な場合がある申込書類
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お使いみち、ご返済期間、担保の有無などによって異なる利率が適用されます。

融　資　制　度 ご利用いただける方 資金使途 融資限度額 ご返済期間

一 般 貸 付 事業を営む方（ほとんどの業種の方にご利用いただけ
ます。）

運転資金
設備資金 4,800万円 （運）７年以内

（設）10年以内

特定設備資金 7,200万円 20年以内

セーフティ
ネット貸付

経 営 環 境
変化対応資金 売上が減少するなど業況が悪化している方 運転資金

設備資金 4,800万円 （運）８年以内
（設）15年以内

金 融 環 境
変化対応資金

取引金融機関の経営破たんなどにより、資金繰りに困
難を来している方

運転資金
設備資金 別枠4,000万円 （運）８年以内

（設）15年以内

取引企業倒
産対応資金

取引企業などの倒産により、経営に困難を来している
方 運転資金 別枠3,000万円 ８年以内

新企業育成
貸 付

新規開業資金 新たに事業を始める方や事業開始後おおむね７年以内
の方

運転資金
設備資金

7,200万円
（うち運転資金4,800万円）

（運）７年以内
（設）20年以内

女性、若者／
シ ニ ア
起業家資金

女性または35歳未満か55歳以上の方で、新たに事業を
始める方や事業開始後おおむね７年以内の方

運転資金
設備資金

（運）７年以内
（設）20年以内

再 挑 戦
支 援 資 金
（再チャレンジ
支 援 融 資 ）

廃業歴等のある方など一定の要件に該当する方で、新
たに事業を始める方または事業開始後おおむね７年以
内の方

運転資金
設備資金

7,200万円
（うち運転資金4,800万円）

（運）７年以内
（設）20年以内

新事業活動
促 進 資 金 経営多角化、事業転換などにより、第二創業を図る方 運転資金

設備資金
7,200万円

（うち運転資金4,800万円）
（運）７年以内
（設）20年以内

中 小 企 業
経 営 力
強 化 資 金

外部専門家の指導や助言、または「中小企業の会計に
関する基本要領」の適用などにより、経営力の強化を
図る方

運転資金
設備資金

7,200万円
（うち運転資金4,800万円）

（運）７年以内
（設）20年以内

企 業 活 力
強 化 貸 付

企 業 活 力
強化資金（★）

卸売業、小売業、飲食サービス業またはサービス業な
どを営む方で、店舗の新築・増改築や機械設備の導入
を行う方など

運転資金
設備資金

7,200万円
（うち運転資金4,800万円）

（運）７年以内
（設）20年以内

Ｉ Ｔ 活 用
促 進 資 金 情報化投資を行う方 運転資金

設備資金
7,200万円

（うち運転資金4,800万円）
（運）７年以内
（設）20年以内

海 外 展 開・
事業再編資金 海外展開を図る方など 運転資金

設備資金
7,200万円

（うち運転資金4,800万円）
（運）７年以内
（設）20年以内

地域活性化・
雇用促進資金

承認地域経済牽引事業計画などに従って事業を行う方
または雇用創出効果が見込まれる設備投資を行う方な
ど

運転資金
設備資金

7,200万円
（うち運転資金4,800万円）

（運）７年以内
（設）20年以内

ソーシャルビジネス
支 援 資 金 社会的課題の解決を目的とする事業を営む方など 運転資金

設備資金
7,200万円

（うち運転資金4,800万円）
（運）７年以内
（設）20年以内

事 業 承 継・
集 約・ 活 性
化支援資金

事業を承継する方など 運転資金
設備資金

7,200万円
（うち運転資金4,800万円）

（運）７年以内
（設）20年以内

環境・エネル
ギー対策貸付

環境・エネル
ギー対策資金

非化石エネルギー設備や省エネルギー効果の高い設備
を導入する方または環境対策の促進を図る方

運転資金
設備資金

7,200万円
（うち運転資金4,800万円）

（運）７年以内
（設）20年以内

生活衛生貸付
一 般 貸 付 生活衛生関係の事業を営む方 設備資金 7,200万円～

４億8,000万円 13年以内

振興事業貸付 振興計画の認定を受けている生活衛生同業組合の組合
員であって生活衛生関係の事業を営む方

運転資金
設備資金

（運）5,700万円　
（設）１億5,000万円～

　７億2,000万円
（運）７年以内
（設）20年以内

新型コロナ
ウイルス感染症
特 別 貸 付

新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少
するなど業況が悪化している方

運転資金
設備資金 別枠8,000万円 （運）15年以内

（設）20年以内

新 創 業
融 資 制 度

新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を
２期終えていない方

運転資金
設備資金

3,000万円
（うち運転資金1,500万円） 各融資制度に定めるご返済期間以内

担保を不要
とする融資 税務申告を２期以上行っている方 運転資金

設備資金 4,800万円 各融資制度に定めるご返済期間以内

※（★）のついた資金については塩尻市の独自の要件緩和措置が受けられる場合がございます。

日本政策金融公庫国民生活事業融資制度

商工会議所や商工会などの経営指導を受けている小規模事業者の方が、経営改善に必要な資金を無担保・無保証人でご利用できる制度です。
ご利用にあたっては商工会議所会頭、商工会会長等の推薦が必要です。

ご利用いただける方 資金使途 融資限度額 ご返済期間
商工会議所や商工会などの経営指導を受けている小規模事業者の方
※小規模事業者とは従業員数が20人［商業・サービス業（宿泊業・娯楽業及び旅行業を除く）は５人］
以下の会社又は個人事業所

運転資金
2,000万円

７年以内（据置１年以内）

設備資金 10年以内（据置２年以内）

※日本政策金融公庫国民生活事業ではこの他にも貸付制度がございます。HPにて最新情報をご覧下さい。またご不明な点はお問い合わせください。
TEL　0263-33-7070

マル経融資（小規模事業者経営改善資金）
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個人営業の方 最近 2期分の申告決算書（申告されている方）

法人営業の方 最近 2期分の確定申告書・決算書（勘定科目明細書を含みます。）
最近の試算表（決算後 6ヵ月以上経過している場合または事業を始めたばかりで決算を終えていない方）

設備資金をお申込の場合 見積書

はじめてご利用される方 創業計画書（新たに事業を始める方または事業を開始して間もない方。日本政策金融公庫のHPからダ
ウンロードしてご利用下さい）

企業概要書（日本政策金融公庫のHPからダウンロードしてご利用下さい）
法人の履歴事項全部証明書または登記簿謄本（法人営業の方）

※創業計画書をご提出いただいた場合、企業概要書の提出は不要です。

日本政策金融公庫国民生活事業融資制度
ご提出書類



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A0648062706410642062900200644064406370628062706390629002006300627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A06290020064506460020062E06440627064400200627064406370627062806390627062A00200627064406450643062A0628064A062900200623064800200623062C06470632062900200625062C06310627062100200627064406280631064806410627062A061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0020064506390020005000440046002F0041060C0020062706440631062C062706210020064506310627062C063906290020062F0644064A0644002006450633062A062E062F06450020004100630072006F006200610074061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043704300020043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043d04300020043d043004410442043e043b043d04380020043f04400438043d04420435044004380020043800200443044104420440043e043904410442043204300020043704300020043f04350447043004420020043d04300020043f0440043e0431043d04380020044004300437043f0435044704300442043a0438002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006c006100750061002d0020006a00610020006b006f006e00740072006f006c006c007400f5006d006d006900730065007000720069006e0074006500720069007400650020006a0061006f006b00730020006b00760061006c006900740065006500740073006500740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005E205D105D505E8002005D405D305E405E105D4002005D005D905DB05D505EA05D905EA002005D105DE05D305E405E105D505EA002005E905D505DC05D705E005D905D505EA002005D505DB05DC05D9002005D405D205D405D4002E002005DE05E105DE05DB05D9002005D4002D005000440046002005E905E005D505E605E805D905DD002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b007500720069006500200073006b00690072007400690020006b006f006b0079006200690161006b0061006900200073007000610075007300640069006e007400690020007300740061006c0069006e0069006100690073002000690072002000620061006e00640079006d006f00200073007000610075007300640069006e007400750076006100690073002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0074007500730020006b00760061006c0069007400610074012b0076006100690020006400720075006b010101610061006e00610069002000610072002000670061006c006400610020007000720069006e00740065007200690065006d00200075006e0020007000610072006100750067006e006f00760069006c006b0075006d0075002000690065007300700069006500640113006a00690065006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f00620065002000500044004600200070007200650020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d0020006e0061002000730074006f006c006e00fd0063006800200074006c0061010d00690061007201480061006300680020006100200074006c0061010d006f007600fd006300680020007a006100720069006100640065006e0069006100630068002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e000d000a>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043404400443043a04430020043d04300020043d0430044104420456043b044c043d043804450020043f04400438043d044204350440043004450020044204300020043f04400438044104420440043e044f044500200434043b044f0020043e044204400438043c0430043d043d044f0020043f0440043e0431043d0438044500200437043e04310440043004360435043d044c002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


