
                  

記 入 例 

様式第１号 

第     号 

  令和○年○月○日 

 

公益財団法人福島県産業振興センター理事長   様 

 

被災中小企業施設･設備整備支援事業（令和元年台風 19号等）に係る資金の借入申込書 

 

被災中小企業施設･設備整備支援事業につきまして、下記のとおり借入れを申し込みます。 

なお、貸付けの決定及び資金の交付を受けることとなった場合は、借入金額及び償還方法、連帯保証人・

担保については、貴センターの指示に従います。 

 

【被災中小企業施設・設備整備支援事業の区分】 

☑中小企業グループ施設等復旧整備補助金に関する貸付け 

 

【借入希望額】（本設備に係る資金計画の貸付申請額と一致） 

金：○○,○○○千円 

 

【希望償還期限・据置期間】 

償還期限： １０年 （うち据置期間： １年） 

 

 ※償還期限は２０年以内、据置期間は３年以内でお申し込みください。 

  



                  

【申込人の概要】 

企業名
ふ り が な

 株式会社福島
ふくしま

 

代表者印 連絡担当者名 

福島 二郎（総務部長） 

代表者名
ふ り が な

 福島 太郎 
連絡先（電話番号） 

024-000-0000     

本社所在地 
〒000-0000  

○○市○○町５－２ 

電話番号  ：024-000-0000     

ＦＡＸ   ：090-0000-0000     

支社・工場 

所在地 

〒000-0000  

○○市○○町２－１０ 

電話番号  ：024-000-0000     

ＦＡＸ   ：090-0000-0000     

※支社・工場に係る欄は、被災した支社・工場の所在地、電話番号等を記入。 

 

【企業概要】 

資本金 10,000 千円 
大企業の 

出資割合 
 0 ％ 

従業員数 

(企業全体の

もの) 

常勤役員 2 名 沿革 創業 昭和58 年 11 月 

常用従業員 30 名 法人化  昭和58 年 11 月 

小計 32 名 通算   ○○ 年 ○ヶ月 

パート等  5 名 県立地  昭和58 年 11 月 

合計 37 名   

主な業種 金属製品製造業 加入団体 ○○○○組合 

 

【設備導入計画】                        （金額は消費税込み金額） 

設備名 形式・規格 法定耐用年数 単価（千円） 数量 金額（千円） 

○○工場 鉄骨平屋 ××㎡ 

（建替） 

24年 55,000 １ 55,000 

横型マシニン

グセンター 

○○社製 AA-A 

（入替） 

10年 11,000 １ 11,000 

      

    合計金額 66,000 

設置時期 ○○年○○月中旬 設置場所 ○○市○○町２－１０ 

設備の必要性と効果など 

○○工場は、売上の○％を占める○○製品の生産拠点であり、物流面においても利便性が高いこと 

から、現在地に建替えを行うもの。マシニングセンターは、○○部品を○○加工する設備であり、 

被災前の稼働率は○○％であったことから、不可欠な設備である。 

導入予定設備の中長期的な使用方法 

既存事業の維持拡大のために継続して使用するとともに、○年後に実施予定である○○事業におい

ても本件設備を使用したいと考えている。 

 



                  

 

【本設備に係る資金計画】（設備ごとに異なる場合は、それぞれを作成）        （千円） 

①設備導入合計額 貸付申請額 ②補助金 ③自己資金 ④その他借入額 

66,000 

（消費税込） 

設備導入計画と同額 

20,900 

＝①-②-③-④ 

45,000 

補助金決定額 

100 

自己負担額(貸付対象

経費の1%又は10万円の

いずれか低い額) 

0 

その他借入がある場

合は概要を下欄に記

載してください。 

その他借入額の概要 

借入先 借入金額 借入期間 利率（年利％） その他 

     

     

 

【商取引先の現状】 

取引先 所在地 主要取引品目 依存度 補助ｸﾞﾙｰﾌﾟ否か 

(株)○○工業 福島市○○ 省力化機械 70％  

(株)○○製作所 郡山市○○ 液晶関連 20％  

その他   10％  

 

【金融機関との取引状況】                             （千円） 

 

金融機関名 当座・普通 定期・積金 合計 

預 

金 

○○銀行○○支店 普通 5,000 定期 2,000 7,000 

○○信金○○支店 普通 3,000  3,000 

    

借 
入 

金 

借入先 長期・短期 借入額 残高 借入期間 利率 

○○銀行○○支店 長期 550,000 329,100 ○.○～○.○ X.XX％ 

○○銀行○○支店 短期 8,000 5,000 ○.○～○.○ X.XX％ 

      

 

【決算実績と今後の予定】 

決算期 

（過去３年間、今後３年間） 

売上高 

（千円） 

売上総利益 

（千円） 

税引後利益 

（千円） 

減価償却費 

（千円） 

  ○○年 ３月（３年度前） 680,274 99,346 23,561 28,980 

  ○○年 ３月（２年度前） 702,250 108,221 25,211 33,210 

○○年 ３月（１年度前） 721,185 115,390 29,268 31,660 

  ○○年 ３月（今期決算見込み） 682,000 82,000 10,075 30,000 

  ○○年 ３月（１年度後） 646,000 86,000 14,950 28,000 

  ○○年 ３月（２年度後） 700,000 117,000 34,450 26,000 

  ○○年 ３月（３年度後） 720,000 120,000 49,075 24,000 

※個人事業主等にあっては、「売上総利益」は売上高から売上原価を控除した金額、「税引後利益」は税引

後の最終所得を記入。中小企業団体にあっては、それぞれ該当するものを記入。 



                  

 

【償還計画】 

 左欄の金額 

（千円） 

各合計額 

（千円） 

債務償還年数 

①／② 

借入申込の前年度末の長期借入金額 329,100 ① 左欄の合計額 

350,000 

 

 

5.8年 

本借入申込に係る借入額 20,900 

借入申込の前年度末の税引後利益 29,268 ② 左欄の合計額 

60,298 借入申込の前年度の減価償却費 31,660 

※「借入申込の前年度末の長期借入金額」は、「金融機関との取引状況」のうち「借入金」の長期の合計額

を記入 

※「本借入申込に係る借入額」は、「借入希望額」（設備導入計画の合計金額）を記入 

※「借入申込の前年度末の税引後利益」と「借入申込の前年度の減価償却費」は、「決算実績と今後の予定」

の「直近の決算の税引後利益」と「直近の決算の減価償却費」を記入 

 

【連帯保証人予定者】 

氏名 生年月日 住所 職業 年間所得 

福島 太郎 S32年10月1日 ○○市○○町２－５ 会社役員 10,000千円 

申請人との関係 代表取締役 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                  

（様式第１号 別紙） 

 

                                        ○○年○月○日 

 

 公益財団法人福島県産業振興センター理事長 様 

 

                      企業名  株式会社福島 

                      代表者名 代表取締役 福島 太郎  実印 

 

経営状況等に係る確認書 

 被災中小企業施設・設備整備支援事業に係る資金の借入申込書を提出するに際し、当法人（事業者）は、

下記の全ての事項に該当しないことを確認いたしました。 

   確認事項に関し、虚偽又は錯誤の申告をしたことが判明したときは、貴財団から本資金の貸付けを拒絶

又は取り消された場合においても、異議を申し立てません。 

 また、これにより損害が生じた場合、一切私の責任といたします。 

記 

１ 破産、民事再生、会社更生、特別精算等法等法的整理の手続き中（申立中の場合を含む）又は私的整

理の手続き中の場合であって事業継続の見通しが立たない場合 

２ 手形又は小切手について不渡りがある場合及び取引停止処分を受けている場合 

３ 福島県信用保証協会に対し求償権債務が残っている場合 

４ 融通手形操作等を行っている場合 

５ 粉飾決算を行っている場合 

６ 多額な高利借入を利用している場合 

７ 業績が極端に悪化し大幅な債務超過の状態に陥っており、事業好転が望めず事業継続が危ぶまれる場

合 

８ 税金を滞納し、完納の見通しが立たない場合 

９ 法人の商号、本社、業種、代表者を頻繁に変更している場合 

10 反社会的勢力である場合 

11 暴力的不法行為者等又は金融斡旋屋等の第三者が介在する場合 

12 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条に規定する風

俗営業及び性風俗特殊営業を行っている者の場合（同法第２条第１項第１号に掲げる料理店、同項第

５号に掲げるゲームセンターを除く。） 

 

 

 

 


