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沖縄公庫の
特色と役割

　沖縄公庫は、政府からの借入金（財政融資資金）及び出資金（産業投資出資金、一般会計出資金）、沖縄振興開発金融
公庫債券（財投機関債）の発行などを主な資金調達手段としています。

資金調達

▼ 資金調達の仕組み

▼ 資金調達（当初予算額）の内訳

▼ 格付（平成28年6月末現在）

資金調達の仕組み

　沖縄公庫は、平成14年度より毎年度、財投機関債の発行により貸付原資の自己調達を行っています。
　なお、平成27年度末における発行累計額は、2,330億円となっています。

財投機関債

沖
縄
公
庫

財政投融資

借入金財投債

出資金

財政投融資特別会計
〈財政融資資金〉

財政投融資特別会計
〈産業投資〉

出資金

財投機関債

一般会計

借入金独立行政法人
勤労者退職金共済機構

寄託金独立行政法人 農林漁業信用基金

住宅宅地債券その他

金
融
市
場

平成26年度
財政融資資金借入金
産業投資出資金
一般会計出資金
財投機関債
その他
勤労者退職金共済機構借入金
寄託金
住宅宅地債券

調達額合計

82,500
2,500
ー

10,000
4,074
3,500
10
564

99,074

平成27年度 平成28年度
（単位：百万円）

（注） （　）内は発行年限。

68,000
2,700
ー

10,000
3,266
2,700
10
556

83,966

78,100
2,300
ー

25,000
2,789
2,200
10
579

108,189

（株）格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ） AA＋（ネガティブ）

▼ 発行実績 （単位：百万円）

平成23年度
10,000 （10年）

平成24年度
10,000 （10年）

平成25年度
10,000 （10年）

平成26年度
10,000 （10年）

平成27年度
10,000 （10年）
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　沖縄振興特別措置法においては、国は沖縄振興策の目
標実現に必要な資金の確保に努めることとされており、沖
縄公庫の出融資はその具体的措置の一つとして位置付け
られています。
　沖縄公庫は、国や沖縄県の沖縄振興策などと一体となっ
た様々な融資制度を活用し、長期・低利の資金を一元的に
供給する政策金融機関として、多様かつ高度な資金ニーズ
に迅速かつ的確な対応を図ってきました。沖縄の地域経済
に精通した政策金融機関として、これまで沖縄振興策に対
して積極的な貢献を果たしてきましたが、沖縄公庫には、今
後もこの役割を果たすことが求められています。（※）

（※）沖縄公庫の在り方について
沖縄公庫は、政策金融改革において平成24年度以降に㈱日本政策金
融公庫に統合するものとされていましたが、「沖縄振興特別措置法」の
改正（平成24年4月1日施行）に伴う「簡素で効率的な政府を実現する
ための行政改革の推進に関する法律」（平成18年法律第47号）の一
部改正（平成24年4月1日施行）により、統合時期は平成34年度以降
となっています。

沖縄振興策における沖縄公庫の位置付け
▼ 沖縄振興施策と沖縄公庫

沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫

沖縄振興基本方針（国）

沖縄振興特別措置法

沖縄21世紀ビジョン基本計画（県）（沖縄振興計画）
計画期間　平成24年度～平成33年度（10年）

【施策展開の基軸的な考え】
・潤いと活力をもたらす沖縄らしい優しい社会の構築
・日本と世界の架け橋となる強くしなやかな自立型経済の構築

【主な基本施策】
・「希望と活力にあふれる豊かな島」より抜粋

自立 型 経 済の構 築に向けた基 盤の整 備

世 界 水 準 の 観 光 リ ゾ ー ト 地 の 形 成

情 報 通 信 関 連 産 業 の 高 度 化・多 様 化

アジアと日本の架け橋となる国際物流拠点の形成

科学技術の振興と知的・産業クラスターの形成

沖縄の魅力や優位性を生かした新たな産業の創出

亜熱帯性気候等を生かした農林水産業の振興

地 域 を 支 え る 中 小 企 業 等 の 振 興

ものづくり産業の振興と地域ブランドの形成

雇 用 対 策 と 多 様 な 人 材 の 確 保

離 島 に お け る 定 住 条 件 の 整 備

離島の特色を生かした産業振興と新たな展開

駐 留 軍 用 地 跡 地 の 有 効 利 用 の 推 進

政 策 金 融 の 活 用

連携

連携

▼ 沖縄公庫が沖縄振興施策に果たしてきた役割←
詳細P60　

沖縄公庫は、「沖縄の優位性を生かした
民間主導の自立型経済の発展」を金融面から支えます。

沖縄の振興開発を支える総合政策金融機関

資料：沖縄県「沖縄21世紀ビジョン基本計画
　　 （平成24年5月）」を基に沖縄公庫作成

　沖縄公庫では、日本公庫などと同様の制度のほか、沖縄の地域的諸課題に応えるため、国や沖縄県の沖縄振興策などと
一体となった様々な独自制度を活用し、地域に密着した政策金融を推進しています。

出融資体系と沖縄独自の地域的課題への対応

▼ 沖縄公庫の出融資体系と沖縄振興策

産業開発資金 中小企業資金

赤土等流出防止低利（ちゅら海低利）

沖縄ひとり親雇用等促進貸付利率特例

沖縄地方創生雇用促進貸付利率特例（上記の※印の制度に適用）

沖 縄 特 利 （ 基準金利  －0.3％ ）

企業等への出資（産業基盤整備、リーディング産業育成支援）　　　　　　ベンチャー企業への出資（新事業創出促進出資）

駐留軍用地跡地の利用促進
●   駐留軍用地跡地開発促進　※

農業振興
●   沖縄農林漁業
　経営改善資金
●   製糖企業等資金
●   おきなわ
　ブランド振興資金
●   沖縄農林畜水産物
　等起業化支援資金
●   水産加工施設資金
●   沖縄農林漁業台風
　災害支援資金

生活基盤整備
●   離島・過疎地域
　病院等

●   赤瓦住宅資金

社会資本・
産業基盤整備
●   電気
●   ガス
●   海運
●   航空
●   沖縄自立型
　経済発展
●   基本資金

人材育成
●   沖縄人材育成資金
●   教育資金所得特例
●   教育離島利率特例
●   教育ひとり親
　利率特例

●   位置境界明確化資金

産業集積の推進
●   沖縄特区等無担保貸付利率特例

リーディング産業の振興
●   国際物流拠点産業集積地域等特定地域振興　※

●   沖縄情報通信産業支援　※

●   沖縄観光リゾート産業振興　※

生業資金 生活衛生資金 農林漁業資金 医療資金 住宅資金
産業振興に寄与する
事業への長期資金の
出融資

中小企業者への長期
事業資金の融資

小規模事業者への小口
の事業資金の融資、教
育ローン、恩給担保融資

生活衛生関係事業者
への事業資金の融資

農林漁業者、食品産業
向けの長期資金の融資

病院、診療所等の整
備・運営のための資金
の融資

賃貸住宅建設資金等
の融資

【沖縄公庫独自融資制度】

沖縄振興開発金融公庫

●   沖縄雇用・
　経営基盤強化
　資金（沖経）　

沖縄21世紀ビジョン基本計画
（沖縄振興計画）

沖縄振興基本方針
（平成24年5月11日内閣総理大臣決定）

沖縄振興特別措置法
（失効期限：平成34年3月31日）

沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み、特別の措置
を講ずることにより、沖縄の自立的発展に資すると
ともに、沖縄の豊かな住民生活の実現に寄与する
ことを目的とする。（第1条）
内閣総理大臣は、沖縄の振興を図るため、沖縄振
興基本方針を定めるものとする。（第3条の2）
沖縄県知事は、沖縄振興基本方針に基づき、沖縄
振興計画を定めるよう努めるものとする。（第4条）
沖縄振興上重要な分野について、国による資金の
確保（沖縄公庫の独自融資制度の活用）を規定。
→観光産業（第10条）、情報通信産業（第33条）、製
造業等又は産業高度化・事業革新促進事業（第38
条）、国際物流拠点産業（第50条）、農林水産業（第
60条）、電気の安定的かつ適正な供給の確保（第
63条）、中小企業の振興（第72条）
新事業創出促進出資の業務について、引き続き沖
縄公庫の特例業務として規定。（第73条）

・

・

・

・

・

本基本方針は、沖縄振興特別措置法第3条の2に
基づき、国が考える沖縄の振興の意義や方向、振興
に当たっての基本的な視点を示すとともに、沖縄県
が沖縄振興計画を策定する際の指針となるべき基
本的事項や計画の推進に関する基本的事項につい
て定めたものである。（Ⅰ序文抜粋）
国においては、地元の創意工夫を生かした主体的
な取組を尊重する観点から、本年3月に改正され
た沖縄振興特別措置法において、より自由度の高
い交付金制度を創設し、産業振興を始めとする各
種特例措置を講じており、これらの措置や沖縄振
興開発金融公庫による政策金融等を通じ、各種支
援を行う。（Ⅱ沖縄の振興の意義及び方向抜粋）

・

・

沖縄21世紀ビジョンの実現には、地域産業の振
興、新たな産業分野の創出、離島等の地域振興、大
規模な駐留軍用地跡地の開発、中小企業や生産者
の経営基盤の強化等、多額の資金需要が見込まれ
ることから、沖縄振興交付金等による財政支援と
民間投資を一層促進するための円滑な資金供給
の仕組みは、車の両輪として必要不可欠です。この
ため、政策金融については、本県の地域特性に精通
し、きめ細かく機動的に対応しうる沖縄振興開発
金融公庫の役割が引き続き重要であることから、
総合政策金融機関としての現行の組織及び機能の
維持存続を図った上で、政策ニーズに則した各種
金融支援制度の整備やその活用促進など、沖縄県
や民間金融と協調・連携した一層の役割発揮を求
め、沖縄21世紀ビジョンの実現を目指します。（第3
章基本施策抜粋）

・

連携連携 連携

▼ 沖縄公庫独自制度の融資構成比（金額）（平成27年度）
沖縄公庫独自制度

57.2％
日本公庫等並び制度

42.8％

中小企業の振興、雇用の促進
●   沖縄特産品振興貸付
●   沖縄創業者等支援貸付
●   沖縄離島振興貸付
●   沖縄中小企業経営基盤強化貸付

※

設立以来の
出融資実績

兆円6.1

沖
縄
公
庫
の
特
色
と
役
割
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　沖縄振興特別措置法においては、国は沖縄振興策の目
標実現に必要な資金の確保に努めることとされており、沖
縄公庫の出融資はその具体的措置の一つとして位置付け
られています。
　沖縄公庫は、国や沖縄県の沖縄振興策などと一体となっ
た様々な融資制度を活用し、長期・低利の資金を一元的に
供給する政策金融機関として、多様かつ高度な資金ニーズ
に迅速かつ的確な対応を図ってきました。沖縄の地域経済
に精通した政策金融機関として、これまで沖縄振興策に対
して積極的な貢献を果たしてきましたが、沖縄公庫には、今
後もこの役割を果たすことが求められています。（※）

（※）沖縄公庫の在り方について
沖縄公庫は、政策金融改革において平成24年度以降に㈱日本政策金
融公庫に統合するものとされていましたが、「沖縄振興特別措置法」の
改正（平成24年4月1日施行）に伴う「簡素で効率的な政府を実現する
ための行政改革の推進に関する法律」（平成18年法律第47号）の一
部改正（平成24年4月1日施行）により、統合時期は平成34年度以降
となっています。

沖縄振興策における沖縄公庫の位置付け
▼ 沖縄振興施策と沖縄公庫

沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫

沖縄振興基本方針（国）

沖縄振興特別措置法

沖縄21世紀ビジョン基本計画（県）（沖縄振興計画）
計画期間　平成24年度～平成33年度（10年）

【施策展開の基軸的な考え】
・潤いと活力をもたらす沖縄らしい優しい社会の構築
・日本と世界の架け橋となる強くしなやかな自立型経済の構築

【主な基本施策】
・「希望と活力にあふれる豊かな島」より抜粋

自立 型 経 済の構 築に向けた基 盤の整 備

世 界 水 準 の 観 光 リ ゾ ー ト 地 の 形 成

情 報 通 信 関 連 産 業 の 高 度 化・多 様 化

アジアと日本の架け橋となる国際物流拠点の形成

科学技術の振興と知的・産業クラスターの形成

沖縄の魅力や優位性を生かした新たな産業の創出

亜熱帯性気候等を生かした農林水産業の振興

地 域 を 支 え る 中 小 企 業 等 の 振 興

ものづくり産業の振興と地域ブランドの形成

雇 用 対 策 と 多 様 な 人 材 の 確 保

離 島 に お け る 定 住 条 件 の 整 備

離島の特色を生かした産業振興と新たな展開

駐 留 軍 用 地 跡 地 の 有 効 利 用 の 推 進

政 策 金 融 の 活 用

連携

連携

▼ 沖縄公庫が沖縄振興施策に果たしてきた役割←
詳細P60　

沖縄公庫は、「沖縄の優位性を生かした
民間主導の自立型経済の発展」を金融面から支えます。

沖縄の振興開発を支える総合政策金融機関

資料：沖縄県「沖縄21世紀ビジョン基本計画
　　 （平成24年5月）」を基に沖縄公庫作成

　沖縄公庫では、日本公庫などと同様の制度のほか、沖縄の地域的諸課題に応えるため、国や沖縄県の沖縄振興策などと
一体となった様々な独自制度を活用し、地域に密着した政策金融を推進しています。

出融資体系と沖縄独自の地域的課題への対応

▼ 沖縄公庫の出融資体系と沖縄振興策

産業開発資金 中小企業資金

赤土等流出防止低利（ちゅら海低利）

沖縄ひとり親雇用等促進貸付利率特例

沖縄地方創生雇用促進貸付利率特例（上記の※印の制度に適用）

沖 縄 特 利 （ 基準金利  －0.3％ ）

企業等への出資（産業基盤整備、リーディング産業育成支援）　　　　　　ベンチャー企業への出資（新事業創出促進出資）

駐留軍用地跡地の利用促進
●   駐留軍用地跡地開発促進　※

農業振興
●   沖縄農林漁業
　経営改善資金
●   製糖企業等資金
●   おきなわ
　ブランド振興資金
●   沖縄農林畜水産物
　等起業化支援資金
●   水産加工施設資金
●   沖縄農林漁業台風
　災害支援資金

生活基盤整備
●   離島・過疎地域
　病院等

●   赤瓦住宅資金

社会資本・
産業基盤整備
●   電気
●   ガス
●   海運
●   航空
●   沖縄自立型
　経済発展
●   基本資金

人材育成
●   沖縄人材育成資金
●   教育資金所得特例
●   教育離島利率特例
●   教育ひとり親
　利率特例

●   位置境界明確化資金
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●   沖縄特区等無担保貸付利率特例

リーディング産業の振興
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●   沖縄情報通信産業支援　※
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生業資金 生活衛生資金 農林漁業資金 医療資金 住宅資金
産業振興に寄与する
事業への長期資金の
出融資

中小企業者への長期
事業資金の融資

小規模事業者への小口
の事業資金の融資、教
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【沖縄公庫独自融資制度】

沖縄振興開発金融公庫

●   沖縄雇用・
　経営基盤強化
　資金（沖経）　

沖縄21世紀ビジョン基本計画
（沖縄振興計画）

沖縄振興基本方針
（平成24年5月11日内閣総理大臣決定）

沖縄振興特別措置法
（失効期限：平成34年3月31日）

沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み、特別の措置
を講ずることにより、沖縄の自立的発展に資すると
ともに、沖縄の豊かな住民生活の実現に寄与する
ことを目的とする。（第1条）
内閣総理大臣は、沖縄の振興を図るため、沖縄振
興基本方針を定めるものとする。（第3条の2）
沖縄県知事は、沖縄振興基本方針に基づき、沖縄
振興計画を定めるよう努めるものとする。（第4条）
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→観光産業（第10条）、情報通信産業（第33条）、製
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60条）、電気の安定的かつ適正な供給の確保（第
63条）、中小企業の振興（第72条）
新事業創出促進出資の業務について、引き続き沖
縄公庫の特例業務として規定。（第73条）

・

・

・

・

・

本基本方針は、沖縄振興特別措置法第3条の2に
基づき、国が考える沖縄の振興の意義や方向、振興
に当たっての基本的な視点を示すとともに、沖縄県
が沖縄振興計画を策定する際の指針となるべき基
本的事項や計画の推進に関する基本的事項につい
て定めたものである。（Ⅰ序文抜粋）
国においては、地元の創意工夫を生かした主体的
な取組を尊重する観点から、本年3月に改正され
た沖縄振興特別措置法において、より自由度の高
い交付金制度を創設し、産業振興を始めとする各
種特例措置を講じており、これらの措置や沖縄振
興開発金融公庫による政策金融等を通じ、各種支
援を行う。（Ⅱ沖縄の振興の意義及び方向抜粋）

・

・

沖縄21世紀ビジョンの実現には、地域産業の振
興、新たな産業分野の創出、離島等の地域振興、大
規模な駐留軍用地跡地の開発、中小企業や生産者
の経営基盤の強化等、多額の資金需要が見込まれ
ることから、沖縄振興交付金等による財政支援と
民間投資を一層促進するための円滑な資金供給
の仕組みは、車の両輪として必要不可欠です。この
ため、政策金融については、本県の地域特性に精通
し、きめ細かく機動的に対応しうる沖縄振興開発
金融公庫の役割が引き続き重要であることから、
総合政策金融機関としての現行の組織及び機能の
維持存続を図った上で、政策ニーズに則した各種
金融支援制度の整備やその活用促進など、沖縄県
や民間金融と協調・連携した一層の役割発揮を求
め、沖縄21世紀ビジョンの実現を目指します。（第3
章基本施策抜粋）

・

連携連携 連携

▼ 沖縄公庫独自制度の融資構成比（金額）（平成27年度）
沖縄公庫独自制度

57.2％
日本公庫等並び制度

42.8％

中小企業の振興、雇用の促進
●   沖縄特産品振興貸付
●   沖縄創業者等支援貸付
●   沖縄離島振興貸付
●   沖縄中小企業経営基盤強化貸付

※

設立以来の
出融資実績

兆円6.1
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　融資残高をみると、沖縄公庫は設備
資金の貸出シェアが高く、運転資金で
は民間が主体となっています（設備資
金シェア23.4％、運転資金同9.3％）。
　投資回収に長期を要する設備投資
分野では、公庫の長期・固定金利が活
用され、事業活動に必要な運転資金
は民間金融機関が主体となって供給
しています。

　民間投資を支援する沖縄公庫の政策金融は、財政上の
特例等による公共投資等の推進と並び、沖縄の振興開発に
おける「車の両輪」として位置付けられます。

▼ 内閣府沖縄担当部局予算額と沖縄公庫出融資額の推移

（昭和47年度～平成27年度累計）

〔内閣府沖縄担当部局予算額〕 11兆4,913億円
〔沖 縄 公 庫 出 融 資 実 績〕　6兆1,238億円

沖縄の振興開発における「車の両輪」

出・融資実績の推移

《民間は運転資金、沖縄公庫は設備資金に重点》
▼ 沖縄公庫の業種・使途別融資残高構成比（平成28年3月末）

資料：沖縄公庫作成　　注：県内4行庫（地銀、第二地銀、信用金庫）との合計に占める割合

製造業

建設業

卸売業・小売業

不動産業

情報通信業

運輸業

電気・ガス・水道業

その他

事業資金計

地方公共団体

個人

合計

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100（％）

9.3 19.1
23.4

■設備資金
■運転資金
■設備・運転資金合計

　沖縄公庫の総貸出残高の伸び率は、景気拡大期に縮小し、民間金融を下支えしています。
　また、沖縄公庫の運転資金貸出残高の伸び率は景気後退期に伸長し、民間金融を補完しています。

▼ 県内民間金融機関と沖縄公庫の貸出残高対前年比伸び率の推移

沖縄公庫総貸出 県内民間金融機関総貸出 沖縄公庫運転資金貸出 県内民間金融機関運転資金

（%）

40

30
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10

0

▲10

注：平成22年度以降の県内民間金融機関総貸出は、店舗所在地ベース、各年度の期中平均残高の伸び率。県内民間金融機関運転資金は、本店所在地ベース、各年度の期末残高の伸び率(平成14年3月末分より掲載)。
資料：沖縄公庫作成

　金融仲介機能の発揮 《沖縄公庫の貸出しは景気後退期に伸長》

資料：沖縄公庫作成

注：昭和47～平成26年度までの内閣府沖縄担当部局
　 予算額は補正後のデータである。
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元.4 消費税導入 7.1 阪神大震災

バブル崩壊

9.4 消費税5％に引き上げ

20.9
リーマンブラザーズ破綻
原油価格高騰

相次ぐ金融機関の破綻
10.10 金融再生関連法成立

11.2 日銀ゼロ金利政策

13.3 日銀量的緩和政策

23.3 東日本大震災

13.9 米国同時多発テロ
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平成12年11月～
平成14年1月

平成20年2月～
平成21年3月

平成24年3月～
平成24年11月

（単位：億円）

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

1,346

876

1,313

323

1,003

1,170 1,200

2,234
2,294

1,442

873

平成昭和
52 19 25 261494625747 27

年度

特別資金等
出資

住宅資金
農林漁業資金
医療資金
生活衛生資金
中小企業等資金
産業開発資金

沖
縄
公
庫
の
特
色
と
役
割

12 13



　融資残高をみると、沖縄公庫は設備
資金の貸出シェアが高く、運転資金で
は民間が主体となっています（設備資
金シェア23.4％、運転資金同9.3％）。
　投資回収に長期を要する設備投資
分野では、公庫の長期・固定金利が活
用され、事業活動に必要な運転資金
は民間金融機関が主体となって供給
しています。

　民間投資を支援する沖縄公庫の政策金融は、財政上の
特例等による公共投資等の推進と並び、沖縄の振興開発に
おける「車の両輪」として位置付けられます。

▼ 内閣府沖縄担当部局予算額と沖縄公庫出融資額の推移

（昭和47年度～平成27年度累計）

〔内閣府沖縄担当部局予算額〕 11兆4,913億円
〔沖 縄 公 庫 出 融 資 実 績〕　6兆1,238億円

沖縄の振興開発における「車の両輪」

出・融資実績の推移

《民間は運転資金、沖縄公庫は設備資金に重点》
▼ 沖縄公庫の業種・使途別融資残高構成比（平成28年3月末）

資料：沖縄公庫作成　　注：県内4行庫（地銀、第二地銀、信用金庫）との合計に占める割合

製造業

建設業

卸売業・小売業

不動産業

情報通信業

運輸業

電気・ガス・水道業

その他

事業資金計

地方公共団体

個人

合計

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100（％）

9.3 19.1
23.4

■設備資金
■運転資金
■設備・運転資金合計

　沖縄公庫の総貸出残高の伸び率は、景気拡大期に縮小し、民間金融を下支えしています。
　また、沖縄公庫の運転資金貸出残高の伸び率は景気後退期に伸長し、民間金融を補完しています。

▼ 県内民間金融機関と沖縄公庫の貸出残高対前年比伸び率の推移

沖縄公庫総貸出 県内民間金融機関総貸出 沖縄公庫運転資金貸出 県内民間金融機関運転資金

（%）

40

30

20

10

0

▲10

注：平成22年度以降の県内民間金融機関総貸出は、店舗所在地ベース、各年度の期中平均残高の伸び率。県内民間金融機関運転資金は、本店所在地ベース、各年度の期末残高の伸び率(平成14年3月末分より掲載)。
資料：沖縄公庫作成

　金融仲介機能の発揮 《沖縄公庫の貸出しは景気後退期に伸長》

資料：沖縄公庫作成

注：昭和47～平成26年度までの内閣府沖縄担当部局
　 予算額は補正後のデータである。

（億円）

5,000

4,500

4,000

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0
昭和
47

平成
250 53 56 59 62 5 8 11 14 17 20 23 26 27

年度

1,346

4,713

3,340

2,814

780

323

内閣府沖縄担当部局予算額

沖縄公庫出融資額
公庫運転資金

沖縄公庫総貸出

県内民間金融機関総貸出

県内民間金融機関運転資金

▲20
2平

成
元

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28年
各年3月末

景気後退期（全国）

平成3年2月～
平成5年10月

元.4 消費税導入 7.1 阪神大震災

バブル崩壊

9.4 消費税5％に引き上げ

20.9
リーマンブラザーズ破綻
原油価格高騰

相次ぐ金融機関の破綻
10.10 金融再生関連法成立

11.2 日銀ゼロ金利政策

13.3 日銀量的緩和政策

23.3 東日本大震災

13.9 米国同時多発テロ

平成9年5月～
平成11年1月

平成12年11月～
平成14年1月

平成20年2月～
平成21年3月

平成24年3月～
平成24年11月

（単位：億円）

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

1,346

876

1,313

323

1,003

1,170 1,200

2,234
2,294

1,442

873

平成昭和
52 19 25 261494625747 27

年度

特別資金等
出資

住宅資金
農林漁業資金
医療資金
生活衛生資金
中小企業等資金
産業開発資金

沖
縄
公
庫
の
特
色
と
役
割

12 13



▼ 県内宿泊施設数の推移

注1）H21年以前は各年の10月1日現在の数値、H22年以降は12月31日現在の数値。
注2）民宿等=民宿、ペンション、貸別荘、ドミトリー、ゲストハウス、ウィークリーマンション

出所：沖縄県「宿泊施設実態調査」の資料を基に当公庫作成
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1,000

1,200

1,400

1,600

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

32,320 33,654
35,005 36,359

37,050 38,152 38,891 38,905
40,243

1,022 1,087
1,170

1,232 1,299 1,357 1,411 1,441
1,541

ホテル・旅館の客室数 民宿等の客室数 その他 軒数

沖縄の情報通信関連産業の更なる発展に向けて、
高い技術競争力を有する企業の海外展開を出資により支援

《ハイライトインタビュー》

①

▼ 宿泊業への出融資実績
（百万円） （件）
25,000
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5,000

0
平成18 19 20 21 22 23 24 25 26 27年度

100

0
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出融資額
件数

21,169 7,953 5,320 8,099 7,376 3,295 4,529 4,030 4,798 4,875

60
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48

63

44

47

70
63

90

75

▼ 「情報通信関連産業の高度化・多様化」に係る出融資実績
（百万円） （件）
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出融資額
件数

1,266 860 760 149 267 302 576 360 922 597

▼ 国際物流拠点産業集積地域等
　 特定地域振興資金貸付の融資実績

　沖縄公庫は、国及び県の観光関連施策に基づき、沖縄の歴史・自然・文化等の多様で魅力ある地域資源を活用した、高
付加価値型観光の戦略的な展開等を行う観光関連事業者を支援し、世界水準の観光リゾート地の形成を推進します。
　県内の宿泊施設数は、平成18年の1,022軒（32,320室）から平成26年には1,541軒（40,243室）と519軒（7,923
室）増加しており、沖縄公庫の宿泊業への出融資実績は、平成18年度から平成27年度の累計で633件、714億44百万円
となっています。

世界水準の観光リゾート地の形成
～観光産業の裾野を広げ、世界水準の観光リゾート地の形成に貢献～

情報通信関連産業の高度化・多様化を支援
　沖縄公庫は、情報通信関連産業が、沖縄県におけるリー
ディング産業としてより一層の発展を遂げるため、情報通
信関連事業者向けの貸付制度（独自制度）を創設し、沖縄
振興施策における戦略的な情報通信関連産業の高度化・
多様化に対応しています。
　「情報通信関連産業の高度化・多様化」に係る出融資実
績は、平成18年度から平成27年度の累計で206件、60
億57百万円となっています。

国際物流拠点の形成に向けた戦略的な取組を支援
　沖縄公庫は、新たなリーディング産業として期待が高ま
る臨空・臨港型産業の集積による国際物流拠点の形成や
県内事業者等による海外展開の促進を支援しています。
　「国際物流拠点産業集積地域等特定地域振興貸付」の
融資実績は、平成18年度から平成27年度の累計で243
件、199億円69百万円、また、「企業活力強化貸付（海外
展開資金）」の融資実績は、平成24年度から平成27年度
の累計で18件、3億95百万円となっています。

自立型経済の構築・発展に向けたリーディング産業の支援

貴社は早期地震検知等を発信する気象庁のEPOS（地震活動等総
合監視システム）の開発において高い技術評価を受けていますが、
その概要と開発に携わることになった経緯について。

柴嵜社長　EPOSは、1983年の日本海中部地震で、奥尻島を襲った
津波を教訓として作られました。地震が起こった際に、いち早く震源
の場所を特定し、津波の予測をして被害を最小限に食い止めること
を目的としたシステムです。1985年に最初のバージョンが稼働し、今
年（2016年）3月に5世代目がリリースされています。テレビの速報な
どでご覧になっているように、震源や震度を迅速かつ的確に捉え、警
報や注意報、地震・津波に関する情報を防災機関や報道機関等に迅
速に伝達しています。
　私はNECの受注を通じて2世代目から関わり、3世代目の開発で、
緊急サブシステムという最も重要なサブシステムを任されました。開
発期間に厳しい制約がありましたが、発注側と徹底した対話を行い、
最終的に納期と約束したスペックを仕上げることができました。4世
代目の開発ではNECと資材基本契約を締結し、それを契機として、
2002年に単独で起業した後は、過去開発に携わった主要担当者が
次々と弊社に集結し、開発の全般を弊社で手掛けるようになりまし
た。2015年に本社を那覇に移転してからは、沖縄でサーバーの構築
からシステム開発までを行っています。
　EPOSは世界に一つしかない多機能かつ高機能なシステムで、ニッ
チな分野ですが、弊社はその分野において最もノウハウのある会社で
す。中でも一番貢献したところは、無停止で稼働させるミッションクリ
ティカルシステムにより、突然のマシンダウンが発生しても、並列動作
のバックアップマシンに数秒で切り替えることを可能にした点です。
早期地震検知システムでは、秒速4キロという地震波に対応するた
め、時間的な要求が他の気象報知より厳しいものになっています。ま
た、約1,800個のセンサーから大量のデータを受信して、解析し、意
味のあるデータに作りかえるという技術も弊社の持つ強みです。

今後成長戦略について。

柴嵜社長　一つ目は、早期地震検知システムをパッケージ化して、海
外に販売することです。今秋から、NECと共同で台湾中央気象局と早
期地震検知の実証実験を行います。弊社は元々台湾に人脈等があっ
たわけではなく、2013年に現地法人を設立して、中央気象局とのパ
イプづくりから始め、沖縄県の台北事務所の支援を得てここまでこぎ
つけることができました。台湾での実績を足掛かりに、東南アジアや
南米など地震多発国へ展開したいと考えています。
　二つ目は、ミッションクリティカルシステムの技術を応用して、海底
資源探査や、海洋生物のモニタリングなど自然災害分野以外の新分
野へ進出することです。
　海外では、ウチナーンチュの人脈にいろいろと助けられています。南
米でも県人会やWUB*のネットワークを通じて業界のメジャーな
方々にお会いすることができ、これは大企業にもない沖縄の強みだと
実感しています。
*Worldwide Uchinanchu Business Association（世界うちなー
んちゅビジネスアソシエーション、省略：WUB）

今後の課題について。

柴嵜社長　現在、国内で80人、台湾子会社を合わせると100人規模
の企業に成長しました。腕の良い職人は集まりましたが、今後の事業
拡大や目標である上場を実現するためには、管理職の育成が課題で
す。現地法人をつくる際に、そこで経営者になれる人材が必要です
が、外国語が話せないからと日本人はなかなか海外に行きたがりま
せん。外国語の壁はどうにかなるものです。チャレンジ精神があり、か
つ経営能力を備えた人材を生み出していきたいと考えています。
　県内の若い人にも、能力はもちろんですが、挑戦力を持って欲しい
です。将来の構想を描けたとしても、それを行動に移すことは別次元
のものです。メンタル的にも体力的にも大きなプレッシャーがありま
すが、それを意に介さないチャレンジ精神旺盛な人を求めており、弊
社の採用基準においてもそのような資質を重視しています。

本格的な海外展開にあたって、本社を東京から沖縄へ移転しました
が、貴社にとって沖縄とは？　また、当公庫に対する今後の期待は？

柴嵜社長　私は、高校卒業後自衛隊に入隊し、そこでITを経験し、複
数のソフトウェア会社を経験した後、海外でも仕事をしたいと志し30
代で起業しました。社名の「レキオスソフト」は、ウチナーンチュである
ことと業種とを組み合わせたものです。
　いよいよ、海外展開や新分野進出への足掛かりができ、これらに必
要な資金を調達するために投資家を探していたところ、OKINAWA 
J-Adviserから沖縄型の上場モデルの話を聞いたり、沖縄の業界の
先輩から沖縄公庫の出資制度を紹介していただく機会がありました。
沖縄公庫という国の機関から出資を受けることは、今後の海外展開
の際に、企業信用力が格段に上がることから、是非とも実現したいと
思っていました。
　グローバルなウチナーンチュネットワークと沖縄における金融支援
を活用して、沖縄という場で成長し、沖縄に貢献したいと思っています。
沖縄公庫については、今回出資を受けて充分に支援してもらっている
と感じていますが、今後も海外拠点整備などの資金が必要になりま
すので、長期的な視野で支援していただくことを期待しています。

レキオスソフト株式会社
代表取締役　柴嵜　淳
当社は、那覇市出身の柴嵜社長が、平成14年に設立したソフト
ウェア開発会社である。これまで主にNECグループとの協業により
気象庁の地震活動等総合監視システム（EPOS）の開発及び運用・
保守に携わり、24時間365日無停止稼働を求められるミッション
クリティカルシステムの開発技術に競争力を有している。平成25年
に沖縄と関係の深い台湾に子会社を設立。平成27年10月には本
社を東京から沖縄へ移転し、沖縄を拠点として更なる海外展開を
図るべく、コア技術の応用領域拡大等に取り組んでいる。沖縄公庫
は、当社の事業拡大に向けた財務基盤強化を支援するため、平成
28年3月にリーディング産業支援出資を行った。
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▼ 県内宿泊施設数の推移

注1）H21年以前は各年の10月1日現在の数値、H22年以降は12月31日現在の数値。
注2）民宿等=民宿、ペンション、貸別荘、ドミトリー、ゲストハウス、ウィークリーマンション

出所：沖縄県「宿泊施設実態調査」の資料を基に当公庫作成
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沖縄の情報通信関連産業の更なる発展に向けて、
高い技術競争力を有する企業の海外展開を出資により支援

《ハイライトインタビュー》
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▼ 宿泊業への出融資実績
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▼ 「情報通信関連産業の高度化・多様化」に係る出融資実績
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▼ 国際物流拠点産業集積地域等
　 特定地域振興資金貸付の融資実績
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合監視システム）の開発において高い技術評価を受けていますが、
その概要と開発に携わることになった経緯について。
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津波を教訓として作られました。地震が起こった際に、いち早く震源
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を目的としたシステムです。1985年に最初のバージョンが稼働し、今
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報や注意報、地震・津波に関する情報を防災機関や報道機関等に迅
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　私はNECの受注を通じて2世代目から関わり、3世代目の開発で、
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2002年に単独で起業した後は、過去開発に携わった主要担当者が
次々と弊社に集結し、開発の全般を弊社で手掛けるようになりまし
た。2015年に本社を那覇に移転してからは、沖縄でサーバーの構築
からシステム開発までを行っています。
　EPOSは世界に一つしかない多機能かつ高機能なシステムで、ニッ
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早期地震検知システムでは、秒速4キロという地震波に対応するた
め、時間的な要求が他の気象報知より厳しいものになっています。ま
た、約1,800個のセンサーから大量のデータを受信して、解析し、意
味のあるデータに作りかえるという技術も弊社の持つ強みです。

今後成長戦略について。

柴嵜社長　一つ目は、早期地震検知システムをパッケージ化して、海
外に販売することです。今秋から、NECと共同で台湾中央気象局と早
期地震検知の実証実験を行います。弊社は元々台湾に人脈等があっ
たわけではなく、2013年に現地法人を設立して、中央気象局とのパ
イプづくりから始め、沖縄県の台北事務所の支援を得てここまでこぎ
つけることができました。台湾での実績を足掛かりに、東南アジアや
南米など地震多発国へ展開したいと考えています。
　二つ目は、ミッションクリティカルシステムの技術を応用して、海底
資源探査や、海洋生物のモニタリングなど自然災害分野以外の新分
野へ進出することです。
　海外では、ウチナーンチュの人脈にいろいろと助けられています。南
米でも県人会やWUB*のネットワークを通じて業界のメジャーな
方々にお会いすることができ、これは大企業にもない沖縄の強みだと
実感しています。
*Worldwide Uchinanchu Business Association（世界うちなー
んちゅビジネスアソシエーション、省略：WUB）
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の企業に成長しました。腕の良い職人は集まりましたが、今後の事業
拡大や目標である上場を実現するためには、管理職の育成が課題で
す。現地法人をつくる際に、そこで経営者になれる人材が必要です
が、外国語が話せないからと日本人はなかなか海外に行きたがりま
せん。外国語の壁はどうにかなるものです。チャレンジ精神があり、か
つ経営能力を備えた人材を生み出していきたいと考えています。
　県内の若い人にも、能力はもちろんですが、挑戦力を持って欲しい
です。将来の構想を描けたとしても、それを行動に移すことは別次元
のものです。メンタル的にも体力的にも大きなプレッシャーがありま
すが、それを意に介さないチャレンジ精神旺盛な人を求めており、弊
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数のソフトウェア会社を経験した後、海外でも仕事をしたいと志し30
代で起業しました。社名の「レキオスソフト」は、ウチナーンチュである
ことと業種とを組み合わせたものです。
　いよいよ、海外展開や新分野進出への足掛かりができ、これらに必
要な資金を調達するために投資家を探していたところ、OKINAWA 
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と感じていますが、今後も海外拠点整備などの資金が必要になりま
すので、長期的な視野で支援していただくことを期待しています。
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新しいスタイルのホテル事業に取り組む企業を支援
株式会社GA HOTEL＆RESORT

当社はホテル業を目的として設立された業者です。中古ホテルをリノ
ベーションした上で、多くの旅行者同士がホテルに設けられた共有
スペースでの交流を通じて世界を身近に感じる「交流型ホテル」とい
う新しいスタイルを提案しています。

公庫の融資により新規事業の支援および雇用の創出が見込まれる
ほか、沖縄の観光産業の振興に寄与するものと期待されます。

沖縄公庫はホテル業の新規開業資金として沖縄創業者等支援貸付
を適用し、ホテル取得資金を融資しました。

● 融資効果

● 融資内容

● 当社概要

　沖縄における新たな事業の創出を促進することは、沖縄の産業振興や雇用創出のために重要な要素となっています。特
に、創業者やベンチャー企業が独自の創造性や機動性を発揮し、新事業にチャレンジすることは、沖縄経済の活性化に貢
献するものです。
　一方で、このような企業は一般的に事業実績が乏しく、将来の事業見通しが難しいうえ、担保提供可能な資産が乏しい
場合があることから、資金調達が困難となる企業が多く存在します。
　沖縄公庫では、地域に根ざした総合公庫として、目利き力を発揮して新事業の可能性を見極めるとともに、最適な金融
支援策を提供しています。
　特に、沖縄公庫独自制度である「沖縄創業者等支援貸付」や、ベンチャー企業に対する「新事業創出促進出資」などによ
る積極的な資金供給をはじめ、担保に依存しない融資制度の活用により創業やベンチャービジネスなど新たに事業を行
う方を支援しています。

　創業・新事業展開・事業再生などに取り組む方の財務体質強化を図るために、「挑戦支援資本強化特例制度（資本性
ローン）」を適用して支援しています。本特例による債務については、長期の期限一括償還・無担保であるほか、金融機関の
債務者区分判定において自己資本とみなすことができ、民間金融機関融資の「呼び水」効果が期待されます。
　平成27年度の融資実績は13件、1,105百万円となっています。

革新的な技術に挑戦する企業を支援～資本性ローン～

　平成14年4月に施行された「沖縄振興特別措置法」
は、民間主導の自立型経済の構築に向けた、戦略的な産
業振興に主眼を置き、新事業の育成による沖縄の産業
振興と雇用創出を重要な政策課題に掲げてきました。
　「新事業創出促進出資制度」は、同法の改正後も、沖
縄における新たな事業の創出を促進することを目的に、
沖縄公庫業務の特例として設けられているもので、出資
実績は平成14年度から平成27年度までの累計で57
件、1,958百万円となっています。

「新事業創出促進出資」の実績

　「沖縄創業者等支援貸付」は、新規開業や経営多角化
で必要となる資金を融資する沖縄公庫独自の制度です。
　平成27年度融資実績は、106億円、過去10年間（平
成18～27年度）の累計では、4,614件、593億円となっ
ています。

「沖縄創業者等支援貸付」の実績

創業・新事業展開への支援

融資事例

那覇市

透析患者向けに、タブレット端末を活用して検査データ等の提供事業に取り組む企業を支援
株式会社さうすウェーブ

資本性ローンの活用により、中長期的な資金繰り負担が軽減される
ほか、財務基盤の強化が図られることから、新規融資を受けやすく
なる等、今後の円滑な事業展開が期待されます。

● 融資効果

沖縄公庫は、資本性ローンを適用し、当社の資金繰りの円滑化と財
務基盤の強化を支援しました。

● 融資内容

ソフトウエア開発等を手掛ける当社は、人工透析中の患者にタブ
レット端末を活用して検査データや透析関連情報等を提供する
サービスを開発し、平成28年からの本格稼働を予定しています。
本事業は内閣府沖縄総合事務局経済産業部等のアドバイスを受け
ており、また、沖縄県の「中小企業課題解決プロジェクト推進事業」
に採択され沖縄県産業振興公社の支援も受けています。

● 当社概要

融資事例

宜野湾市

　新事業育成出資室では、新事業創出促進出資先への支援事業の一環と
して、当公庫の出資先や関係機関等をお招きし、「講演会」を開催しました。
　今回は、福岡市を拠点にベンチャービジネスの育成・投資業務を運営す
る、株式会社ドーガン取締役副社長の林龍平氏および同社アソシエイト
ディレクターの渡部麗斗氏を講師に迎え、『九州地区の先進事例から学ぶ、
ベンチャー企業の発展』と題し、ご講演いただき、また後半には、DBJキャピ
タル株式会社投資インベストメント・マネージャーの七倉壮氏を交えて、参
加者との意見交換を行いました。
　沖縄公庫は今後とも関係機関とも連携しながら、沖縄における新たな事
業の創出を促進するためベンチャー企業への積極的な支援に取り組んでま
いります。

講演会の様子
（平成28年2月5日開催　場所：沖縄公庫本店会議室）

出資企業向け講演会を開催

▼ 「沖縄創業者等支援貸付」の融資実績と雇用効果（累計）
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創業支援に対する取組
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　沖縄公庫では、古酒化の取組を強化している泡盛業界への更なる支援を図るため、沖縄県酒造協同組合の協力を得な
がら、 泡盛の在庫を担保とするスキームを開発、平成19年6月に同組合と「泡盛譲渡担保の取扱いに関する協定書」を締
結しました。
　また、泡盛以外の在庫や売掛債権担保などその取扱いを拡大しているほか、動産評価アドバイザーの養成にも力を入れ
ています（平成28年3月末現在の有資格者16名）。
　その他、中小企業診断士（平成28年3月末現在の有資格者14名）や、M&Aによる事業承継等に精通した人材「M&Aシ
ニアエキスパート」（平成28年3月末現在の有資格者8名）の養成を行っています。引き続き沖縄公庫は、事業特性や多様
な資金ニーズに応じた最適な金融サービスを提供していきます。

事業特性に応じた最適な金融サービス～在庫などを担保とした融資制度等～

▼ ABL（機械設備などを除く）による融資実績

動産・債権担保
うち泡盛の在庫担保
※ABL（Asset Based Lending：動産・債権担保融資）とは、企業が有する在庫や売掛債権、機械設備などの事業収益資産を担保として活用する金融手法です。

地域経済の担い手、頑張る中小企業・小規模事業者を支援

　物的担保の少ない事業者に対して、商工会議所や商工会、生活衛生同業者組合等と密接に連携し、無担保・無保証人
の貸付制度である「小規模事業者経営改善資金（マル経資金）」や生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付（衛経資金）
により、経営改善や衛生水準の向上を支援しています。
　また、平成24年度には「沖縄雇用・経営基盤強化資金（沖経資金）」を創設しています。この制度は、商工会議所・商工会
の実施する経営強化指導を受けている特定規模事業者を対象にした無担保・無保証人の融資制度です。

小規模事業者に対する取組

泡盛を担保としたABL融資により、資金調達手段を多様化
有限会社今帰仁酒造

当社は昭和23年に創業した泡盛酒造会社で、今帰仁村に工場、 沖縄中部や東京に営業所があります。従業員
数は35名を有し、北部地域での雇用を支える重要な役割を果たしています。同社の製品である泡盛は、「美しき
古里」や「千年の響」などのブランド名で沖縄県や本土市場に出
荷されており、全国酒類コンクール泡盛部門人気投票1位に選
ばれるなど、高い知名度を有しています。

沖縄公庫は、貯蔵タンクの増設や資金繰り安定化のための運転
資金について、「泡盛担保特例制度」を活用したABL融資を行い
ました。 

古酒泡盛の製造には時間を要することから、長期の運転資金が必要となります。このような業界特性を鑑み、沖
縄公庫は、長期・固定・低利の融資により、泡盛業者の資金調達の円滑化と資金調達手段の多様化を支援して
います。泡盛の在庫を担保に、貯蔵タンク設置のための設備資金や資金繰り安定化のための運転資金が調達で
きたことで、更なる酒質の向上が図られ泡盛の付加価値向上に繋げています。
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● 融資内容

● 事業概要

融資事例

今帰仁村

（単位：件、百万円）

酒造工場内

【小規模事業者経営改善資金（マル経）】 【沖縄雇用・経営基盤強化資金（沖経）】 【生活衛生関係営業経営改善資金
　　　　  　　　　　　 特別貸付（衛経）】

5,000

10,000

15,000

1,500

1,000

2,000

500

0

（百万円） （件）

0
平成22 23 24 25 26 27年度

10,142 9,891 8,475 9,589 10,901 9,422

1,731
1,473 1,506

1,288 1,241
1,089

金額
件数

平成22 23 24 25 26 27年度

590 371 441 391 526 519

金額
件数

100

150

200

50

0

（件）
700

600

500

400

300

200

100

（百万円）

0

155

86 86 88
76

132

泡盛、もろみ酢、健康飲料を3本柱に事業展開。
《ハイライトインタビュー》

②

件数 金額

7 2,942

2 40

9 1,356

2 68

11 1,511

4 195

8 1,320

4 380

8 935

ー ー

9 460

2 250

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

平成22 23 24 25 26 27年度

500

1,000

1,500

2,000

100

150

50

0

（百万円） （件）

0
平成24 25 26 27年度

1,476 1,236 868 1,048

121

89

60 69

金額
件数

貴社の事業展開についてお聞かせ下さい。

仲松社長　当社の本業は酒造メーカーですが、もろみ酢のパイオニ
アカンパニーでもあり、変わらぬ製法、変わらぬ味で評価を得ていま
す。もろみ酢はクエン酸もアミノ酸も豊富ですが、さらに付加価値の
高い、健康に直結する飲料を開発する、という志を持っています。今
後は、泡盛、もろみ酢、健康飲料と三つの柱により、会社が発展する基
礎をしっかり築いていきたいと思っています。
　私は、平成25年6月に琉球飼料株式会社の代表取締役を任期満
了後、当社の代表取締役に就任しました。そういう意味では門外漢で
すが、その年に、産学官連携推進ネットワーク形成事業に応募し、も
ろみ酢を利用した健康飲料の開発への助成を受けることができまし
た。平成26年には、県のライフスタイルイノベーション創出推進事業
に応募し、琉球大学の発酵学の研究室と共同で開発に取り組みまし
た。平成27年度には中小企業課題解決プロジェクト推進事業に採択
され、製品開発に取り組んでいます。また、本年6月には当社の研究成
果が戦略的製品開発支援事業としての助成を受け、いよいよ新たな
健康飲料を世に出します。この商品は、もろみ酢に、ある菌を加えるこ
とにより、もろみ酢独特の匂いを消して飲みやすくするという特徴が
あり、平成26年12月に特許を出願し、取得を待っているところです。

経営者としてのモットーは？

仲松社長　経営者が経営方針を説いて、社員の士気を高め、調和の
とれた発展をするというのが企業の本来のあり方だと思っています。
具体的な経営の目標、戦略、戦術を持つことが大事です。また、企業
は業績が芳しくない時もありますが、決して赤字を続けてはなりませ
ん。一方、会社が発展する過程では、職員の給与の充実、福利厚生の
向上を図り、同時に、適正な株主配当を行いつつも内部留保を含め

た自己資本の充実に努めることも大切だと思います。　
　また、人材育成も当社のような会社にとっては非常に重要です。も
ろみ酢を基軸にして特許製品を含めた健康製品を市場に出すために
は人材、例えば大学で発酵学を学んだ頭脳集団が必要になります。
また一方で、社会貢献については先ずは地域から、という考えを持っ
ていますから、一般従業員は地域優先で採用したいと考えています。
そして人材を安定的に確保するには、給与、福利厚生面を充実させて
いかなければなりません。これらを含めて、この会社で働きたい、とい
う意欲を作り上げていくことも社長の仕事だと思っています。

今後の成長戦略について。

仲松社長　泡盛については、県内唯一の甕仕込み手法による酒造り
を発展させていきたい。一石甕で約3週間仕込で発酵させ、通常は蒸
留後3ヶ月ほど甕で貯蔵していますが、甕貯蔵25年の古酒「玉友沈
黙1991」などは、メイプルシロップのような味・香りがするとも言われ
ており、順調な売れ行きです。
　それから若者や女性向けの酒づくり、さらに飲み方の提案も必要
ではないかと思っています。そのためテレビCMも作りました。CMで
は炭酸、レモン、カッパ割り（きゅうり入り）という飲み方を提案してい
ます。また、現在マンゴー酒や梅酒などを販売していますが、近々、リ
キュールの新商品を発表する予定です。健康飲料の製造販売と併せ
て充実させていきたいと思っています。

沖縄のものづくりの課題について。

仲松社長　離島県ですので、原材料費がどうしても高くなる。沖縄で
製造した製品のコストと移入する輸送費の比較、これが勝負できるか
どうかの非常に大切なポイントです。しかし、離島県故の優位性もあ
ります。特に泡盛は、15世紀から酒造りをしてきたという歴史と文化
を踏まえた独自の産業であるということです。県内の本島各地や離島
で「おらが町のおらが酒」としてブランド化されています。そういう意
味で地域の生活に根付いた、沖縄に残すべき重要な産業だと思いま
す。
　泡盛産業を含め、これまで沖縄の産業の振興を資金面から支えて
きた公庫の役割は非常に重要です。今後とも力強い役割の発揮に期
待しています。

株式会社石川酒造場
代表取締役社長　仲松政治
当社は、那覇市首里寒川町において昭和24年創業、昭和34年に
法人化した泡盛・もろみ酢製造業者である。仕込・発酵・攪拌工程
において伝統的な甕仕込み製法を保持していることや（県内唯
一）、泡盛を蒸留した後に残る酒粕から得られる「もろみ酢」の商品
化に成功したことなどで知られる。
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　沖縄公庫では、古酒化の取組を強化している泡盛業界への更なる支援を図るため、沖縄県酒造協同組合の協力を得な
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な資金ニーズに応じた最適な金融サービスを提供していきます。
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荷されており、全国酒類コンクール泡盛部門人気投票1位に選
ばれるなど、高い知名度を有しています。

沖縄公庫は、貯蔵タンクの増設や資金繰り安定化のための運転
資金について、「泡盛担保特例制度」を活用したABL融資を行い
ました。 

古酒泡盛の製造には時間を要することから、長期の運転資金が必要となります。このような業界特性を鑑み、沖
縄公庫は、長期・固定・低利の融資により、泡盛業者の資金調達の円滑化と資金調達手段の多様化を支援して
います。泡盛の在庫を担保に、貯蔵タンク設置のための設備資金や資金繰り安定化のための運転資金が調達で
きたことで、更なる酒質の向上が図られ泡盛の付加価値向上に繋げています。
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す。もろみ酢はクエン酸もアミノ酸も豊富ですが、さらに付加価値の
高い、健康に直結する飲料を開発する、という志を持っています。今
後は、泡盛、もろみ酢、健康飲料と三つの柱により、会社が発展する基
礎をしっかり築いていきたいと思っています。
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了後、当社の代表取締役に就任しました。そういう意味では門外漢で
すが、その年に、産学官連携推進ネットワーク形成事業に応募し、も
ろみ酢を利用した健康飲料の開発への助成を受けることができまし
た。平成26年には、県のライフスタイルイノベーション創出推進事業
に応募し、琉球大学の発酵学の研究室と共同で開発に取り組みまし
た。平成27年度には中小企業課題解決プロジェクト推進事業に採択
され、製品開発に取り組んでいます。また、本年6月には当社の研究成
果が戦略的製品開発支援事業としての助成を受け、いよいよ新たな
健康飲料を世に出します。この商品は、もろみ酢に、ある菌を加えるこ
とにより、もろみ酢独特の匂いを消して飲みやすくするという特徴が
あり、平成26年12月に特許を出願し、取得を待っているところです。

経営者としてのモットーは？

仲松社長　経営者が経営方針を説いて、社員の士気を高め、調和の
とれた発展をするというのが企業の本来のあり方だと思っています。
具体的な経営の目標、戦略、戦術を持つことが大事です。また、企業
は業績が芳しくない時もありますが、決して赤字を続けてはなりませ
ん。一方、会社が発展する過程では、職員の給与の充実、福利厚生の
向上を図り、同時に、適正な株主配当を行いつつも内部留保を含め

た自己資本の充実に努めることも大切だと思います。　
　また、人材育成も当社のような会社にとっては非常に重要です。も
ろみ酢を基軸にして特許製品を含めた健康製品を市場に出すために
は人材、例えば大学で発酵学を学んだ頭脳集団が必要になります。
また一方で、社会貢献については先ずは地域から、という考えを持っ
ていますから、一般従業員は地域優先で採用したいと考えています。
そして人材を安定的に確保するには、給与、福利厚生面を充実させて
いかなければなりません。これらを含めて、この会社で働きたい、とい
う意欲を作り上げていくことも社長の仕事だと思っています。

今後の成長戦略について。

仲松社長　泡盛については、県内唯一の甕仕込み手法による酒造り
を発展させていきたい。一石甕で約3週間仕込で発酵させ、通常は蒸
留後3ヶ月ほど甕で貯蔵していますが、甕貯蔵25年の古酒「玉友沈
黙1991」などは、メイプルシロップのような味・香りがするとも言われ
ており、順調な売れ行きです。
　それから若者や女性向けの酒づくり、さらに飲み方の提案も必要
ではないかと思っています。そのためテレビCMも作りました。CMで
は炭酸、レモン、カッパ割り（きゅうり入り）という飲み方を提案してい
ます。また、現在マンゴー酒や梅酒などを販売していますが、近々、リ
キュールの新商品を発表する予定です。健康飲料の製造販売と併せ
て充実させていきたいと思っています。

沖縄のものづくりの課題について。

仲松社長　離島県ですので、原材料費がどうしても高くなる。沖縄で
製造した製品のコストと移入する輸送費の比較、これが勝負できるか
どうかの非常に大切なポイントです。しかし、離島県故の優位性もあ
ります。特に泡盛は、15世紀から酒造りをしてきたという歴史と文化
を踏まえた独自の産業であるということです。県内の本島各地や離島
で「おらが町のおらが酒」としてブランド化されています。そういう意
味で地域の生活に根付いた、沖縄に残すべき重要な産業だと思いま
す。
　泡盛産業を含め、これまで沖縄の産業の振興を資金面から支えて
きた公庫の役割は非常に重要です。今後とも力強い役割の発揮に期
待しています。

株式会社石川酒造場
代表取締役社長　仲松政治
当社は、那覇市首里寒川町において昭和24年創業、昭和34年に
法人化した泡盛・もろみ酢製造業者である。仕込・発酵・攪拌工程
において伝統的な甕仕込み製法を保持していることや（県内唯
一）、泡盛を蒸留した後に残る酒粕から得られる「もろみ酢」の商品
化に成功したことなどで知られる。
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　「沖縄離島振興貸付」は離島において産業の振興や
経済活性化に資する事業を行うために必要となる資金
を融資する沖縄公庫独自の制度です。
　融資実績は、平成18年度から平成27年度の累計で
1,245件、301億97百万円となっており、1,046人の雇
用効果（見込み）を生み出し、離島における産業の振興、
雇用の安定・確保に寄与しています。

「沖縄離島振興貸付」の実績

　離島地域における産業・地域経済の動向や沖縄公庫に対す
る事業者などのニーズを把握し、地域と公庫の相互理解を深
め、沖縄公庫が地域経済の自立的発展に一層貢献できるよ
う、経済チバリヨー（ワイドー）懇談会を開催しています。

経済チバリヨー（ワイドー）懇談会の開催

▼ 「沖縄離島振興貸付」の融資実績と雇用効果（累計）

融資額（合計）
雇用効果（累計：見込み）

（百万円） （人）

平成18 19 20 21 22 23 24 25 26
0 0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2,774 2,842 3,315 2,535 2,151 2,143 2,560 3,525 5,439
27年度
2,913

69

195

319

454
565

652
722

839

959
1,046
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離島の振興・活性化を支援

八重山地域の「食文化」を発信するための施設建設を支援
株式会社海南ファミリー＆パートナーズ

当社はFC琉球と業務提携を行い、島内の小中学生を対象としたサッカー
アカデミーを運営するほか、スポーツ関連イベントの誘致・運営、飲食店
事業を展開しています。

石垣市美崎町内に八重山地域の「食文化」を発信する複合型商業施設の
建設資金として融資を実行しました。

当施設は、石垣市が策定した美崎町再開発基本構想の商業ゾーン内にあ
ることから、市街地における人の往来の活性化が進み、「賑わい」が周辺地
域に広まることで、八重山観光の新たな魅力づくりに寄与するほか、新規
雇用の創出が見込まれる等、八重山地域の経済活性化、観光振興に大き
く資することが期待されています。

● 融資効果

● 融資内容

● 事業概要

融資事例

石垣市

＜平成27年度の開催実績＞
平成27年10月　八重山経済チバリヨー懇談会
平成27年10月　宮古経済ワイドー懇談会
平成27年11月　北部経済チバリヨー懇談会
平成27年11月　中部経済チバリヨー懇談会　

　沖縄は多くの離島を抱えることから、県民が等しく医療サービスの恩恵を受けられるよう離島・過疎地域での医療施設
の整備を進める必要があります。沖縄公庫では、こうした離島・過疎地域での病院などの新築や増改築に必要な資金につ
いて、融資限度額の特例を設けております（P41）。

離島地域における医療施設の整備

　離島地域における高等学校は、久米島、宮古島、伊良部島、石垣島の４島にしかなく、それらの島々以外の離島居住者は、
中学卒業後から親元を離れ、居住島以外の高校への進学を余儀なくされます。
　また、専門学校、大学などへの進学に際しても教育費用は大きな負担となっています。
　沖縄公庫では、利用者のニーズに則して教育資金の制度拡充を図り、離島地域における人材の育成を支援しています（P46）。

離島地域の人材育成

　沖縄公庫は、中部、北部、宮古、八重山に支店を置き、総合
公庫としての機能を最大限に発揮し、離島の振興・活性化の
ために様々な支援を行っています。
　特に、宮古・八重山地域においては、事業所数に占める顧客
数の割合が、本支店の平均に比べ高い水準となっているなど
重要な資金供給者として機能を発揮しています。

各地に支店を置き、離島の振興・活性化を支援 ▼ 事業所数に占める顧客数の割合
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資料：総務省「 平成26年経済センサス ‒ 基礎調査 」に基づき沖縄公庫作成

302億円
過去10年間の「沖縄離島
振興貸付」の融資実績
（H18～27）

　「地方創生」に関する国の取組み等の理解を深めるため、内
閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局企画官西川和宏氏
と株式会社価値総合研究所執行役員・パブリックコンサル
ティング第4事業部長山崎清氏を講師に迎え、ご講演いただ
きました。
　フォーラムには、当初予定を超え、民間事業者の方々を始
め、地方公共団体の職員の方々など、多くの皆さまにご参加い
ただきました。

沖縄公庫フォーラム2015の開催

フォーラム宮古開催の様子＜開催実績＞
平成27年  8月5日　宮古島市
平成27年  8月7日　那覇市
平成27年10月2日　石垣市（台風13号の影響による日程変更）

民宿 まるま荘
オーナー　渡部 充　様

　母の時代（昭和５０年代）から西表島で民宿を営んでいます。建物がとても古くなっていたのですが、家族経営であったため、なかなか大規模修繕をするこ
とができませんでした。新石垣空港の開港効果から、新規顧客を受け入れるなかで「鍵をつけてほしい」、「床がギシギシなる」などの声がありました。このよ
うな状況の中、タイミングよく竹富町商工会からマル経資金の話があり、平成２５年１２
月にマル経資金を融資して頂き、全面リフォームをしました。
　常連客の中には、以前の慣れ親しんだ民宿の雰囲気を懐かしむ声もありますが、リ
フォームした部屋に泊まったお客様の喜んでいる姿を見ることや、リフォームにより生ま
れ変わった環境で働くことで、今まで以上に仕事が楽しく感じるようになりました。
　商工会の指導員には、リフォームの提案から事業計画書の作成などスピーディーに
手続きを進めて頂き、大変お世話になり感謝しています。また無担保無保証の制度であ
るマル経資金は、私たちのような小規模事業者にとって、とてもありがたい制度です。

融資先へのインタビュー

竹富町（西表島）

沖縄公庫は、離島の地理的・経済的諸課
題に対応するため、独自の貸付制度や制
度の特例を設け、離島の振興・活性化を
支援しています。 沖

縄
公
庫
の
特
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と
役
割
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市街化区域
（用途地域）

平成17年 DID

軍用地（斜線は自衛隊施設）

返還予定駐留軍用地

中南部都市圏駐留軍用地跡地利用広域構想（平成26年3月改訂版） 提供：沖縄県

▼ 中南部都市圏の市街地と基地の位置図

●西普天間住宅地区
●施設技術部地区内の
　倉庫地区の一部等
●ロウワー・プラザ住宅地区
●インダストリアル・コリドー等
●喜舎場住宅地区の一部

キャンプ瑞慶覧
（595.7ha）

※（151ha）一部返還

陸軍貯油施設
第1桑江タンクファーム
（15.8ha）

キャンプ桑江
南側地区
（67.5ha）

普天間飛行場
（480.5ha）

牧港補給地区
（273.7ha）

那覇港湾施設
（55.9ha）

　沖縄公庫は、「沖縄21世紀ビジョン基本計画（沖縄振興計画）」などと一体となった新たな取組等の強化を目的に、以下の主要業務を
専門に担当する部署として融資第一部「地域振興班」を新設しました。

①駐留軍用地跡地の開発を支援する業務
②県内企業の海外展開を支援する業務
③沖縄振興に寄与する地域プロジェクトの推進を支援する業務

　沖縄公庫は、アジアを中心とする海外の成長力を取り込む県内事業者を「資金」と「情報」の両面から積極的に支援して
います。海外展開を図る事業者の資金ニーズに対応するほか、ジェトロをはじめとする専門機関と連携しながら、皆様の
個々のニーズに応じた情報を提供しています。

海外進出や輸出促進を目指す県内事業者を積極的に支援

独立行政法人 日本貿易振興機構（ジェトロ）と業務連携にかかる覚書を締結
～連携強化により県内事業者の海外展開を推進～

沖縄公庫とジェトロは、業務連携にかかる覚書を締結しました（平成25年9月）。

沖縄公庫では、中小企業の皆さまの海外展開のサポートが出来るよう関係機関と連携し、日本政策金融公庫バンコク駐在員事務所に職員
を派遣しています。

「海外ビジネスのノウハウ」や、「幅広い海外ネットワーク」を有するジェトロと、事業投資に必要な
金融ノウハウを持ち、沖縄県内に約2万社の顧客とのネットワークを持つ沖縄公庫が連携し、それ
ぞれの強みを最大限に活用しながら、県内事業者の海外におけるビジネスチャンス拡大をサポー
トしています。

平成27年10月には、ジェトロ等と連携し、「海外展開セミナー」を開催しました。同セミナーでは、
「中国・香港・台湾・ASEANからのインバウンド事情にみる海外展開の活路」などをテーマとした
講演、海外展開支援制度の説明が行われました。

関係機関との取組①

関係機関との取組②

覚書締結式の記者会見の様子

海外展開セミナーの様子

県内事業者の海外展開を支援
～レキオ・パワー・テクノロジー株式会社（那覇市）～
沖縄公庫は、平成27年12月にレキオ・パワー・テクノロジー株式会社（電気機器製造業）
に対し融資を実行しました。同社は、途上国向けに開発した低価格で利便性の高い超音
波画像装置（エコー）の海外展開を進めていく予定です。

沖縄振興計画等に掲げる「県内事業者の海外展開」に向けて、今後も県内企業の海外
展開を積極的にサポートしていきます。

海外展開の支援事例

 当社製エコーを使ったスーダンでの診断の様子
（レキオ・パワー・テクノロジー株式会社より提供）

駐留軍用地跡地開発・県内企業の海外展開などを支援する専担部署を新設（平成25年6月）

駐留軍用地跡地開発・県内企業の海外展開を支援

　SACO（沖縄に関する特別行動委員会）最終報告（平成８年12
月）では、全11施設・5,002haの返還が合意されました。
　また、平成25年4月には、「沖縄における在日米軍施設・区域に
関する統合計画」にて嘉手納飛行場より南の6施設・区域（約
1,048ha）の返還時期が示されました。
　今後、返還が予定されている広大な駐留軍用地跡地の利用に
は、「沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推
進に関する特別措置法」のもと、跡地の迅速かつ効果的な利用を
進め、沖縄全体の振興につなげていくことが求められています（沖
縄21世紀ビジョン基本計画等）。

今後見込まれる大規模な駐留軍用地跡地開発

　返還された小禄金城地区、ハンビー・美浜・桑江地区、那覇新
都心地区、アワセゴルフ場地区への事業系設備資金の融資実績
は、平成7年度から平成27年度の累計で1,238件、1,051億3百
万円となっています。
　駐留軍用地跡地の利用促進が図られるよう、公庫が持つ金融
ノウハウを最大限に生かし、支援していきます。

駐留軍用地跡地における融資実績

（単位：件、百万円）

地区
小 禄 金 城

ハンビー・美浜・桑江

アワセゴルフ場

4 地 区 合 計

年度 H7~16 17~26 27 累計

那覇新都心

沖縄公庫は、今後返還の見込まれる大規模駐留軍用地跡地
開発などを支援します。 地域医療や災害発生時の拠点病院機能を備えた総合病院の建設資金に対し融資を実行

医療法人 沖縄徳洲会

当医療法人は、沖縄県を中心に医療・介護事業を展開しており、平成22年に返還された駐留軍用地跡地のアワ
セゴルフ場地区（北中城村）において、平成28年4月に中部地区の地域医療や災害発生時の拠点病院機能を充
実させた「中部徳洲会病院」を移転開設しました。

沖縄公庫は、平成25年度に創設された「駐留軍用地跡地開発促
進貸付」の適用により総合病院の建設資金について融資を実施
しました。

本病院は、当駐留軍用地跡地の区画整理事業における医療施
設としての都市基盤整備や災害発生時の拠点病院等、多様な機
能を持つ街づくりの促進につながることや雇用の創出等により、
沖縄県における地域開発及び経済の振興に寄与することが期待
されます。

● 融資効果

● 融資内容

● 事業概要

融資事例

北中城村

1,051億円
平成7年度以降の駐留軍用地
跡地における融資実績
（事業系設備資金）
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市街化区域
（用途地域）

平成17年 DID

軍用地（斜線は自衛隊施設）

返還予定駐留軍用地

中南部都市圏駐留軍用地跡地利用広域構想（平成26年3月改訂版） 提供：沖縄県

▼ 中南部都市圏の市街地と基地の位置図

●西普天間住宅地区
●施設技術部地区内の
　倉庫地区の一部等
●ロウワー・プラザ住宅地区
●インダストリアル・コリドー等
●喜舎場住宅地区の一部

キャンプ瑞慶覧
（595.7ha）

※（151ha）一部返還

陸軍貯油施設
第1桑江タンクファーム
（15.8ha）

キャンプ桑江
南側地区
（67.5ha）

普天間飛行場
（480.5ha）

牧港補給地区
（273.7ha）

那覇港湾施設
（55.9ha）

　沖縄公庫は、「沖縄21世紀ビジョン基本計画（沖縄振興計画）」などと一体となった新たな取組等の強化を目的に、以下の主要業務を
専門に担当する部署として融資第一部「地域振興班」を新設しました。

①駐留軍用地跡地の開発を支援する業務
②県内企業の海外展開を支援する業務
③沖縄振興に寄与する地域プロジェクトの推進を支援する業務

　沖縄公庫は、アジアを中心とする海外の成長力を取り込む県内事業者を「資金」と「情報」の両面から積極的に支援して
います。海外展開を図る事業者の資金ニーズに対応するほか、ジェトロをはじめとする専門機関と連携しながら、皆様の
個々のニーズに応じた情報を提供しています。

海外進出や輸出促進を目指す県内事業者を積極的に支援

独立行政法人 日本貿易振興機構（ジェトロ）と業務連携にかかる覚書を締結
～連携強化により県内事業者の海外展開を推進～
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関係機関との取組①

関係機関との取組②

覚書締結式の記者会見の様子

海外展開セミナーの様子

県内事業者の海外展開を支援
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海外展開の支援事例

 当社製エコーを使ったスーダンでの診断の様子
（レキオ・パワー・テクノロジー株式会社より提供）

駐留軍用地跡地開発・県内企業の海外展開などを支援する専担部署を新設（平成25年6月）

駐留軍用地跡地開発・県内企業の海外展開を支援
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　また、平成25年4月には、「沖縄における在日米軍施設・区域に
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縄21世紀ビジョン基本計画等）。

今後見込まれる大規模な駐留軍用地跡地開発

　返還された小禄金城地区、ハンビー・美浜・桑江地区、那覇新
都心地区、アワセゴルフ場地区への事業系設備資金の融資実績
は、平成7年度から平成27年度の累計で1,238件、1,051億3百
万円となっています。
　駐留軍用地跡地の利用促進が図られるよう、公庫が持つ金融
ノウハウを最大限に生かし、支援していきます。

駐留軍用地跡地における融資実績

（単位：件、百万円）

地区
小 禄 金 城

ハンビー・美浜・桑江

アワセゴルフ場

4 地 区 合 計

年度 H7~16 17~26 27 累計

那覇新都心

沖縄公庫は、今後返還の見込まれる大規模駐留軍用地跡地
開発などを支援します。 地域医療や災害発生時の拠点病院機能を備えた総合病院の建設資金に対し融資を実行

医療法人 沖縄徳洲会

当医療法人は、沖縄県を中心に医療・介護事業を展開しており、平成22年に返還された駐留軍用地跡地のアワ
セゴルフ場地区（北中城村）において、平成28年4月に中部地区の地域医療や災害発生時の拠点病院機能を充
実させた「中部徳洲会病院」を移転開設しました。

沖縄公庫は、平成25年度に創設された「駐留軍用地跡地開発促
進貸付」の適用により総合病院の建設資金について融資を実施
しました。

本病院は、当駐留軍用地跡地の区画整理事業における医療施
設としての都市基盤整備や災害発生時の拠点病院等、多様な機
能を持つ街づくりの促進につながることや雇用の創出等により、
沖縄県における地域開発及び経済の振興に寄与することが期待
されます。

● 融資効果

● 融資内容

● 事業概要

融資事例

北中城村

1,051億円
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（事業系設備資金）

件　数
融資額
件　数
融資額
件　数
融資額
件　数
融資額
件　数
融資額

150
4,698
130

11,668
177 

20,491
ー
ー
457

36,856

149
1,496
196

14,054
353

14,875
9

35,103
707

65,528

310
6,270
352

27,318
560

35,613
16

35,902
1,238

105,103

11
76
26

1,596
30
247
7

799
74

2,719

沖
縄
公
庫
の
特
色
と
役
割

22 23



《ハイライトインタビュー》

③

地方創生は本格的な事業展開へ－「沖縄版総合戦略」の推進－

沖縄公庫では、地域プロジェクトに係る助言業務協定を締結し市
町村と一体となって地域活性化に取り組んでいます。

平成28年4月には「公庫・市町村パートナーシップ推進会議」を開
催し、助言業務協定先の9市町村長と各地域が抱える課題や当公
庫に対する要望について意見交換を行いました。

公庫では、今後も助言業務協定先の市町村との連携強化に努めて
まいります。

地方自治体との取組

　地方創生は、国の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」策定を経て、本格的な「事業展開」に取り組む段階となりました。沖
縄県および県内各市町村においても、国の総合戦略を踏まえた地方版総合戦略が策定され、官民連携による各地域の実
情に即した具体的な取組が始まっています。
　沖縄公庫は、設立以来、本県唯一の総合政策金融機関として良質な資金の提供等総合力を発揮し、本県経済の振興及
び社会の開発に積極的に取り組んできました。平成19年度には地域の課題解決に向けた組織横断的な専担部署として、地
域プロジェクト振興班（現地域振興班、P22参照）を新設。同班は公民連携プロジェクト（PPP、PFI等）の事業性を高めるた
めに、「ファイナンス機能」のみならず「コンサルティング機能」、「コーディネイト機能」等のトータルソリューションを提供す
る活動を展開しています。更に、市町村との「助言業務協定」締結等により地域プロジェクトの構想・企画段階から積極的に
参画し、より豊かで特色あるサステナブル（持続可能）な地域社会を築く取組を市町村と一体となって推進しています。
　今後も、引き続き、これまで培った県経済に対する知見や長期金融のノウハウ、そして当公庫が有する政府関係機関を
含めた幅広いネットワークを活かし、国や県等の重点施策と一体となって沖縄振興に貢献します。

　沖縄公庫では、沖縄振興に寄与する地域プロジェクトを推進するため、PPP、PFI等の公民連携プロジェクトや基
幹交通、流通基盤施設の整備等の個別プロジェクト等に対し、構想・企画段階から助言や調整を行い、出・融資機能を
活用して、産業の振興と地域の発展を支援しています。

沖縄振興計画等と連携して、産業の振興と地域の発展を支援

沖縄科学技術大学院大学の宿舎整備事業に対する取組を支援
～OKINAWA SCIENTISTS VILLAGE株式会社（恩納村）～

当社は、沖縄科学技術大学院大学（平成24年9月開学）の教員・学生等向けの宿
舎運営を事業目的として設立されました。宿舎は、平成27年10月に工事が完了
し、合計209戸が供用されています。

沖縄公庫は、平成24年8月に当社による宿舎整備事業に対して、地元行と協調
し、プロジェクトファイナンスの手法を用いて融資を実行しました。

同大学は、沖縄振興計画に掲げる「知的・産業クラスターの形成」、「知の交流拠
点の形成」に向けて、幅広い領域の優れた研究者等の集積、国際研究ネットワー
クの構築に寄与する重要な施設であることから、宿舎整備により、同大学の教育
研究環境の整備、ひいては沖縄県における産業の振興開発に資することが期待
されます。

公民連携プロジェクト推進の支援事例

宿舎

町村合併から10年の節目を迎えました。これまでの取組みや今後の
方向性などについてお聞かせください。

これまでの「まちづくり」について。

古謝市長　当市は、平成18年に旧佐敷町、知念村、玉城村、大里村の
四町村が合併して誕生しました。私は初代の南城市長に就任しました
が、「まちづくり」については合併前の知念村長時代から色々な視点で
積極的に取り組んできました。例えば、知念半島の東に位置する久高
島は琉球開闢(かいびゃく)神話の地として知られていますが、久高島は
人口減少地域が抱える課題の縮図であり、「島（コミュニティ）を元気に
すれば、村（自治体全体）が元気になるのではないか」と考え、宿泊施設
やレストランを整備しました。今では、島の若い人たちの雇用の場とし
て定住化に貢献しています。また、平成12年4月の「あざまサンサンビー
チ」の供用開始に始まり、「知念岬公園」の整備、「ニライカナイ橋」の開
通、そして琉球王国最高の聖地である「斎場(せーふぁ)御嶽(うたき)」
がユネスコの世界遺産として登録され、多くの観光客が訪れる新たな
癒し・観光スポットになりました。
　四町村が合併した際は、旧佐敷町と大里村が那覇広域圏の都市計
画区域に含まれ、96.4％の地域において開発が著しく制限され、その
一方、旧知念村と玉城村は開発を計画的に誘導できない都市計画区
域外であったため、一つの市に両極端の土地利用、まちづくりの制度が
混在する状況にありました。そこで合併を機に開発と保全の両立、一体
的なまちづくりを進めることを目指しプロジェクトチームを立ち上げ、
平成20年には長期的かつ総合的なまちづくりの指針となる「総合計
画」や「都市計画マスタープラン」を策定し、平成22年には市単独区域
へ移行する全国的にも稀な都市計画区域の再編を行うことができまし
た。また、まちづくりを戦略的かつ効果的に進める観点から平成25年6
月に「南城市ちゃーGANJU CITY構想」を策定し、地域コミュニティを
ベースとした共存・共助・共栄のまちづくりに取り組んでいます。
　都市計画を見直したことで、市内にはこれまで制約されてきた戸建
てや集合住宅が増え、他地域からの企業の転入が相次ぎました。その
結果、合併当時に比べ税収で10億円の伸びを示し、人口も40,300人
から43,000人まで増えています。都市計画がまちづくりの基本だとい
うことが数字で顕著に表れています。

南城らしさを活かした観光産業の振興に向けて。

古謝市長　観光分野については、地域の特色を活かした「南城ツーリ
ズム」を推進していきます。これまでの本島南部における観光は、糸満
の戦跡からそのまま中北部に向かうことが多く、当市は通過型が殆ど
でした。現在では、久高島はスピリチュアルなパワースポットとして特に
若い人たちに人気があります。加えて、近隣には富裕層をターゲットに
した宿泊施設「百名伽藍」も稼働し、癒しの空間として整備されつつあ
ります。朝日を見ながら、くつろいで、気が向けば「斎場御獄」などの聖地
巡りやカフェを楽しむ、といった過ごし方を提案しています。
　また、沖縄には薬草薬木が多いので、統合医療の観点からまちづくり
をしていこう、というタイミングで「ユインチホテル南城」がオープンしま
した。その縁で、今年（平成28年）8月には、中国江陰市（上海市の北
西）との間でリハビリ患者の受入れや医療ツーリズムを謳った友好都
市の締結を執り行う予定です。歴史・文化遺産を活用した癒しや健康
食文化の体験などにより、訪れる人を元気にする地域として、南城らし
い観光に力を注いでまいります。

今後の「まちづくり」の方向性について。
　
古謝市長　当市は、古くは三山を統一した尚巴志王の生誕の地であ
り、戦後の昭和21年には佐敷新里地域に沖縄民政府がおかれるなど、
沖縄の歴史の変わり目にゆかりのある地です。
　豊かな自然を残そうと、埋め立て開発をやめました。訪れる人に「い
つまでも変わらない自然を楽しんでいただきたい」というのが私たちの
願いです。
　現在、農業分野においては、豊かな湧き水を利用したクレソン栽培を
始め、インゲンやオクラの栽培では県内トップの生産量を誇っていま
す。畜産業では繁殖牛が中心ですが、ゆくゆくは肥育牛にも広げたいと
考えています。また、6次産業化、特産品の開発などにより、農林水産業
の付加価値を高めていく取組も進め、地域を訪れる皆さんには、安心・
安全なものを提供し地産地消を進めていきたいと考えています。これら
の取組に必要な安定した生産量を確保するためにも、当市のみならず
広域的に取り組む時代だと思っています。
　更に、平成30年には南部東道路が開通する予定ですが、IC（イン
ターチェンジ）周辺整備も課題です。市中央部の佐敷玉城IC部では、新
庁舎複合施設（2ha）や約2000台の公共駐車場(6ha）の整備を進めて
おります。駐車場を確保すれば多くの人を呼ぶことができますから、市
内で開催されるイベント等もさらに充実させることができます。交流人
口が増えてくることで企業の進出や宿泊施設への民間投資にも繋がる
ものと考えています。焦らず、地道に取り組んでいきたいと思っています。
　
沖縄公庫との助言業務協定締結から1年ですが、公庫に期待すること
について。

古謝市長　当市ではインキュベート施設を3年間無料で貸し出すな
ど、起業家の育成に力をいれています。公庫には創業支援のノウハウを
活かして、これから起業しようという方にどのような事業に可能性があ
るのか、どういう融資制度があるのか等のアドバイスを頂きたいと思っ
ています。
　また、農業や水産業については、生産法人を立ち上げて6次産業化
を推進したり、特産品を開発したりして付加価値を高めるよう取り組ん
でいるところです。企業誘致については地域の価値を高めるような企業
を探していくことを心がけています。公庫には地域プロジェクトに関
わった経験を活かして、6次産業化や企業誘致についても助言を頂き
たいと思っています。
　（沖縄県市長会会長として）これまでは市町村単独のまちづくりが中
心でしたが、これからは広域連携の時代だと思っています。「まちづく
り」は、10年先20年先を見据えて取り組む必要があります。公庫には
政策金融機関として、これまで以上に厚き支援をお願いします。

「南城らしさ」を活かしたその先へ

南城市　古謝景春 市長／沖縄県市長会会長
南城市単独の都市計画を策定するなど日本一元気で魅力あるまち
づくりを推進する南城市。古謝市長は、旧知念村長を経て、平成18
年の町村合併に伴い初代南城市長に就任。以降、「南城らしさ」を
活かした様々な地域振興プロジェクトに取り組んでいる。沖縄公庫
は、こうした南城市の「まちづくり」への取組みに対し、プロジェクト
の企画・構想段階から積極的に参画し、情報や金融ノウハウの提
供を行うことを目的とした「助言業務協定」を平成27年8月に締結
した。

「南城市ちゃーGANJU CITY構想」の実現に向けて
～自立と地域特性を活かしたまちづくりへの挑戦～

▼ 助言業務協定・締結先一覧（9市町村）
締結年月

平成19年 5月

平成23年10月

平成26年 5月

平成26年12月
平成27年 8月
平成28年 1月

協　定　先
北　谷　町
八重山３市町

（石垣市・竹富町・与那国町）

宮古２市村
（宮古島市・多良間村）

北 中 城 村
南　城　市
西　原　町

西原町との協定締結式
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《ハイライトインタビュー》

③

地方創生は本格的な事業展開へ－「沖縄版総合戦略」の推進－

沖縄公庫では、地域プロジェクトに係る助言業務協定を締結し市
町村と一体となって地域活性化に取り組んでいます。
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含めた幅広いネットワークを活かし、国や県等の重点施策と一体となって沖縄振興に貢献します。
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活用して、産業の振興と地域の発展を支援しています。

沖縄振興計画等と連携して、産業の振興と地域の発展を支援

沖縄科学技術大学院大学の宿舎整備事業に対する取組を支援
～OKINAWA SCIENTISTS VILLAGE株式会社（恩納村）～

当社は、沖縄科学技術大学院大学（平成24年9月開学）の教員・学生等向けの宿
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公民連携プロジェクト推進の支援事例

宿舎

町村合併から10年の節目を迎えました。これまでの取組みや今後の
方向性などについてお聞かせください。

これまでの「まちづくり」について。
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　離島県である沖縄は、景気変動、自然災害や急激な社会的・経済的環境の変化（P13上段の図参照）などによる影響を
大きく受けることから、「特別相談窓口」を機動的に開設し、影響を受けた企業や県民に対するきめ細やかな対応に努め、
影響を受けた皆さまのセーフティネットとしての役割を発揮しています。

「特別相談窓口」の開設など、セーフティネット機能を発揮

特別相談窓口による主なセーフティネット機能の発揮例

　「セーフティネット関連貸付」の融資実績は、平成18年度
から平成27年度の累計で4,541件、1,680億18百万円、
雇用喪失防止効果（見込み）は、62,838人となっています。
　平成20年9月のリーマンショック以降、セーフティネット
関連貸付が急増しました。また、平成23年度は、東日本大
震災及び大型台風で被害を受けた農林漁業者に対し、制
度説明会や出張相談会を積極的に実施したことから、農林
漁業セーフティネット貸付の融資件数が急増（対22年度比
約24倍）しました。

「セーフティネット関連貸付」の実績

沖縄公庫は、経営環境や金融環境の変化などに対応し、
       影響を受けた企業の皆さまの資金繰りを支援しています。

例②　東日本大震災の復旧・復興に向けた政府の対策との連携
窓 口 名 東日本大震災に関する特別相談窓口／東日本大震災に関する中堅企業等特別相談窓口

平成23年3月12日～開設中開設期間

件数：423件　融資金額：116億円（平成28年5月31日現在）融資実績

開設理由
東日本大震災により被害を受けた中小・小規模事業者や農林漁業者およびこれらの方 と々お取引
のある中小企業等に加え、一時的に業況の悪化を来している中堅企業等の支援を図ることを目的に
設置しました。

例①　米国同時多発テロ発生（平成13年9月11日）時の対応
窓 口 名 観光関連業界緊急経営支援特別相談窓口

平成13年10月11日～平成14年10月28日開設期間

件数：358件　融資金額：99億円融資実績

開設理由 米国で発生した同時多発テロの風評被害により、影響を受けている観光関連事業者等への経営支
援を図ることを目的に設置しました。

例③　台風災害時の対応
年　度 窓　口　名 開設期間

台風 第 2号 災害特別相談窓口 平成23年 5月30日～平成25年 1月31日
台風 第 9号 災害特別相談窓口 平成23年 8月 8日～平成24年 9月30日

平成23年度

台風 第16号 災害特別相談窓口 平成24年 9月18日～平成25年 9月30日
台風 第17号 災害特別相談窓口 平成24年10月 1日～平成25年 9月30日

平成24年度

平成25年度

平成27年度

平成26年度

台風 第 7号 災害特別相談窓口 平成25年 7月16日～平成26年 3月31日
台風 第23号 災害特別相談窓口 平成25年10月 7日～平成26年 3月31日
台風 第24号 災害特別相談窓口 平成25年10月 9日～平成26年 3月31日
台風 第 8号 災害特別相談窓口 平成26年 7月 9日～平成27年 3月31日
台風 第19号 災害特別相談窓口 平成26年10月14日～平成27年 3月31日

融資実績 件数：378件　融資金額：18億円（平成28年5月31日現在）

台風 第 6号 災害特別相談窓口 平成27年 5月13日～平成28年 3月31日
台風 第 9号 災害特別相談窓口 平成27年 7月13日～平成28年 3月31日
台風 第13号 災害特別相談窓口 平成27年 8月10日～平成28年 3月31日
台風 第15号 災害特別相談窓口 平成27年 8月25日～平成28年 3月31日
台風 第21号 災害特別相談窓口 平成27年 9月29日～平成28年 3月31日

セーフティネット機能の発揮

セーフティネット機能を発揮し、
台風第6号で被害を受けた葉たばこ農家を支援　宮古支店

平成27年5月の台風第6号で多大な被害を受けた葉たばこ農家を対象
に、数次にわたって融資制度説明会および相談会を開催しました。
その結果、宮古島市および多良間村の葉たばこ農家136戸のうち、ご要望
のあった84先（約6割）に対して金融支援を行い、そのうち農林漁業セーフ
ティネット資金など（無担保無保証）の融資実績は、54先、1億32百万円
となりました。

取組事例

宮古島市

▼ 主な「セーフティネット関連貸付」の概要
ご融資の種類 ご利用いただける方 ご融資の限度額

中小企業資金
生業資金
生活衛生資金

経営環境変化対応資金

取引企業倒産対応資金

7億2,000万円
4,800万円
5,700万円

中小企業資金
生業資金
生活衛生資金

金融環境変化対応資金

農林漁業セーフティネット資金

沖縄農林漁業台風災害支援資金

別枠 3億円
別枠 4,000万円
別枠 4,000万円

中小企業資金
生業資金

別枠 1億5,000万円
別枠 3,000万円

農林漁業資金 一般 600万円
特認 年間経営費等の3／12

（平成28年4月現在）

一時的な売上高の減少等業況が悪化している方、社会的
な要因による業況悪化により資金繰りに支障を来してい
る方など

災害等により被害を受けた経営の再建に必要な資金又は
社会的、経済的な環境の変化等により資金繰りに支障を
来たしている方など

300万円

台風災害により被害を受けた農林漁業経営の再建を必要
としている方
【対象地域】宮古島市及び多良間村
【対象品目】葉たばこ

金融機関との取引状況の変化により、一時的に資金繰り
が悪化している方

取引企業等の倒産により、資金繰りに影響が出ている方など

62,838人
過去10年間の「セーフティ
ネット関連貸付」の雇用喪失

防止効果
（H18～27）
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▼ 「セーフティネット関連貸付」の融資実績と雇用喪失防止効果（累計）

融資額 雇用喪失防止効果（累計）

9,703 31,348 19,691 25,499 23,327 17,436 15,535 20,6953,273
1,511

48,735

55,930

62,838

41,827

31,745

20,959

14,105

5,2291,308
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　離島県である沖縄は、景気変動、自然災害や急激な社会的・経済的環境の変化（P13上段の図参照）などによる影響を
大きく受けることから、「特別相談窓口」を機動的に開設し、影響を受けた企業や県民に対するきめ細やかな対応に努め、
影響を受けた皆さまのセーフティネットとしての役割を発揮しています。

「特別相談窓口」の開設など、セーフティネット機能を発揮

特別相談窓口による主なセーフティネット機能の発揮例

　「セーフティネット関連貸付」の融資実績は、平成18年度
から平成27年度の累計で4,541件、1,680億18百万円、
雇用喪失防止効果（見込み）は、62,838人となっています。
　平成20年9月のリーマンショック以降、セーフティネット
関連貸付が急増しました。また、平成23年度は、東日本大
震災及び大型台風で被害を受けた農林漁業者に対し、制
度説明会や出張相談会を積極的に実施したことから、農林
漁業セーフティネット貸付の融資件数が急増（対22年度比
約24倍）しました。

「セーフティネット関連貸付」の実績

沖縄公庫は、経営環境や金融環境の変化などに対応し、
       影響を受けた企業の皆さまの資金繰りを支援しています。

例②　東日本大震災の復旧・復興に向けた政府の対策との連携
窓 口 名 東日本大震災に関する特別相談窓口／東日本大震災に関する中堅企業等特別相談窓口

平成23年3月12日～開設中開設期間

件数：423件　融資金額：116億円（平成28年5月31日現在）融資実績

開設理由
東日本大震災により被害を受けた中小・小規模事業者や農林漁業者およびこれらの方 と々お取引
のある中小企業等に加え、一時的に業況の悪化を来している中堅企業等の支援を図ることを目的に
設置しました。

例①　米国同時多発テロ発生（平成13年9月11日）時の対応
窓 口 名 観光関連業界緊急経営支援特別相談窓口

平成13年10月11日～平成14年10月28日開設期間

件数：358件　融資金額：99億円融資実績

開設理由 米国で発生した同時多発テロの風評被害により、影響を受けている観光関連事業者等への経営支
援を図ることを目的に設置しました。

例③　台風災害時の対応
年　度 窓　口　名 開設期間

台風 第 2号 災害特別相談窓口 平成23年 5月30日～平成25年 1月31日
台風 第 9号 災害特別相談窓口 平成23年 8月 8日～平成24年 9月30日

平成23年度

台風 第16号 災害特別相談窓口 平成24年 9月18日～平成25年 9月30日
台風 第17号 災害特別相談窓口 平成24年10月 1日～平成25年 9月30日

平成24年度

平成25年度

平成27年度

平成26年度

台風 第 7号 災害特別相談窓口 平成25年 7月16日～平成26年 3月31日
台風 第23号 災害特別相談窓口 平成25年10月 7日～平成26年 3月31日
台風 第24号 災害特別相談窓口 平成25年10月 9日～平成26年 3月31日
台風 第 8号 災害特別相談窓口 平成26年 7月 9日～平成27年 3月31日
台風 第19号 災害特別相談窓口 平成26年10月14日～平成27年 3月31日

融資実績 件数：378件　融資金額：18億円（平成28年5月31日現在）

台風 第 6号 災害特別相談窓口 平成27年 5月13日～平成28年 3月31日
台風 第 9号 災害特別相談窓口 平成27年 7月13日～平成28年 3月31日
台風 第13号 災害特別相談窓口 平成27年 8月10日～平成28年 3月31日
台風 第15号 災害特別相談窓口 平成27年 8月25日～平成28年 3月31日
台風 第21号 災害特別相談窓口 平成27年 9月29日～平成28年 3月31日

セーフティネット機能の発揮

セーフティネット機能を発揮し、
台風第6号で被害を受けた葉たばこ農家を支援　宮古支店

平成27年5月の台風第6号で多大な被害を受けた葉たばこ農家を対象
に、数次にわたって融資制度説明会および相談会を開催しました。
その結果、宮古島市および多良間村の葉たばこ農家136戸のうち、ご要望
のあった84先（約6割）に対して金融支援を行い、そのうち農林漁業セーフ
ティネット資金など（無担保無保証）の融資実績は、54先、1億32百万円
となりました。

取組事例

宮古島市

▼ 主な「セーフティネット関連貸付」の概要
ご融資の種類 ご利用いただける方 ご融資の限度額

中小企業資金
生業資金
生活衛生資金

経営環境変化対応資金

取引企業倒産対応資金

7億2,000万円
4,800万円
5,700万円

中小企業資金
生業資金
生活衛生資金

金融環境変化対応資金

農林漁業セーフティネット資金

沖縄農林漁業台風災害支援資金

別枠 3億円
別枠 4,000万円
別枠 4,000万円

中小企業資金
生業資金

別枠 1億5,000万円
別枠 3,000万円

農林漁業資金 一般 600万円
特認 年間経営費等の3／12

（平成28年4月現在）

一時的な売上高の減少等業況が悪化している方、社会的
な要因による業況悪化により資金繰りに支障を来してい
る方など

災害等により被害を受けた経営の再建に必要な資金又は
社会的、経済的な環境の変化等により資金繰りに支障を
来たしている方など

300万円

台風災害により被害を受けた農林漁業経営の再建を必要
としている方
【対象地域】宮古島市及び多良間村
【対象品目】葉たばこ

金融機関との取引状況の変化により、一時的に資金繰り
が悪化している方

取引企業等の倒産により、資金繰りに影響が出ている方など

62,838人
過去10年間の「セーフティ
ネット関連貸付」の雇用喪失

防止効果
（H18～27）
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▼ 「セーフティネット関連貸付」の融資実績と雇用喪失防止効果（累計）

融資額 雇用喪失防止効果（累計）

9,703 31,348 19,691 25,499 23,327 17,436 15,535 20,6953,273
1,511

48,735

55,930

62,838

41,827

31,745

20,959

14,105

5,2291,308
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　沖縄県内においても、社会的・経済的環境の急激な変化などにより、
抜本的な経営改善や事業の再生に取り組む中小企業等が今後も増加
することが予想されることから、経営改善や事業再生を支援する仕組み
が求められています。
　沖縄公庫では、「企業再生貸付」による融資やリスケジュールなどによ
り事業再生に取り組む企業を積極的に支援しております。

事業再生に取り組む中小企業を支援

　沖縄公庫は、地域密着型金融機能強化の一環として、県内４行庫と
「業務連携・協力に関する覚書」を締結し、民間金融機関と協調した事
業再生の取組を推進しています。また、中小企業の再生支援を目的に設
置されている「沖縄県中小企業再生支援協議会」や、沖縄公庫を含む金
融機関や専門家、支援機関等が加盟する「おきなわ中小企業経営支援
連携会議」において開催される「おきなわ経営サポート会議」へ関与す
る等、関係機関と連携した取組も行っています。
　今後も引き続き、事業再生等で連携強化を図り、円滑な中小企業金
融と地域経済の活性化のために地域密着型金融機能を一層強化して
いきます。

地域密着型金融機能を一層強化

▼ 再生支援のスキーム（イメージ）

▼ 実抜計画※の策定に基づくリスケジュールの実施状況

再生支援協議会等

● 支援効果

● 支援内容

● 事業概要

▼ 再生支援協議会等との連携実績（平成27年度末）

141先 102先

沖縄県中小企業再生
支援協議会の再生計画
策定完了案件数（累計）

沖縄公庫が関与した
案件数（累計）

129先 88先

おきなわ経営サポート
会議の活用案件数（累計）

沖縄公庫が関与した
案件数（累計）

中小企業再生支援協議会関与先に対する融資により早期再生を支援　
卸売業  A社

Ａ社は、沖縄県内において衣料品卸売業を営み、県内外に多くの取引先を有しています。競合激化等に
伴い売上が減少し、自助努力による経営改善が厳しい状況に陥ったことから、中小企業再生支援協議
会に対して経営改善計画策定支援を要請、同協議会関与の下で抜本的な経営改善計画が策定され、
現在は同計画に基づく販売体制の強化や在庫管理等の経営改善に取り組んでいます。

沖縄公庫は、計画に基づく金融支援として、A社の資金繰り安定化及び財務基盤強化を図るために、関
係金融機関と協調して既往貸付のリスケジュールを行ったほか、資本性ローンを活用した企業再生貸
付（企業再建資金）の融資を行いました。

新規融資等により、再生途上期にあるA社の円滑な資金繰りと収益改善に向けた体制が確保されたと
ころですが、これらの金融支援とA社の強みを生かした増収策等の経営努力により、早期再生に繋がる
ことが期待されます。

再生支援事例

事業再生支援

※ 実現可能性の高い抜本的な経営改善計画の略

平成25 26 27年度

54先 47先 32先先　　　数

専門家 アドバイス

沖縄公庫

民間金融機関

協
調

【事業再生をサポート】
・関係機関の調整
・計画策定支援

【公庫の支援メニュー】
・リスケジュール
・企業再生貸付
・資本性ローン など

経営改善計画

支援先企業

財務体質を強化・事業再生を加速！

金融支援

実行

　沖縄公庫では、沖縄の社会開発・産業構造・企業経営などの主要テーマについて最新情報の収集分析を行い、調査結果
を各種のレポート等によって提供しています。

情報サービスで企業活動をサポート

各種産業経済調査
　地域社会や産業の動向について各種の調査分析を行い、
地域産業経済の成長発展のための提言を行っています。
　以下は最近の調査事例です。

●沖縄公庫取引先からみた新規開業の現状2015

●県内主要ホテルの動向分析
　第一部　2014年度県内主要ホテルの稼働状況
　第二部　新石垣空港開港に伴う八重山地域主要ホテル
　　　　　の稼働状況

●「インバウンドの影響とその取組」に関する調査報告

経済ハンドブック
　沖縄県の産業経済に関する主要な統計等を網羅した
「沖縄経済ハンドブック」を発行し、取引先や一般事業者
等、ご希望の方に提供しています。

レポート等については、沖縄公庫のホームページ
（http://www.okinawakouko.go.jp/）からダウンロードできます。

設備投資動向調査
　沖縄における主要企業の設備投資計画の動向を、毎年2回（3月、9月）約270社を対象にアンケート調査を行って分析し、
「公庫レポート」として発行しており、産業界や行政機関の客観的な施策判断資料として活用されています。

県内企業景況調査
　県内における企業の景況を、毎年4回、約370社の県内企業を対象にアンケート調査を行って分析し、「景況トレンド」として
発行しており、景気判断の情報を提供しています。

経済講演会の開催・講師派遣
　沖縄公庫では、地域経済の活性化のため、地元企業の事情を踏まえた「経済講演会」の開催や各種講演会への講師派
遣を行っています。

最近1年間の講演会・講師派遣実績

○講演会開催
平成27年 8月　沖縄公庫フォーラム 2015 （宮古、那覇）
平成27年10月　沖縄公庫フォーラム 2015 （八重山）
平成27年10月　海外展開セミナー
平成28年 2月　出資企業向け講演会

○講師の派遣
平成27年 6月　  那覇商工会議所 「創業塾」
平成27年度後期　沖縄国際大学 「政策金融論」など
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　沖縄県内においても、社会的・経済的環境の急激な変化などにより、
抜本的な経営改善や事業の再生に取り組む中小企業等が今後も増加
することが予想されることから、経営改善や事業再生を支援する仕組み
が求められています。
　沖縄公庫では、「企業再生貸付」による融資やリスケジュールなどによ
り事業再生に取り組む企業を積極的に支援しております。

事業再生に取り組む中小企業を支援

　沖縄公庫は、地域密着型金融機能強化の一環として、県内４行庫と
「業務連携・協力に関する覚書」を締結し、民間金融機関と協調した事
業再生の取組を推進しています。また、中小企業の再生支援を目的に設
置されている「沖縄県中小企業再生支援協議会」や、沖縄公庫を含む金
融機関や専門家、支援機関等が加盟する「おきなわ中小企業経営支援
連携会議」において開催される「おきなわ経営サポート会議」へ関与す
る等、関係機関と連携した取組も行っています。
　今後も引き続き、事業再生等で連携強化を図り、円滑な中小企業金
融と地域経済の活性化のために地域密着型金融機能を一層強化して
いきます。

地域密着型金融機能を一層強化

▼ 再生支援のスキーム（イメージ）

▼ 実抜計画※の策定に基づくリスケジュールの実施状況

再生支援協議会等

● 支援効果

● 支援内容

● 事業概要

▼ 再生支援協議会等との連携実績（平成27年度末）

141先 102先

沖縄県中小企業再生
支援協議会の再生計画
策定完了案件数（累計）

沖縄公庫が関与した
案件数（累計）

129先 88先

おきなわ経営サポート
会議の活用案件数（累計）

沖縄公庫が関与した
案件数（累計）

中小企業再生支援協議会関与先に対する融資により早期再生を支援　
卸売業  A社

Ａ社は、沖縄県内において衣料品卸売業を営み、県内外に多くの取引先を有しています。競合激化等に
伴い売上が減少し、自助努力による経営改善が厳しい状況に陥ったことから、中小企業再生支援協議
会に対して経営改善計画策定支援を要請、同協議会関与の下で抜本的な経営改善計画が策定され、
現在は同計画に基づく販売体制の強化や在庫管理等の経営改善に取り組んでいます。

沖縄公庫は、計画に基づく金融支援として、A社の資金繰り安定化及び財務基盤強化を図るために、関
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再生支援事例

事業再生支援

※ 実現可能性の高い抜本的な経営改善計画の略

平成25 26 27年度

54先 47先 32先先　　　数

専門家 アドバイス

沖縄公庫

民間金融機関

協
調

【事業再生をサポート】
・関係機関の調整
・計画策定支援

【公庫の支援メニュー】
・リスケジュール
・企業再生貸付
・資本性ローン など

経営改善計画

支援先企業

財務体質を強化・事業再生を加速！

金融支援

実行
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●沖縄公庫取引先からみた新規開業の現状2015
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レポート等については、沖縄公庫のホームページ
（http://www.okinawakouko.go.jp/）からダウンロードできます。

設備投資動向調査
　沖縄における主要企業の設備投資計画の動向を、毎年2回（3月、9月）約270社を対象にアンケート調査を行って分析し、
「公庫レポート」として発行しており、産業界や行政機関の客観的な施策判断資料として活用されています。

県内企業景況調査
　県内における企業の景況を、毎年4回、約370社の県内企業を対象にアンケート調査を行って分析し、「景況トレンド」として
発行しており、景気判断の情報を提供しています。

経済講演会の開催・講師派遣
　沖縄公庫では、地域経済の活性化のため、地元企業の事情を踏まえた「経済講演会」の開催や各種講演会への講師派
遣を行っています。

最近1年間の講演会・講師派遣実績

○講演会開催
平成27年 8月　沖縄公庫フォーラム 2015 （宮古、那覇）
平成27年10月　沖縄公庫フォーラム 2015 （八重山）
平成27年10月　海外展開セミナー
平成28年 2月　出資企業向け講演会

○講師の派遣
平成27年 6月　  那覇商工会議所 「創業塾」
平成27年度後期　沖縄国際大学 「政策金融論」など
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