
 
 
 

借受予定者やその資金使途に応じて、以下の制度資金が利用できます。 

  

  農畜産物の加工・販売等を行うにあたり、その施設整備等に 
 必要な資金を借りたい 

資金・対象者・貸付条件 

(注１) 認定農業者とは、農業経営基盤強化促進法の農業経営改善計画、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法 
    律の経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法の果樹園経営計画の認定を受けた者です。 
(注２) 主業農業者とは、農業所得が総所得の過半（法人にあっては、当該法人の農業に係る売上高が総売上高 
    の過半）を占めていること、又は農業粗収益が200万円以上（法人にあっては、農業に係る売上高が 
    1,000万円以上）であること等の条件を満たすものです。 
(注３) 農業改良資金を借り受ける場合は、農業改良措置計画（農畜産物の加工の開始、新作物や新技術の導入 
    などチャレンジ性のある取組を行い、農業経営の改善を図るための計画）に基づく都道府県知事による 
    貸付資格の認定が必須です。 
(注４) 個別法（略称）は次のとおりです。 
    持続農業法、農商工等連携促進法、農林漁業バイオ燃料法、米穀新用途利用促進法、六次産業化・地産   
    地消法  
(注５)  金利は平成27年８月19日現在です。 
(注６) 農林漁業者団体とは、次に掲げる者です。 
    農業協同組合、森林組合及び漁業協同組合等の他、５割法人・団体、農林漁業振興法人  

 

融資 

   資金 貸付対象者 貸付金利(注５) 償還期限 貸付限度額 

日
本
政
策
金
融
公
庫 

農業経営基盤強化資金 
（スーパーＬ資金） 

認定農業者 
（注１） 

（借入期間に応じ） 

0.35～0.70％ 
25年以内 

（据置10年以内） 

個人   ３億円 
（複数部門経営等は６億円） 

法人   10億円 
（常時従事者数に応じ20億円） 

経営体育成強化資金 
主業農業者 
（注２） 

0.70% 
25年以内 

（据置３年以内） 
個人  1.5億円 
法人   ５億円 

農業改良資金 
（注３） 

 個別法に基づく農業改良資金   
  融通法の特例適用者(注４) 

無利子 
12年以内 

（据置最大５年以内） 
個人 5,000万円 
法人  1.5億円 

農林漁業施設資金 
（６次産業化） 

  六次産業化・地産地消法の総合化 
 事業計画の認定を受けた農林漁業 
 者団体（注６） 

0.70% 
20年以内 

（据置３年以内） 
  貸付を受ける者の負担する額 
  の80％に相当する額 

農林漁業施設資金 
（農商工等連携） 

  農商工等連携促進法の農商工等連 
 携事業計画の認定を受けた農林漁 
 業者団体（注６） 

0.70% 
20年以内 

（据置３年以内） 

  
  貸付を受ける者の負担する額      
  の80％に相当する額 
 

特定農産加工資金 

  特定農産加工法の改善計画又は事 
 業提携に関する計画の承認を受け 
 た特定農産加工業者、関連農産加 
 工業者（注７） 

貸付金のうち 
(1)2億7,000万円まで

の部分0.45％～
0.65％ 

(2)2億7,000万円を超
える部分0.60％～

0.80％ 

10年超15年以内 
（据置３年以内） 

  貸付を受ける者の負担する額の  
  80％に相当する額 

農
協
等 

農業近代化資金 

認定農業者 
（注１） 

（借入期間に応じ） 
0.35～0.65％ 

15年以内 
（据置７年以内） 

個人 1,800万円 
法人   ２億円 

主業農業者 
（注２） 

0.70% 
15年以内 

（据置３年以内） 
個人 1,800万円 
法人   ２億円 

認定 11 

金融分野などの支援 
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 【お問い合わせ先】 
    ㈱日本政策金融公庫の各支店、沖縄振興開発金融公庫、最寄りの農協、 
    信用農業協同組合連合会、農林中央金庫の各支店、銀行、信用金庫、信用組合、 
    各都道府県、各市町村、普及指導センターなど 

取扱金融機関 ㈱日本政策金融公庫（沖縄県にあっては、沖縄振興開発金融公庫）、 
農協系統金融機関、銀行、信用金庫、信用組合 

     
(注７)  特定農産加工業者、関連農産加工業者とは、次の特定農産加工業又は関連農産加工業を営む者であって、

経営改善又は事業提携に関する計画について都道府県の知事の承認を受けた者です。     

    特定農産加工業：1.かんきつ果汁製造業、2.非かんきつ果汁製造業、3.パインアップル缶詰製造業、4.
こんにゃく粉製造業、5.トマト加工品製造業、6.甘しょでん粉製造業、7.馬鈴しょでん粉製造業、8.米
加工品製造業、9.麦加工品製造業、10.乳製品製造業、11.牛肉調製品製造業、12.豚肉調製品製造業 

    関連農産加工業：1.果実加工食品製造業、2.こんにゃく製品製造業、3.甘しょ加工食品製造業、4.馬鈴
しょ加工食品製造業、5.米菓製造業、6.みそ製造業、7.しょうゆ製造業、8.めん製造業、9.パン製造業、
10.ビスケット製造業、11.冷凍冷蔵食品製造業、12.牛肉・豚肉以外の食肉調製品製造業  

 

＜債務保証＞  
   国は、都道府県農業信用基金協会の申出に応じて、第三者保証人を要することなく同協会による債務保証 
    が利用できるよう、支援しています。（農業近代化資金及び農協等による公庫転貸資金に限る。） 
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少額の資金であれば、融資の可否の判断を迅速に行います。 

 スーパーＬ資金、農業近代化資金について、500万円までの資金であれば、
無担保・無保証人での融資の可否が最速１週間（クイック融資）で判断され
ます。 

支援内容 

経営状況等を評価した上で、一定額まで無担保・無保証人で融通しま
す。 

 スーパーＬ資金について、認定農業者の経営能力や経営状況等を積極的に
評価して、一定額まで無担保・無保証人で融通します。 

支援内容 

 融資機関のスコアリングシステム（企業経営診断手法）により経営実績が
一定水準以上と判断される必要があります。 
 ※ その他一定の要件を満たす必要があります。 

貸付要件 

 農業経営改善計画の目標水準に到達していることや過去５年間に既貸付制
度資金の償還が確実に行われている必要があります。 
 ※ その他一定の要件を満たす必要があります。 

貸付要件 

貸付限度額 個人：2,000万円 
法人：直近決算の売上高に応じた限度額又は資本勘定のいずれか低い額 
   （最高１億円） 
 

貸付限度額 500万円 

人・農地プランの中心経営体等として位置付けられた認定農業者であれば、
貸付当初５年間実質無利子で融資が受けられます。 

 
 
 

貸付限度額 

貸付要件 

支援内容  人・農地プランの中心経営体等として位置付けられた認定農業者が借り入
れるスーパーＬ資金について、貸付当初５年間の金利負担を軽減します。 

個人：３億円（複数部門経営等は６億円） 
法人：10億円（常時従事者数に応じ20億円） 

 人・農地プランの中心経営体等として位置付けられた認定農業者である必
要があります。 

 【お問い合わせ先】 
   農林水産省経営局金融調整課 TEL:03-6744-2165 

＜事業名：農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業＞ 

 【お問い合わせ先】 
   ㈱日本政策金融公庫の各支店、沖縄振興開発金融公庫、最寄りの農協、各都道府県、 
   各市町村、普及指導センター 

＜資金名：スーパーＬ資金、農業近代化資金（クイック融資制度）＞ 

 【お問い合わせ先】 
    ㈱日本政策金融公庫の各支店、沖縄振興開発金融公庫 

 ＜資金名：スーパーＬ資金（円滑化融資制度）＞ 
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借受予定者やその資金使途に応じて、制度資金が利用できます。 

  ６次産業化に必要な機械・施設の導入のための資金を借りたい 融資 

 ６次産業化に必要な機械・施設の導入の際に利用可能な制度資金としては、スーパー
Ｌ資金、経営体育成強化資金、農業改良資金、農林漁業施設資金（六次産業化、農商工
等連携）、農業近代化資金及び特定農産加工資金があります。 
 詳しくは、 
 
      「農畜産物の加工・販売等を行うにあたり、その施設整備等に必要な資金を 
           借りたい」（P17）をご覧下さい。 

12 

11 

認定 

 
 
 

法人税・所得税の軽減、事業者税の１／４控除が受けられます。 

  機械を取得するにあたり、税の優遇措置を受けたい。 13 認定 

対象となる方 特定農産加工法の経営改善計画の承認を受けた特定農産加工業者 

支援内容 計画に従って340万円以上の機械装置を取得する場合、取得額の30％の特
別償却ができます。また、計画に基づく事業の用に供する施設に課税さ
れる事業所税について、資産割の課税標準の１／４を控除できます。 

税制 
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＜出資の限度＞ 
出資後の総発行株式・持分の２分の１以内 
なお、農業生産法人への出資にあたり、承認を受けた株式会社等が取得
する株式は、議決権がないもの（無議決権株式） 

農業法人が自己資本を充実させたい時には、農業法人投資育成制度によ
り農林水産大臣の承認を受けた株式会社又は投資事業有限責任組合が
出資します。 

  農業法人が自ら加工・販売等を行うにあたり、経営基盤強化 
 のため、構成員以外の者から、出資を受けたい 

農業法人（農業生産法人を含む。） 
 

出資対象者 

  

出資要件等 

 【お問い合わせ先】 
       農林水産省経営局金融調整課 TEL:03-6744-1395 

14 出資 団体 

承認を受けた投資主体 

※ 現在、農林水産大臣の承認を受けているのは、以下に記載する株式会社又は投資事業
有限責任組合となっております。 

  それぞれ出資を受けるための要件等がございます。詳細については出資を受けたい株
式会社又は投資事業有限責任組合にご確認ください。 

投資主体名称 主な対象地域 電話番号 備考 

アグリビジネス投資育成株式会社 日本全国 03-5283-6688 ☆★ 

ＳＭＢＣアグリファンド投資事業有限責任組合 日本全国 03-3295-3336 

ひろしん農業育成投資事業有限責任組合 広島県内 082-245-1033 

えひめアグリファンド投資事業有限責任組合 四国地域 089-933-1513 ☆ 

FFG農業法人成長支援投資事業有限責任組合 九州地域 092-291-8123 ☆ 

さんぎん農業法人投資事業有限責任組合 三重県及びその周辺地域 03-6212-2511 ☆ 

いよエバーグリーン農業応援ファンド投資事業有限責任
組合 

愛媛県内を中心に中四国
及び九州地域 089-933-8804 ☆ 

北洋農業応援ファンド投資事業有限責任組合 北海道内 011-231-3053 ☆ 

みなとＡファンド投資事業有限責任組合 兵庫県内及び大阪府内 078-577-2811 

大垣共立アグリビジネス１号投資事業有限責任組合 岐阜県、愛知県、三重県、
滋賀県 0584-74-2251 

ほくりくアグリ育成ファンド投資事業有限責任組合 富山県、石川県、福井県 076-421-5770 ☆ 

とちぎん農業法人投資事業有限責任組合 栃木県を中心に茨城県、
群馬県及び埼玉県 028-689-9696 ☆ 

（平成27年４月23日現在） 

 
※ 備考欄に区分している先については、以下の窓口においてもご案内しています。 
 ☆：(株)日本政策金融公庫の各支店 
 ★：最寄りの農協、信用農業協同組合連合会、農林中央金庫の各支店  
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農林漁業成長産業化ファンドが、農林漁業者の皆さんの６次産業化の取組
に対して出資、経営支援等を行います。 

 【お問い合わせ先】 
   最寄りの地方農政局等・地域センター（77ページの一覧をご覧下さい。） 
     （株）農林漁業成長産業化支援機構(A-FIVE) TEL:03-5220-5885(代表) 
     ⇒ http://www.a-five-j.co.jp  
                           ＜事業名：農林漁業成長産業化ファンド＞ 

自由度の高い資金を使って、６次産業化の事業を開始・拡大したい。 15 

 農林漁業者と２次・３次産業の事業者（パートナー企業）による合弁会
社等で、六次産業化・地産地消法の計画認定を受けた会社（６次産業化事
業体） 

出資対象事業 

○使途の制約が小さく、期日ごとの返済義務がないなど自由度の高い資金
を、農林漁業者とパートナー企業の出資の合計額と原則同額出資(※)し
ます。 

(※) 事業規模、収益性等について一定の要件を満たしている場合、サグファンドからの出資割合
を引き上げることが可能です。 

 

○株式会社農林漁業成長産業化支援機構・サブファンドが経営に協力し、
農林漁業者とパートナー企業との両者の連携の相乗効果を高めます。 

      

○農林漁業者とパートナー企業が合弁会社等を作ることにより、農林漁業
者は、他産業のノウハウの活用や新たな販路の獲得が可能となります。
また、農林漁業者は合弁会社等における農林水産物などの価格決定に
参画し、予見可能性をもって作付計画等を策定できるようになります。 

 

○連携するパートナー企業や農林漁業者が見つからない場合、株式会社農
林漁業成長産業化支援機構・サブファンドが相方探し（マッチング）
を支援します。 

 株式会社農林漁業成長産業化支援機構・サブファンドは出資によって
会社の株式を取得・保有します。最大15年間の支援期間終了までに、こ
の株式を売却し、出資を回収します。この株式は、６次産業化事業体に
買い取っていただくことを予定しています。 

活用メリット 

その他留意点 

団体 認定 

対象となる方 

 農林水産物などを生かした新商品の開発や販売方式の改善等、６次産業
化事業体が行う新たな事業分野を開拓する事業 

出資 
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