
 

 

金属鉱物探鉱資金出資及び海外探鉱資金貸付け・開発資金債務保証業務要領 

 

  平成16年３月１日 

2004年（鉱融）業務要領第26号 

最終改正 令和４年11月14日 

 

Ａ．探鉱資金出資及び海外探鉱資金貸付け 

 

Ⅰ．目的と方法 

 

１．目的 

この要領は、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構（以下「機構」という。）

が、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構業務方法書（2004年（総企）業務規

程第１号）（以下「業務方法書」という。）第６０条第１号に定める金属探鉱資金の出

資（以下「出資」という。）及び第７０条に定める資金の貸付け（以下「貸付け」とい

う。）を行うに当たり、適切かつ効率的な業務の遂行を図るため、当該業務に係る事務

処理等について必要な事項を定めることを目的とする。 

 

２．出資及び貸付けの方法 

機構の出資及び貸付け（以下「出融資」という。）は、政策出融資の諸制約の中で、

利用者の立場にたって公正性､透明性かつ効率的な業務運営を確保するとともに、海

外及び本邦周辺の海域における金属鉱物の探鉱促進に寄与できるように実施する。 

 

Ⅱ．申込要領 

機構の出融資を希望する者に対して、次の要領で申込みさせるものとする。なお、

機構の出融資の対象となる事業は、金属鉱物探鉱資金出資細則（2004年（鉱融）業務

細則第９号。以下「出資細則」という。）第４条に定める出資対象事業又は金属鉱物海

外探鉱資金貸付細則（2004年（鉱融）業務細則第８号。以下「貸付細則」という。）第

３条に定める貸付先の資金拠出により行われる探鉱事業（以下「対象事業」という。）

とする。 

 

１．申込書類の提出 

（１）出資では、探鉱資金出資申込書（様式第１） 

貸付けでは、探鉱資金借入申込書（様式第２） 

（２）添付書類 

   探鉱資金出資申込書、探鉱資金借入申込書（以下「申込書」という。）には以下の書



 

 

類を添付させる。ただし、申込書の提出時点で揃えることができない書類については、

入手又は作成次第、速やか提出させるものとする。また、申込書の提出時点で既に提

出を受けている書類については、その内容が変更されていない場合に限り、提出を省

略させることができるものとする。 

（ア）対象事業の概要（探鉱計画、資金計画、事業実施体制等を含む） 

（イ）対象事業の鉱区図又は立地に関する図面（原則として縮尺５万分の１） 

（ウ）対象事業の開発計画（対象事業が鉱山開発計画等を有している場合） 

（エ）対象事業の労働安全衛生・環境への配慮状況（ＨＳＥチェックシート） 

（オ）対象事業の探鉱等を行う権利に関する許認可証、契約証書等の写し 

（カ）対象事業に係る生産物の引取権、販売権等に関する契約証書等の写し 

（キ）対象事業保有会社の役員略歴表 

（ク）対象事業保有会社の会社概況書、事業所概況書 

（ケ）対象事業保有会社の直近３年間の決算書類 

（コ）対象事業保有会社の資本金明細表 

（サ）申込者と対象事業保有会社との間で締結されている、又は締結予定の株主間協

定書等（該当する場合） 

（シ）申込者の商業登記簿謄本、印鑑証明書等 

（ス）機構出資先の現地法人設立公正証書（出資の場合） 

（セ）差入担保の登記情報又は連帯保証人の直近３年間の決算情報（貸付けの場合） 

（ソ）その他、機構が審査に必要であるとして求める資料 

 

２．申込書の必要部数 １部 

 

３．申込書の受付時期 随時 

 

Ⅲ．審査要領 

機構は、業務方法書、出資細則、貸付細則及び関係法令に照らし、本業務要領、出

融資及び債務保証採択審査基準（金属鉱物・海外）（2020年（評審）業務通達第104号。

以下「審査基準」という。）及び出融資及び債務保証に係るＨＳＥ審査基準（金属鉱物）

（2018年（評価）業務通達第96号。以下「ＨＳＥ審査基準」という。）により、申込書

を審査するものとする。 

 

１．採択における事務の分担 

対象事業の採択に関する事務は、資源開発部ファイナンス課が行うものとする。 た

だし、対象事業の採択可否の審査に関する事務は、次に定めるところによるものとす

る。 



 

 

（１）審査基準に定める技術的審査事項に関する審査は、出資にあっては、資源開発部

技術課が行う技術的検討の結果に対し、金属鉱物プロジェクト技術検討会において、

審査基準に則して審査されていることが確認されることをもって行い、貸付けにあ

っては、資源開発部技術課が行う。 

（２）審査基準に定める経済的審査事項、契約・事業実施関連審査事項（投資環境に関

するものを除く。）及びＨＳＥ審査基準に定める労働安全衛生・環境に関する審査並

びに審査に関する事務のとりまとめは、評価部審査課が行う。 

（３）審査基準に定める契約・事業実施関連審査事項における投資環境に関する審査は、

金属企画部調査課が行う。 

（４）審査基準に定める財務的審査事項に関する審査は、資源開発部ファイナンス課が

行う。 

（５）審査基準に定める政策的審査事項に関する審査は、金属企画部企画課が行う。 

（６）上記（１）～（５）の事務の分担に関する事項の取りまとめは、総務部総務課が

行う。 

 

２．連帯保証人の確認 

機構は、貸付けを行うに当たり、連帯保証人を徴するものとする。連帯保証人は、

原則として貸付先の取締役(個人の場合は、本人)を選任するものとする｡親会社等

を連帯保証人とする法人にあっては、親会社等の財務内容を直近の有価証券報告書

及び営業報告書により把握し、保証能力を判定するものとする。 

 

３．対象事業の範囲 

（ア）新鉱床（鉱石処理等の技術革新により経済価値が高まった未利用・低品位鉱床

を含む）の探鉱であること。 

（ａ）鉱床学的見地から、鉱床の賦存が期待される地域の調査 

（ｂ）鉱床の存在が把握されているが鉱量に計上されていない部分の探鉱及び予想

鉱量を推定鉱量又は確定鉱量とするための探鉱 

（ｃ）探鉱結果の経済性評価、その他当該新鉱床を開発するために必要な調査等 

（イ）探鉱の手法は、地質調査、地化学探査、物理探査、ボーリング探鉱、坑道探鉱、

サンプル分析、選鉱試験等で、その目的に合う方法であること。 

（ウ）付帯工事 

探鉱事業のために必要な工事であること（例えば、仮設道路等） 

（エ）他の本邦法人又は外国法人が行う金属鉱物の探鉱に必要な資金を供給すること。 

 

４．資金の使途 

（１）機構が拠出する資金の使途 



 

 

出融資により機構が拠出する資金の使途は、対象事業に係る物品費、労務費、直

接経費、減価償却費、山元管理費及び探鉱に必要な権利取得並びに出資先の運営費

等であって、本社費等は除くものとする（他の本邦法人又は外国法人が行う金属鉱

物の探鉱に必要な資金を供給する場合にはその資金を含む。）。 

（２）単価の査定 

当該国における一般的単価と比較して著しい差違がないか検討し、妥当性を欠く

場合は適正な単価に査定するものとする。 

共同資源開発基礎調査、海外地質構造調査等における単価も参考にすることとす

る。 

 

５．貸付けに関する担保の評価基準 

（１）基本的な考え方 

（ア）貸付けに際して徴求する担保は、金銭債権の執行を保全することを目的とする

ことから、金銭への換金性が高い目的物であり、かつ債権保全限度を上回る必要

がある。 

（イ）財団・不動産等を担保とする場合は、目的物の価値を把握するために現地調査

等を行い、現況把握に努めるとともに、第三者への対抗要件として、抵当権の設

定登記を行う必要がある。 

（ウ）有価証券担保の場合は、貸付先から株券等の占有権を移転すると同時に、担保

差入証書又は共通担保品差入証書を提出させ、機構は、当該担保の担保品預り証

を作成し、送付するものとする。 

（エ）金属鉱物資源探鉱事業及び鉱害防止事業への貸付けに関する基本方針を定める

通達（以下「貸付けに関する基本方針」という。）の２．①または②に該当する

会社を親会社等とする会社に対する貸付けでは、当該親会社等を連帯保証人とす

ることで、担保の徴求を免除することができるものとする。 

（２）担保の種類 

（ア）財団（鉱業財団、その他の工場財団等） 

（イ）不動産 

（ウ）有価証券等 

（３）担保の評価 

（ア）財団の評価 

抵当物件である財団及び不動産担保については、次の定めにより行うものとす

る。なお、新規貸付けに関する財団担保等の評価に際しては、抵当権設定順位が

第１位以外の場合は、他の抵当権設定額を加味して評価するものとする。 

（ａ）鉱業財団の場合 

（鉱山部門） 



 

 

鉱業財団の鉱山部門（財団組成物件のうち鉱業権及び鉱山活動に直接関係する

施設、機械等）の評価は、原則として収益と採算性により行うものとする。 

（その他の部門） 

鉱業財団の組成物件に土地、製錬所及び発電所等の施設が含まれている場合は、

それらの評価額を当該財団の評価額に加えることができるものとする。 

土地については、原則として路線価を基に行うこととし、路線価の７０％をも

って担保評価額とする。ただし、路線価が利用できないものについては、固定資

産税評価額の７０％をもって担保評価額とする。 

製錬所及び発電所等の施設については、原則として個々の物件の帳簿価格の７

０％をもって評価額とする。ただし、担保評価物件が、他の法人等の抵当物件に

供されている場合は、機構の当該抵当設定額等を差し引いた額を、機構の評価額

とする。 

なお、鉱山部門だけで十分な担保余力が見込まれる場合は、すべての組成物件

について評価を行う必要はない。 

（ｂ）その他の工場財団等の場合 

その他の工場財団等の評価は、個々の財団組成物件の評価によることとし、

その物件の帳簿価格の７０％をもって評価額とする。 

この場合の土地についての評価は、上記（ア）-（ａ）に記載する評価方法と

同様とする。 

（イ）不動産担保の評価 

不動産についての評価は、上記（ア）-（ａ）に記載する評価方法と同様とする。 

（ウ）有価証券担保の評価 

（ａ）株式等の場合 

株式等については、過去４ヶ月の株価を平均して算出された額に、７０％を

もって評価額とする。 

（ｂ）公債の場合 

国債及び政府保証債については、信用力が高い債券であることから、その評

価額は、直近の価格変動を加味して算出された額に次に定める率を乗じた額を

もって評価額とする｡ 

① 国債は９５％ 

② 政府保証債は９０％ 

 

６．不特定担保留保、特定担保留保等による貸付け 

（１）不特定担保留保による貸付け 

（ア）不特定担保留保による貸付けの貸付先要件 

貸付先が、貸付けに関する基本方針の２．①及び２．②のいずれにも該当す



 

 

る場合、不特定担保留保による貸付けができるものとする。 

（イ）不特定担保留保を行う場合の手続き 

不特定担保留保による貸付けを行う場合は、貸付契約とは別に、債権保全上

担保の徴求が必要となった際の担保提供等を約した確約書（様式第３－１）、及

び貸付契約の締結時点で担保提供可能な物件（以下「担保提供可能物件」とい

う。）のリスト（担保提供可能物件の評価額の合計が当該貸付契約額を上回って

いるものとする。以下同じ。）を提出させる。なお、担保提供可能物件の評価は、

「５．貸付けに関する担保の評価基準」に準じて行う。また、貸付先の格付機

関（Ｒ＆Ｉ、ＪＣＲ、Ｓ＆Ｐ及びMoody’s）による最良の直近格付がBBB⁻格

（Moody’sにおいてはBaa3格。以下同じ。）である場合、担保提供可能物件のリ

ストを年２回（原則として９月及び３月）提出させる。 

（ウ）不特定担保留保を行う場合の格付等の見直し 

不特定担保留保による貸付けを行う場合、毎月、貸付先の格付機関の格付を

見直すものとする。また、四半期ごとに貸付先の収益性（売上総利益率、営業

利益率、経常利益率、当期利益率）の評価を行い、対前年同期比で著しく悪化

している項目がある等の場合には、その原因、今後の見通し等について、ヒア

リング等の調査を行う。 

（２）特定担保留保等による貸付け 

  （ア）特定担保留保等による貸付けの貸付先要件 

  貸付先が、貸付けに関する基本方針の２．②に定める条件に該当する場合、

特定担保留保物件の評価額の合計額が融資残高を上回ることを条件として、特

定担保留保による貸付け及び登記留保による貸付けができるものとする。なお、

特定担保留保等の対象とする担保の評価は、「５．貸付けに関する担保の評価基

準」に準じて行う。 

（イ）特定担保留保による貸付けを行う場合の手続き 

（ａ）特定担保留保の対象とする有価証券は原則として上場株式に限り、機構が

要求した場合には、機構指定の質権口座に振替させるものとする。 

（ｂ）特定担保留保による貸付けを行う場合は、貸付契約とは別に、債権保全上

担保の徴求が必要となった際に担保提供を約した担保品差入予約証書(特定物

件担保留保)（様式第３－２）を提出させるものとする。 

（ウ）登記留保による貸付けを行う場合の手続き 

（ａ）登記留保の対象とする財団又は不動産について、機構が要求した場合には、

抵当権又は根抵当権設定登記を行わせるものとする。 

（ｂ）登記留保による貸付けを行った場合は、貸付契約とは別に、債権保全上抵

当権又は根抵当権の設定登記が必要となった際に迅速に当該登記する旨等を約

した抵当権又は根抵当権設定契約証書を締結するものとする。 



 

 

（エ）特定担保留保等による貸付けを行う場合の格付の見直し 

特定担保留保等による貸付けを行う場合、毎月、貸付先の格付機関の格付を

見直すものとする。 

（３）貸付先要件が満たされなくなった場合の措置 

貸付先が、不特定担保留保又は特定担保留保等による貸付けの要件を満たさなく

なった場合、機構は速やかに確約書、担保品差入予約証書、あるいは抵当権又は根

抵当権設定契約証書に基づき、債権保全のために必要な措置を講じる。 

 

７．連帯保証人の全部又は一部免除 

（１）連帯保証人の全部免除 

貸付先が次のいずれかに該当する場合には、連帯保証人の全部を免除することが

できるものとする 

（ア） 貸付に関する基本方針に定める貸付対象に該当しており、かつ適切な担保を十

分に徴している場合 

（イ） 特定担保留保による貸付けの貸付先要件（貸付けに関する基本方針２．②に定

める条件に該当し、特定担保留保物件及び登記留保物件の評価額の合計が融資

残高を上回る）を満たす場合 

（ウ） 不特定担保留保による貸付けの貸付先要件（貸付けに関する基本方針２．①及

び２．②のいずれにも該当し、かつ担保提供可能物件の評価額の合計が当該貸

付契約額を上回る）を満たす場合 

（２）連帯保証人の一部免除 

親会社等が貸付先の債務を保証する場合であって、かつ、当該親会社等が貸付け       

に関する基本方針の２．①又は②に定める貸付対象に該当する場合には、個人保証

を免除することができるものとする。 

 

８．審査調書の作成 

機構は、対象事業に関する申込書を受理し、審査業務を終了したときには、審査結

果を取りまとめた審査調書を作成するものとする。 

 

９．条件通知（様式第４、様式第５） 

機構は、出融資の採択の決裁を受けた場合、当該出融資の申込者に対して、速やかに

出資条件通知書又は融資条件通知書を送付するものとする。 

 

Ⅳ．出融資契約要領 

 

１．契約の方法 



 

 

（１）出資 

（ア）機構は、出資細則第１３条の定めに基づき、出資基本契約を締結するものとす

る。（様式第６） 

様式及び内容については、その条件等に応じ、適宜変更して使用するものとす

る。 

（イ）同一出資先に複数回に分けて出資を行う場合は、出資ごとに出資特約証書等を

締結するものとする。 

（２）貸付け 

貸付けの方法は、証書貸付とする。（様式第７） 

様式及び内容については、その条件等に応じ、適宜変更して使用するものとする。 

 

Ⅴ．融資契約変更要領 

 

１．連帯保証人の変更（様式第８） 

貸付先が連帯保証人を変更しようとする場合は、貸付先に対して連帯保証人変更承

認願を提出させるものとする。また、機構がそれを承認した時には、保証人変更契約

を締結するものとする。 

 

２．対象事業の計画変更等 

貸付先が、以下のとおり対象事業の計画を変更又は取下げしようとする場合は、貸

付先に対して対象事業計画変更承認願、対象事業期間延長承認願又は対象事業取下申

請書を提出させるものとする。 

（１）対象事業計画変更承認願（様式第９） 

（ア）計画の一部を削減し、その資金をもって計画外の地域において探鉱を行う場合

又は探鉱手法を大幅に変更する場合 

（イ）所要資金の大幅な増減を伴う計画変更を行う場合 

（ウ）合弁事業契約等の変更により日本側負担額が変更になった場合 

ただし、計画地点の坑道・ボーリングの延長、方位又は本数の変更、計画地点の

軽微な変更及び資金計画の軽微な変更等は、Ⅶ．に定める完了報告書の提出をもっ

て代えることができるものとする。 

（２）対象事業期間延長承認願（様式第１０） 

対象事業が当初計画期間内に終了しない場合 

（３）対象事業取下申請書（様式第１１） 

事業計画の全部を削減又は廃止する場合 

 

Ⅵ.利息減免要領 



 

 

貸付けにおいて、対象事業が貸付細則第１３条第１項の各号のいずれかに該当する場

合、機構は、当該対象事業に係る貸付金の利息について、その全部又は一部を免除する

ことができるものとする。 

 

１．利息減免の申請 

機構は、利息減免を希望する者（以下「利息減免申請者」という。）から、以下の書

類を提出させるものとする。 

（１）利息減免申請書様式第１２） 

（２）添付書類 

（ア）対象事業の内容  

（イ）利息減免を申請する理由 

（ウ）その他機構が指示する資料 

 

２．利息減免の審査 

機構は、利息減免申請書を受理した場合は、貸付細則及び関連の諸規程に基づき、

利息減免の可否について審査を行うものとする。 

審査のため必要がある場合には、追加資料の提出を求め、又は現地調査を行うもの

とする。 

 

３．利息減免申請者に対する通知（様式第１３、様式第１４） 

機構は、利息減免申請書を審査した結果、利息の減免を行うことが適当と認められ

る場合には利息減免を決定し、利息減免決定通知書を利息減免申請者に送付するもの

とする。 

審査の結果、利息を減免することが不適当と認められる場合には、利息減免不決定

通知書を利息減免申請者に送付するものとする。 

 

４．利息減免の条件 

（１）減免する利息額 

（ア）対象事業が貸付細則第１４条第１号に定める鉱種を対象とする場合は、全額 

（イ）対象事業が貸付細則第１４条第２号に定める鉱種を対象とする場合は、機構が

定めるカントリーリスク表において、対象事業の所在国の経済リスクを加味した

カントリーリスクが６０を越える場合は二分の一、６０以下の場合は全額 

（２）利息減免の方法 

（ア）利息減免時の利息計算は、利息減免申請書を受理した日から減免利息による利

息期間として取り扱うものとする。 

（イ）利息減免申請者は、利息減免の申請中に到来する利息支払期における利息支払



 

 

いについて、利息支払延期申請書（様式第１５）の提出により、その支払いを延

期することができるものとする。 

 

５．利息減免の対象とならない場合 

（１）開発可能規模の鉱床を発見又は商業的生産のための鉱石処理技術の結果が得られ

たが、経済情勢等により貸付契約日から５年を経過しても開発に移行せず、プロジ

ェクトの権益をそのまま保有している場合 

（２）探鉱に失敗又は当該探鉱作業を断念したものの鉱区の放棄若しくは探鉱権の放棄

を行わず、同一探鉱区域内の他の箇所において探鉱継続の意志がある場合又は同一

の鉱山として開発可能な場合 

 

６．利息減免後の権益譲渡 

利息減免後５年以内に、取得済みの鉱区又は探鉱権等の権利を第三者に譲渡するこ

とで利益を得た場合は、減免した利息額(減免利息適用日以降完済日までの期間に機

構が免除することとした利息額)又は譲渡益のいずれか低い金額を限度として納付さ

せるものとする。 

 

７．据置期間 

利息減免を決定した場合の元金返済の据置期間は、直近の３、６、９、１２月の１

４日までとする。ただし、１５日が休日の場合は、翌営業日の前日までとする。 

 

Ⅶ．対象事業の監査及び調査要領 

監査又は調査の目的は、機構の出融資金が対象事業に適正に使用され、事業の目的

が達成されているかどうかを確認することであり、その方法は、出資においては原則

として対象事業に関する財産、書類、帳簿等の監査（以下「書面監査」という。）及び

実地調査、貸付けにおいては対象事業に関する完了報告書の書面調査（以下「書面調

査」という。）及び実地調査によるものとする。 

 

１．完了報告書（様式第１６） 

貸付金により行われた対象事業が完了した場合は、完了後２ヶ月以内に完了報告書

を提出させるものとする。 

 

２．監査及び調査  

（１）書面監査及び書面調査 

次の各項目について書面監査又は書面調査することとし、書面監査又は書面調査

を終了した場合は、監査調書又は完了調書を作成するものとする。 



 

 

ただし、実地調査を行い、監査票又は完了調査票を作成した場合には、当該監査

票又は完了調査票を監査調書又は完了調書に代えることができるものとする。 

（ア）図面類について 

（ａ）事業が計画どおり実施され、又は完了しているか 

（ｂ）探鉱以外の事業が含まれていないか 

（ｃ）承認又は報告が必要な事項について、所定の手続きが取られているか 

（イ）出融資金の使用状況について 

（ａ）目的外の支出はないか 

（ｂ）出資においては出資額が出資限度額を上回っていないか 

（ｃ）貸付けにおいては貸付額が貸付限度額を上回っていないか 

（２）実地調査 

機構が必要と判断した場合、次の各項目について実地調査を行い、監査票又は完

了調査票を作成するものとする。 

（ア）探鉱の状況について 

（ａ）出資においては計画どおり事業が実施されているか 

（ｂ）貸付けおいては完了報告書と事業の内容が一致しているか 

以上の調査は、実測又は実測図、柱状図、コア箱、記録紙等の確認により行う。 

（イ）出融資金の使用状況について 

以下の各項目の観点から、出融資金が適正に使用されているかどうかを確認す

る。 

① 探鉱費と採鉱費等の区分処理 

② 対象事業とその他事業の区別処理 

③ 出融資額の算出基準 

④ 外注先への支払方法 

⑤ その他証票類の抽出調査 

 

Ⅷ．管理要領 

 

１．書類管理 

出融資に関連する書類の保存期間は、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構

法人文書管理規程（2004年(総企)規程第２号）第１５条及び第１６条の規定にしたが

うものとし、関係書類は必要に応じて随時使用できるよう保存するものとする。 

 

２．採択後の管理に係る事務の分担 

対象事業の採択後の管理に係る事務は、Ⅲ．１．の規定を準用する。この場合にお

いて、Ⅲ．１．中「審査基準」とあるのは、出資対象事業及び債務保証対象事業に係



 

 

る管理審査基準（金属鉱物・海外）（2022年（評価）業務通達第109号）と読み替える

ものとする。 

 

３．出資に関する評価及び株式の処分 

（１）経済性評価 

（ア）出資細則第１７条から第１９条に定める経済性評価の対象は、前年度末時点で

機構が出資残高を有する出資先株式とし、対象事業ごとに行うものとする。 

（イ）経済性評価及び評価結果の分類は、別途定める独立行政法人エネルギー・金属

鉱物資源機構金融事業資産を構成する出資・債務保証等案件の年次評価(プロジ

ェクト・パフォーマンス・レビュー)事務処理要領（2014年（総務）業務要領第

61号）によるものとする。 

（２）期末評価 

機構が保有する出資先株式の期末評価は、別途定める金属鉱物海外探鉱事業に関

する出資株式の評価について（2009年(経理)通達第137号）により行うものとす

る。 

（４）株式の処分 

機構が保有する出資先株式の処分は、以下の基準により行うものとする。 

（ア）業務の目的が達成されたと認められる場合は、機構の株式売却手続きに従い出

資先株式の全てを売却 

（イ）対象事業について、開発の見込みが無くなったと判断される場合は、追加出資

を行わず速やかに出資先株式の処分を検討 

（ウ）対象事業について、市況等の影響によりすぐには開発できない又は４年以上探

鉱を休止している場合は、毎年度の経済性評価の結果に基づき出資先株式の処分

を検討 

（エ）出資先に出資する本邦法人等（機構を除く。）が売却を求める場合には、速や

かに処分 

 

４．出資における年間事業計画 

（１）機構は、出資細則第１２条第１項に定める年間事業計画（以下「年間事業計画」

という。）の提出を受けるに当たっては、出資先に対して、年間事業計画、実績及び

今後の事業方針等の記載を求めるものとする。同条第４項に定める年間事業計画に

重要な変更が見込まれる場合も、同様とする。 

（２）年間事業計画の対象期間は、出資先が定めるものとする。 

（３）出資細則第１２条第４項に定める重要な変更とは、以下のいずれかに該当する場

合をいう。 

（ア）出資申込書提出時に計画されていない地域において探鉱を行う場合又は探鉱の



 

 

手法を大幅に変更する場合 

（イ）資金計画の大幅な増減を伴う年間事業計画の見直しを行う場合 

（ウ）合弁事業契約等の変更により日本側負担額が変更になる場合 

（エ）その他、機構が重要と判断する事項 

 

５．出資の実行 

機構は、出資基本契約に基づく出資金の払込みの申込書を受理したときには、探鉱

に必要な権利取得のための出資を除き、当該出資が４．（１）の規定により承認を

し、又は報告を受けた年間事業計画に沿ったものであることを確認した後、当該出資

を実行するものとする。 

 

６．貸付けに関する管理 

（１）自己査定等 

貸付金の管理は、別途定める金属鉱物の探鉱資金及び鉱害防止のための措置に必

要な資金に対する貸付債権に関する自己査定実施細則（2009年(鉱融)業務細則第21

号）、金属鉱物の探鉱資金及び鉱害防止のための措置に必要な資金に対する貸付債

権に関する管理要領（2009年(鉱融)業務要領第46号）及び金属鉱物の探鉱資金及び

鉱害防止のための措置に必要な資金に対する貸付債権に関する貸倒引当金の算定に

ついて（2009年(経理)通達第140号）に定めるところにより行うものとする。この

際、各貸付先の、貸付けに関する基本方針に定める貸付けの継続を認める条件の確

認については、年２回、期末決算及び中間決算の公表後に速やかに行う。 

（２）繰上償還 

機構は、貸付先が貸付細則第２４条第１項の各号のいずれかに該当する場合、貸

付金の全額又は一部の償還を求めることができるものとする。なお、同条第４項に

定める繰上償還補償金は、繰上償還承認前の支払方法による繰上償還日以降の割賦

金及び利息の合計額の繰上償還日における現在価値として計算される金額が、繰上

償還承認後の支払方法による割賦金及び利息の合計額（繰上償還額を含む。）の繰

上償還日における現在価値として計算される金額を上回る場合の、その差額のこと

であり、次式により算定される。 

 

    m          n                m          n         

  ΣAｊ×Ej - ΣBk×Ek（ただし、ΣAｊ×Ej ＞ΣBk×Ekの場合に限る。） 

    j=1        k=1              j=1        k=1         

 

この式においてA及びBは、それぞれ次の値を表すものとする。 

A = 繰上償還承認前の支払方法により償還を受けた場合の割賦金及び利息の



 

 

各支払期日における割賦金及び利息の合計額 

B = 繰上償還承認後の支払方法により償還を受けた場合の繰上償還日を含む

各支払期日における割賦金及び利息の合計額 

m = 繰上償還承認前の支払方法により償還を受けた場合の繰上償還日以降の

繰上償還日を含む割賦金及び利息の支払期日の回数 

n = 繰上償還承認後の支払方法により償還を受けた場合の繰上償還日以降の

繰上償還日を含む割賦金及び利息の支払期日の回数 

j = 繰上償還承認前の支払方法により償還を受けた場合の繰上償還日以降の

繰上償還日を含む割賦金及び利 息の支払期日が繰上償還日から数えて何

回目であるかを示す数（Cjはｊ回目の割賦金及び利息の合計額） 

k = 繰上償還承認後の支払方法により償還を受けた場合の繰上償還日以降の

繰上償還日を含む割賦金及び利息の支払期日が繰上償還日から数えて何

回目のであるかを示す数（Dkはk回目の割賦金及び利息の合計額） 

E = Cj及び Dkを繰上償還日時点での現在価値に換算するための割引係数（デ

ィスカウント・ファクター） 

なお、割引係数（ディスカウント・ファクター）は、繰上償還日から割賦金及

び利息の支払期日までの期間に最も近い残存期間の国債の流通利回り等を勘案し

て、定めるものとする。 

Ej（又はEk）は、j回目（k回目）の割賦金及び利息の支払期日に対応する割引

係数（ディスカウント・ファクター） 

 

 



 

 

Ｂ.開発資金債務保証 

 

Ⅰ．目的と方法 

 

１．目的 

この要領は、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構（以下「機構」という。）

が、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構業務方法書（2004年（総企）業務規

程第１号）第７３条に定める債務保証（以下「債務保証」という。）を行うに当たり、

適切かつ効率的な業務の遂行を図るため、当該業務に係る事務処理等について必要な

事項を定めることを目的とする。 

 

２．債務保証の方法 

機構の債務保証は、政策保証という諸制約の中で、利用者の立場にたって公正性､透

明性かつ効率的な業務運営を確保するとともに、金属鉱物資源の権利確保及び開発の

促進に寄与できるように実施する。 

 

Ⅱ．申請要領 

機構の債務保証を希望する者に対して、次の要領で申込みさせるものとする。なお、

機構の債務保証の対象となる事業は、金属鉱物開発資金債務保証細則（2004年（鉱融）

業務細則第10号。以下「保証細則」という。）第４条第１項に定める保証委託者が直接、

間接にかかわらず実施する、保証細則第２条第３号に定める採掘等（以下「保証対象

事業」という。）とする。 

 

１．申込書類の提出 

（１）債務保証申込書又は債務保証予約申込書（以下「申込書」という。）様式第１７、

様式第１８） 

（２）添付書類 

申込書には以下の書類を添付させる。ただし、申込書の提出時点で揃えることが

できない書類については、入手又は作成次第、速やかに提出させるものとする。ま

た、申込書の提出時点で既に提出を受けている書類については、その内容が変更さ

れていない場合に限り、提出を省略させることができるものとする。 

（ア） 保証対象事業の概要（開発計画・資金計画・事業実施体制等） 

（イ） 保証対象事業の鉱区図又は立地に関する図面（原則として縮尺５万分の１） 

（ウ） 保証対象事業の技術情報 

（エ） 保証対象事業の収支計画 

（オ） 保証対象事業の開発計画（対象事業が鉱山開発計画等を有している場合） 



 

 

（カ） 保証対象事業の労働安全衛生・環境への配慮状況（ＨＳＥチェックシート） 

（キ） 保証対象事業を行う権利に関する許認可証、契約証書等の写し 

（ク） 保証対象事業にかかる生産物の引取権、販売権等に関する契約証書等の写し 

（ケ） 保証委託者の役員略歴表 

（コ） 保証委託者の会社概況書、事業所概況書 

（サ） 保証委託者の直近３年間の決算書類 

（シ） 保証委託者の資本金明細表 

（ス） 申込者と保証委託者との間で締結されている、又は締結予定の契約書等（該当

する場合） 

（セ） 申込者の商業登記簿謄本、印鑑証明書等（連帯保証人を含む。） 

（ソ） その他、機構が審査に必要であるとして求める資料 

 

２．債務保証委託申込書等の必要部数 １部 

 

３．債務保証委託申込書等の受付時期 随時 

 

Ⅲ．審査要領 

業務方法書、保証細則及び関係法令に照らし、本業務要領及び出融資及び債務保証

採択審査基準（金属鉱物・海外）（2020年（評審）業務通達第104号）並びに出資及び

債務保証採択審査基準（金属鉱物・国内製錬）（2022年（評審）業務通達第121号）（以

下、併せて「審査基準」という。）及び出融資及び債務保証に係るＨＳＥ審査基準(金

属鉱物)（2018年（評価）業務通達第96号）（以下「ＨＳＥ審査基準」という。）により、

申込書の審査を行うものとする。 

 

１．採択における事務の分担 

保証対象事業の採択に関する事務は、資源開発部ファイナンス課が行うものとする。

ただし、保証対象事業の採択可否のための審査に関する事務は、次のとおり定める。 

（１）審査基準に定める技術的審査事項に関する審査は、資源開発部技術課が行う技術

的検討の結果に対し、金属鉱物プロジェクト技術検討会において審査基準に則して

審査されていることが確認されることをもって行う。 

（２）審査基準に定める経済的審査事項、契約・事業実施関連審査事項（投資環境に関

するものを除く。）及びＨＳＥ審査基準に定める労働安全衛生・環境に関する審査並

びに審査に関する事務のとりまとめは、評価部審査課が行う。 

（３）審査基準に定める契約・事業実施関連審査事項のうち投資環境に関する審査は、

金属企画部調査課が行う。 

（４）審査基準に定める政策的審査事項に関する審査は、金属企画部企画課が行う。 



 

 

（５）上記（１）～（４）の事務の分担に関する事項の取りまとめは、総務部総務課が

行う。 

 

２．保証対象債務の使途 

機構がその一部を保証する保証委託者の債務（以下「保証対象債務」という。）の使

途は、保証細則第２条第３号に定める採掘等に必要な資金（その資金を供給するため

に必要な資金、採掘等の権利を取得するために必要な資金及び業務方法書第２条第２

１号に定める海外事業法人買収等資金を含む。）であり、設計費、仮設建屋建設費、開

発工事費、選鉱場建設費、インフラ工事費、管理費、権益取得費等とする。  

 

３．連帯保証人の要件 

  保証細則第６条に規定される保証料率を年０．１％とする場合の連帯保証人は、法

人保証人であり、以下のうち一以上該当するものがあることを要件とする。 

（１） 金属鉱物資源探鉱事業及び鉱害防止事業への貸付けに関する基本方針を定

める通達（2006年（鉱融）業務通達第49号）の別表に定める財務指標の評価

基準をもとに評価した結果、貸付けの継続及び新規貸付けを認める会社に該

当すること 

（２） 過去において、当機構からの債務に関し延滞したことがなく、かつ、直近に

おいて、格付機関（Ｒ＆Ｉ、ＪＣＲ、Moody’s及びＳ＆Ｐ）の１社以上がＢ

ＢＢ格以上（Moody’sにおいてはＢａａ格以上）の格付けをしていること 

 

４．保証予約 

保証細則第８条に規定される保証予約について、次のとおり定める。 

（１） 機構は、保証発効の条件として、保証対象事業ごとに、保証細則第６条に規定す

る完工条件を定める。 

（２） 完工条件は、保証対象事業の採択前に、機構と保証委託者の間で合意しておくも

のとする。 

（３） 完工条件の充足を判断するための事務の分担は、Ⅲ．１．の規定を準用する。 

（４） 保証予約における保証料率は、完工条件を充足した時点で算定する。 

５．審査調書の作成 

機構は、保証対象事業に関する申込書を受理した後、審査業務を終了したときには、

審査結果を取りまとめた審査調書を作成するものとする。 

 

６．条件通知（様式第１９、様式第２０） 

機構は、債務保証又は保証予約の採択の決裁を受けた場合、当該債務保証又は保証

予約の申込者に対して、速やかに債務保証条件通知書又は債務保証予約通知書を送付



 

 

するものとする。 

 

Ⅳ．債務保証契約要領 

 

１．契約の方法 

（１）機構は、保証細則１６条第１項の定めに基づき、保証委託者との間で債務保証委

託契約（様式第２１－１）又は債務保証予約契約（様式第２１－２）を締結するも

のとする。 

（２）機構は、保証細則第１６条第２項の定めに基づき、保証対象債務の債権者との間

で債務保証契約（様式第２１－３）を締結するものとする。 

（３）（１）、（２）の各契約書の様式及び内容については、その条件等に応じ、適宜変更

して使用するものとする。 

 

Ⅴ．債務保証内容の変更要領 

 

１．連帯保証人の変更（様式第２２） 

保証委託者等が連帯保証人を変更しようとする場合は、保証委託者等に対して連帯

保証人変更承認願を提出させるものとする。また、機構がそれを承認した時には、保

証人変更契約を締結するものとする。 

 

Ⅵ．管理要領 

債務保証の適正な管理を行うため、保証対象事業の状況並びに保証対象債務に関す

る借入及び返済の状況を常時確実に把握するものとする。ただし、債務保証予約契約

における保証予約期間については、この限りではない。 

 

１．保証対象債務の管理 

債務対象債務の管理は、債務保証予約契約における保証予約期間を除き、次に定め

る事項に留意し、その保全に遺漏のないよう万全の措置をとるものとする。 

（１）保証対象債務の使途 

（２）保証対象債務に関する借入及び返済の状況 

（３）保証対象事業の進捗状況及び操業状況 

（４）保証委託者の経営状況及び連帯保証人の信用状況 

（５）その他、保証対象債務の返済に影響を及ぼす事項 

 

２．書類管理 

保証対象事業に関連する書類の保存期間は、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資



 

 

源機構法人文書管理規程（2004年(総企)規程第２号）第１５条及び第１６条の規定に

したがうものとし、関係書類は必要に応じて随時使用できるよう保存するものとする。 

 

３．採択後の管理に係る事務の分担 

保証対象事業の採択後の管理に係る事務の分担は、Ⅲ．１．の規定を準用する。こ

の場合において、Ⅲ．１．中「審査基準」とあるのは、出資対象事業及び債務保証対

象事業に係る管理審査基準（金属鉱物・海外）（2022年（評価）業務通達第109号）並

びに出資対象事業及び債務保証対象事業に係る管理審査基準（金属鉱物・国内製錬）

（2022年（評価）業務通達第122号）と読み替えるものとする。 

 

４．債務保証の管理事務 

保証委託契約に定める条件に基づいて、保証委託者から期日ごとに遺漏のないよう

保証料を徴するため、適切な管理事務を行うものとする。 

 

５．経済性評価 

（１）保証細則第２１条から第２３条に定める経済性評価の対象は、前年度末時点で機

構が債務保証残高を有する保証委託者の債務とし、保証対象事業ごとに行うものと

する。ただし、債務保証予約契約における保証予約期間は評価の対象から除く。 

（２）経済性評価及び評価結果の分類は、別途定める金属鉱物開発事業に対する保証債

務に関する債務保証損失引当金の算定について（2009年（経理）通達第138号）及び

独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構金融事業資産を構成する出資・債務保

証等案件の年次評価（プロジェクト・パフォーマンス・レビュー）事務処理要領（2014

年（総務）業務要領第61号）によるものとする。 

 

６．年間事業計画 

（１）機構は、保証細則第１５条第１項に定める年間事業計画（以下「年間事業計画」

という。）の提出を受けるに当たっては、保証委託者に対して、年間事業計画、実績

及び今後の事業方針等の記載を求めるものとする。同条第３項に定める年間事業計

画に重要な変更が見込まれる場合も、同様とする。 

（２）年間事業計画の対象期間は、保証委託者が定めるものとする。 

（３）保証細則第１５条第３項に定める重要な変更とは、以下のいずれかに該当する場

合をいう。 

（ア）開発又は操業の手法を大幅に変更する場合 

（イ）資金計画の大幅な増減を伴う年間事業計画の見直しを行う場合 

（ウ）合弁事業契約等の変更により日本側負担額が変更される場合 

（エ）その他、機構が重要と判断する事項 



 

 

 

附 則 

この業務要領は､独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構業務方法書の認可

の日（平成１６年３月１日）から施行し、平成１６年２月２９日から適用する。 

附 則 

  この業務要領は、平成１７年３月１日から施行する。 

附 則 

この業務要領は、平成１８年４月１３日から施行し、平成１８年４月１日から適用 

する。 

附 則 

この業務要領は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

この業務要領は、平成１９年９月２１日から施行する。 

附 則 

この業務要領は、平成２０年１月３０日から施行し、平成２０年１月１日から適用

する。 

附 則 

この業務要領は、平成２０年７月１１日から施行する。 

附 則 

この業務要領は、平成２１年３月１２日から施行する。 

附 則 

この業務要領は、平成２１年６月２４日から施行し、平成２０事業年度決算から適

用する。 

附 則 

この業務要領は、平成２１年１０月２０日から施行する。 

附 則 

この業務要領は、平成２２年１月２２日から施行する。 

附 則 

この業務要領は、平成２２年７月１日から施行する。 

附 則 

この業務要領は、平成２３年４月１５日から施行する。 

附 則 

この業務要領は、平成２４年４月５日から施行する。 

附 則 

この業務要領は、平成２４年９月１８日から施行する。 

附 則 



 

 

この業務要領は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

この業務要領は、平成２５年８月１９日から施行する。 

附 則 

この業務要領は、平成２６年５月２９日から施行する。 

附 則 

この業務要領は、平成２８年１０月１日から施行する。 

附 則 

この業務要領は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

この業務要領は、令和２年１月３１日から施行する。 

  附 則 

この業務要領は、令和２年４月１日から施行する。 

  附 則 

この業務要領は、令和２年６月１２日から施行する。 

附 則 

この業務要領は、令和２年７月１日から施行する。 

附 則 

この業務要領は、令和２年１２月３日から施行する。 

附 則 

この業務要領は、令和３年７月１５日から施行する。 

附 則 

この業務要領は、令和４年１１月１４日から施行する。 

 

 

 


