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韓国輸出入銀行の紹介
設立および沿革
▪設立根拠：韓国輸出入銀行法(法律第2122号、1969. 7. 28)
▪設立目的
- 輸出入、海外投資および海外資源開発など対外経済協力に必
要な金融を提供することで、国民経済の健全な発展を促進

▪沿革
- ’76. 7.

韓国輸出入銀行の設立 (授権資本金1,500億ウォン)

- ’77. 1.

輸出保険業務代行

- ’87. 6.

対外経済協力基金の業務受託

- ’91. 3.

南北協力基金の業務受託

- ’92. 7.

輸出保険業務を韓国輸出保険公社 (新設)へ移管

- ’05. 12. 国際開発金融機関の信託基金運用・管理業務受託
- ’07. 2.

韓国の海外直接投資統計の総合管理業務を受託

- ’09. 1.

法定資本金拡大 (4兆ウォン→8兆ウォン)

業務内容
▪輸出入と海外投資および海外資源開発に必要な金融を提供
▪対外経済協力基金の運用・管理
▪南北協力基金の運用・管理

中長期戦略目標
▪中長期経営計画の確立
表紙説明
表紙のシンボルは漢字の「真」である。これは真実
性と真心を意味する。お客様を第一に考え、真のパ
ートナーになろうとする、私共の意志を明確に伝え
るため、このシンボルを使い続けている。

-	プラント、グリーン産業など、新成長エンジン産業への支援の必
要性増加および公的輸出信用機関 (ECA: Export Credit Agency)
としての役割強化の要請を受け、
「ビジョン 2020」を樹立、
宣布 (’11. 7月)
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▪戦略目標の体系

ミッション

対外経済協力増進を通じた国民経済の健全な発展

ビジョン

大韓民国と世界をつなぐグローバル金融パートナー

核心価値

パートナー

グローバル

信頼

専門性

01. グローバルプロジェクト専門銀行への飛躍

5大
戦略目標

02. 未来の成長エンジン産業および新成長産業への先導的支援
03. 政府政策の遂行を通し市場の失敗を補完
04. 国際協力専門機関へ成長
05. 核心能力の強化基盤を構築

01. 海外プロジェクトの発掘および諮問サービス能力の強化
02. 大規模プロジェクト支援のための直接・間接金融の活性化
03. グリーン輸出金融支援強化

10大
戦略課題

04. 未来の成長エンジン産業への常時支援体系構築
05. 中小・中堅企業の金融支援体系の強化
06. 対政府および他金融機関との協力体系強化
07. 経済協力機能の拡大および先進化
08. 対北韓 取引総合支援機関としての役割を強化
09. 資金調達のポートフォリオの多角化
10. プロジェクト審査およびリスク管理能力の強化
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韓国
輸出入銀行
業務内容

韓国輸出入銀行の融資制度

金融諮問

その他の重点
推進事業

南北協力基金
(IKCF)

対外経済協力基金
(EDCF)
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韓国輸出入銀行の融資制度
1. 輸出支援金融

2. 貿易金融

◦ バイヤーズ・クレジット
(海外顧客向け資金支援)

▪輸出為替手形の買取

▪輸出ファクタリング

▪直接貸出

▪フォーフェイティング

▪転貸資金貸出

▪信用状の確認

▪ツー・ステップ複合金融

▪貿易手形の再割引

◦ 実績基準貸出
▪包括輸出金融

◦ 取引件別貸出
▪輸出中小企業向け特例信用貸出
▪短期輸出資金貸出
▪グリーン産業支援金融
▪新成長エンジン産業支援金融
▪施設拡張・増設用輸出資金貸出
▪技術開発用輸出資金貸出
▪海外市場開拓資金貸出

◦ サプライヤーズ・クレジット
▪輸出前貸し金融および輸出延払金融

▪貿易金融リファイナンス

3. 保証
▪債務保証
▪輸出取引関連の履行保証

4. 債券業務
5. 輸入支援金融
6. 海外投資および資源開発への支援金融
▪海外投資資金貸出および海外事業資金貸出
▪外国法人に対する事業資金貸出
▪外国政府などに対する出資資金貸出
▪海外資源開発金融
▪M&A Financing および金融(協調融資)斡旋

金融諮問
その他の重点推進事業
▪韓国型ヒドゥン・チャンピオン (Hidden Champion) 育成事業
▪共生発展プログラム

対外経済協力基金 (EDCF)
南北協力基金 (IKCF)
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韓国輸出入銀行の
融資制度
1. 輸出支援金融

バイヤーズ・クレジット (海外顧客向け資金支援)
直接貸出
Direct Loan

国内の企業から商品を輸入したりプラントプロジェクトなどを発注する外国人購
入者に同商品の輸入やプロジェクトに必要な資金を融資する。
直接貸出

輸出入銀行

輸出者
輸出代金

輸入者
輸出

貸出返済

貸出条件

貸出金額
▪
「輸出契約金額－基準前受金*」範囲内
(建設期間中の利子などについては追加支援可能)
支援対象品目
▪輸出禁止対象品目を除いたすべての品目
貸出金利
▪基準金利+加算率 (期間、信用度および取引構造などにより等級適用)

* 船舶の場合、輸出契約金額の20%、船舶以外の場合、輸出契約金額の15%

07

韓国輸出入銀行 業務案内

貸出期間：引出期間 + 返済期間
▪引出期間は輸出品目の製造期間、完工などを考慮して決定
▪返済期間はOECD公的輸出信用アレンジメントの内容、輸出物品の取引規模、
販売計画および耐用年数などを考慮して決定
※ 返済期間が2年以上の場合、OECD公的輸出信用アレンジメントに基づいて適用
- 船舶、航空機、発電設備：最長 12年以内
- 新再生可能エネルギー、水力、核発電設備：最長18年以内
- その他の品目：国の分類によって通常5～10年
- PF方式の取引：最長14年以内

転貸資金貸出
Interbank
Export Loan

外国所在の銀行と信用限度 (Credit Line) 設定契約を締結し、韓国産の物品・サー
ビスを輸入しようとする現地の輸入者に現地銀行が限度内で資金を支援できるよ
うにする金融商品
輸出者は船積みと同時に輸出代金を回収

信用限度
③承認

輸出入銀行

⑥貸出に関する会計処理
⑧返済

⑤輸出代金の支払い

輸出者

転貸銀行

②申し込み

④製品船積み

輸入者
①輸出契約の締結

⑦返済
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貸出条件
短期転貸資金の貸出		 中長期転貸資金の貸出

支援対象品目

すべての品目 (法的に輸出が禁止された品目は除く)

貸出金利

· (固定) SWAP + 加算率		 · (固定) CIRR + 対外貸出プレミアム*
· (変動) Libor + 加算率		 · Libor + 加算率

貸出期間

2年未満		 2 ～10年

貸出限度

契約金額の100%		 契約金額の85%

取引方法

信用状、D/A、O/A

元本の返済方法

年 2回定期均等分割返済 (2年未満の場合、満期一括返済可能)

ツー・ステップ
複合金融

現地の韓国系企業を支援するため外国所在の銀行と信用限度の設定契約を結んだ

(Untied
Two-Step Loan)

後、韓国系企業には設備・運営資金、現地企業には韓国系企業向けの物品・サービ
ス購入に必要な資金を支援する金融商品
現地韓国系企業向け貸出

輸出入銀行

転貸銀行

設備資金/投資資金/運営資金

* Minimum Premium Rate

韓国系企業
(End-User)
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現地企業向け貸出

転貸銀行

輸出入銀行

現地韓国系企業との購入/納品資金

韓国系企業

現地企業
(End-User)

貸出条件
現地韓国系企業向け貸出 (KRC Loan)		 現地企業向け貸出 (TC Loan)

End-user

現地の韓国系企業*		 現地企業**

資金用途
設備/投資/運営資金		 現地の韓国系法人との購入/納品に必要
				 な資金
貸出金利

(固定) SWAP + 加算率
(変動) Libor + 加算率

取扱通貨

米ドル、または現地通貨 (輸出入銀行と事前協議があった場合)

貸出期間

▪設備購入：14年以内		 10年以内
▪投資資金 ：10年以内
▪運営資金 ：3年以内

元本の返済方法

年 1回以上分割返済 (4年以内の据置期間を許容)
*	KRC(Korea Related Company)：韓国企業が持分10% 以上を投資した現地の韓国系企業、あるいは持分が10%
未満であっても韓国企業と取引およ び協力契約を結んだ現地企業
** TC(Transacting Company)：KRCから購入またはKRCに納品する海外現企業
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実績基準貸出
包括輸出金融
(短期包括輸出金融/
中期包括輸出金融)

輸出物品の生産または輸出に必要な資金を過去の輸出実績の範囲内で一括貸し出
す制 度で、貸出期間により短期包括輸出金融 (6ヶ月) と中期包括輸出金融 (1年) に
区分する。
貸出条件

支援対象企業
▪中小・中堅企業の中で支援対象品などを輸出したり、これと関連した輸出物資
や輸 出用の原材料を供給する国内企業
貸出金額
▪短期包括輸出金融：直近6カ月の輸出実績の90%範囲内
▪中期包括輸出金融：直近1年間の輸出実績の60% 範囲内
貸出通貨
▪韓国ウォン、または外貨
貸出金利
▪基準金利 + 加算率 (信用格付および担保などにより等級適用)
貸出期間
▪短期包括輸出金融：6ヶ月
▪中期包括輸出金融：1年

取引件別貸出
輸出中小企業向け
特例信用貸出

信用度や担保力の弱い輸出中小企業の小規模輸出取引を有効に支援するために信用
格付の評価を省略し、輸出の履行能力と輸出取引の安全性を評価して資金を支援
貸出条件

支援対象品目
▪輸出禁止対象品目を除いたすべての品目
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支援対象の取引
▪輸出者の輸出履行能力と該当輸出取引の安全性を評価して、その評価結果が一定
基準を上回る輸出取引を対象に行う。
貸出通貨
▪韓国ウォン、または外貨
貸出金利
▪基準金利 + 加算率 (信用格付および担保などにより等級適用)
貸出期間
▪最初の貸出取扱日から「輸出代金決済期日 + 15日」以内にし、6ヶ月未満(ただし、
履行保証は12ヶ月未満)

短期輸出資金貸出

輸出代金が輸出物品引き渡し後、2年以内に決済される短期輸出取引(船舶および
産業設備は除外)について、輸出物品を製造するのに必要な資金および輸出物品の
船積み後、最終輸出代金決済期日までの流動性解消に必要な資金を支援
貸出条件

支援対象品目
▪支援対象物品 (船舶と産業設備は除外)
貸出金額
▪輸出目的物の輸出契約金額からすでに受領した金額を差し引いた残額の範囲内
で生産や輸出に必要な金額
貸出通貨
▪韓国ウォン、または外貨
貸出期間
▪
「輸出代金決済期日 + 30日」以内 (ただし、2年未満)
貸出金利
▪基準金利 + 加算率 (信用格付および担保などにより等級適用)
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グリーン産業の新再生可能エネルギー、エネルギー効率の向上、環境配慮型産業な
どに対する総合金融サービスを提供
貸出条件

支援対象
「低炭素グリーン成長基本法」に基づき制定された「グリーン認証制の運営要
▪
領」で定めた認証対象のグリーン技術およびグリーン事業など
		

区分		対象産業

		
新再生可能エネルギー		新エネルギー : 燃料電池、
			
水素エネルギー、石炭の液化およびガス化
			
エネルギー
			
関連産業

再生可能エネルギー：太陽光, 太陽熱、
バイオ、風力、水力、海洋、廃棄物、地熱

		

原子力/電力

原発設備および建設技術、スマートグリッドなど

		

エネルギー効率向上

LED、エネルギー貯蔵など

		
淡水化、水処理、脱硫設備、大気・土壌汚染防止、
環境関連産業
				個 体廃棄物の処理、エコ・カー／グリーン船舶など
		

知識基盤産業

新素材・ナノ融合、バイオ医薬など

支援方式
▪輸出入銀行のすべての金融支援制度一切
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新成長エンジン産業 防衛産業・高速鉄道および新成長エンジン産業である先端融合産業や高付加価値サ
ービス産業を含めた知識・文化コンテンツ分野に対する総合金融サービスを提供
支援金融
貸出条件

支援対象
▪先端融合産業、高付加価値サービス産業、知識サービス産業、文化産業
▪防衛産業・高速鉄道
支援方式
▪輸出入銀行の現行の支援商品一切

施設拡張・増設用
輸出資金貸出

輸出企業の輸出物品生産のための施設拡張および増設に使われる資金支援
貸出条件

支援対象企業
▪グリーン産業および新成長エンジン産業分野で輸出を行う企業
▪輸出入銀行が選定したヒドゥン・チャンピオン(Hidden Champion)育成対象企業
支援対象取引
▪輸出入銀行の支援対象施設で発生し、年間売上の30%以上が輸出される場合で、
新規工場の建設、既存工場の増築および改修・補修、または機械類および各種
設備 の購入・設置の際の施設拡張あるいは増設
貸出金額
▪実際の所要資金の80%以内
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貸出通貨
▪国ウォン、または外貨
貸出金利
▪基準金利 + 加算率 (信用格付および担保などにより等級適用)
貸出期間
▪貸出取扱日から8年以内 (据置期間3年以内可能)

技術開発用
輸出資金貸出

研究設備の設置、研究開発用機器および資機材の購入費、試験生産施設の運転資金
など輸出物品開発および商用化のための技術開発(R&D)に必要な資金支援
貸出条件

支援対象企業
▪中小・中堅企業の中で、グリーン産業および新成長エンジン産業の輸出を行う
企業
▪輸出入銀行が選定したヒドゥン・チャンピオン育成対象企業
▪ バイオ・医薬部門の新薬およびバイオシミラーを開発する大企業
貸出通貨
▪韓国ウォン、または外貨
貸出金額
▪該当技術開発における実際の所要資金の90%以内
貸出金利
▪基準金利+加算率 (信用格付および貸出期間などにより等級適用)
貸出期間
▪8年以内 (3年以内の据置期間を含む)
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海外市場
開拓資金貸出

海外市場の調査、海外バイヤー発掘、展示会参加、海外ネットワーク構築など輸出
促進のための海外市場開拓活動に必要な資金支援

貸出条件

支援対象企業
▪ 中小・中堅企業の中で、グリーン産業および新成長エンジン産業の輸出を行う
企業
▪輸出入銀行が選定したヒドゥン・チャンピオン育成対象企業
貸出金額
▪ 海外市場開拓活動に必要な実際の所要資金の100%以内 (ただし、承認直前年度
輸出実績の3分の1以内)
貸出金利
▪ 基準金利+加算率 (信用格付および貸出期間などにより等級適用)
貸出期間
▪	最初の貸出取扱日から3年以内 (2年以内の据置期間を含む)
返済方法
▪据置期間以降、年 2回以上定期分割返済
(ただし、貸出期間が2年以下の場合、満期一括返済可能)
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サプライヤーズ・クレジット
輸出前貸し金融*
および輸出延払
金融

輸出物品の製造から決済までに時差が発生する輸出取引について輸出物品を製作
するのに必要な資金(輸出前貸し金融)、または輸出物品引渡し後、最終輸出代金の
決済期日まで発生する資金の流動性問題を解消するために必要な資金(延払金融)
を支援
貸出条件

対象企業
▪輸出前貸し金融：輸出物品などを輸出または生産したり、輸出物品の生産に必
要な原材料を供給する国内の企業
▪延払金融：輸出物品などを輸出する国内の企業
貸出方式
▪輸出前貸し金融：輸出物品の製作に必要な資金支援
▪延払金融：輸出物品引渡し後、輸出売掛金回収までの資金支援
貸出限度
▪輸出前貸し金融：
「輸出契約金額-すでに受け取った金額」の 90% 範囲内
▪延払金融：
「輸出契約金額-基準前受金」範囲内
貸出通貨
▪韓国ウォン、または外貨
貸出金利
▪基準金利 + 加算率 (期間、信用度および担保などにより等級適用)
貸出期間
▪輸出前貸し金融：最初の貸出取扱日から輸出物品の引渡完了日または最終輸出
代金決済期日に30日を加算した期間内で借主の要請により実際に資金が所要さ
れる期間
▪延払金融：貸出取扱日から関連取引に関する支払い保証書または関係契約書に
より約定された分割返済日に30日を加算した期間以内
* 韓国では「製作金融」という。
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2. 貿易金融

輸出ファクタリング 後払い送金方式 (Open Account方式) の輸出売掛取引により発生した輸出債権を輸
出企業から無遡及 (Without Recourse) で買取る輸出金融商品
(Export Factoring)
対象企業

▪輸出商品の競争力、技術力など輸出履行能力のある輸出企業
買取条件

▪決済期間：1年以内 (通常30日～90日)
▪買取代金の支払：輸出債権買取時に80～100%先払い
- 残額は海外輸入者の輸出代金決済時に輸出企業宛てに支払う。

▪手数料
- 割引料： Libor + 加算率 (取引形態、信用格付別等級適用)
- 輸出ファクタリング手数料：輸出債権金額の0.1%～0.4%

取引構造

▪ワン・ファクター・システム (One-Factor System：直接方式) 直接海外輸入者の
信用リスクを引受け、輸出代金を取り立てる方式(信用度が優秀な大規模海外輸
入者向けの輸出取引に適用)
▪ツー・ファクター・システム (Two-Factor System： 提携方式) 輸入国のファク
タリング会社を通して海外輸入者の信用リスクを引き受け、輸出代金を取り立
てる方式(中小規模の海外輸入者向け輸出取引に適用)
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決済期間2年未満の信用状または無信用状方式の輸出取引で発生した輸出為替手
形を買い取ることで金融支援を行う。

買取条件

▪対象手形：信用状方式、または無信用状方式 (D/A、D/P、O/Aなど) の 輸出取引
で発生する輸出為替手形
▪金額：1件あたり5万米ドル以上
▪期間：90日～ 2年
▪利子 (先取り)：Libor + 加算率(取引形態、信用格付、担保別等級適用)
▪運用方式：回転限度方式* (取引件別取扱も可能)

フォーフェ
イティング
(Forfaiting）

決済期間が2年未満の期限付き信用状方式、または外国銀行の保証が伴う無信用
状方式の輸出取引のもとで発行された輸出為替手形を無遡及 (Without Recourse)
条件で買い取ることで金融支援を行う。

買取条件

▪対象企業：1年以上の同種品目の製造経験および輸出実績の保有企業、または同
一輸入者と過去１回以上取引を行った企業
▪金額：1件当たり1万米ドル～5千万米ドル
▪期間：30日 ～ 2年
▪割引率：Libor + 加算率 (国家別、銀行別に等級適用)

* 一定の限度内で与信が実施された後、資金が返済されると、返済された分だけ限度金額が増える方式を意味する。
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信用状の確認
(L/C Confirmation)

発展途上国所在の銀行が発行する信用状に対し輸出入銀行が輸出代金の決済を確
約する制度

対象条件

▪対象信用状： 取消不能一覧払い信用状および期限付き信用状
▪金額：5千万米ドル以下
▪手数料率：輸出入銀行の所定料率(国家別、銀行別に等級適用)
▪対象銀行および輸出者の条件はフォーフェイティングと同一
▪申し込み対象：信用状の開設銀行、または輸出者

貿易手形の再割引

市中銀行の輸出入企業向け貿易関連為替手形の買取および輸入ユーザンスの支援
実績に基づき、輸出入銀行が市中銀行に資金支援を行うことで、市中銀行を通して
輸出企業を支援する。

貿易金融
リファイナンス

市中銀行の輸出中小企業向け貿易金融の支援実績に基づき、輸出入銀行が市中銀
行に資金支援を行うことで、市中銀行を通して輸出中小企業を支援する。

支援対象

▪市中銀行の輸出中小企業向け貿易金融の取扱実績
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3. 保証

債務保証

輸出入銀行は支援対象の取引に対し、資金を貸し出す国内外の金融機関に対して
借主の債務不履行時に、輸出入銀行が該当金融機関の貸出金を代わりに返済する
ことを保証する。
保証対象

該当貸出取引および借主の特性などにより、信用または適格支払保証機関の支払
保証書、不動産、有価証券などを通して債権保全処置をとってから貸し出す。
保証条件

保証依頼人
▪国内企業、外国政府、国内外の金融機関、または外国人
保証の受益者
▪国内外の金融機関、または外国人
保証金額
▪保証対象貸出の元本とその利子を合計した金額の範囲内
保証料率
▪対内債務保証は保証対象の取引リスクなどを考慮して等級適用し、対外債務保
証はOECD公的輸出信用アレンジメントに従い適用
保証期間
▪債務保証の対象取引、期間、性格および保証依頼人の信用格付けにより適切な期
間を設定
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輸出取引関連の
履行保証

輸出入、海外投資および海外資源開発などと関連した受注、事業進行などに必要な
各種の履行保証を支援する。

保証区分

▪入札保証 (Bid Bond)
▪前払い保証 (Advance Payment Bond)
▪契約履行保証 (Performance Bond)
▪瑕疵担保保証 (Maintenance Bond)
▪その他の履行保証

保証条件

▪保証金額(期間)：保証対象取引の入札案内書または契約書で要求する金額 (期間)
範囲内
▪保証料率：基準保証料率 + 加算率
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4. 債券業務

韓国輸出入銀行法第18条第1項 (第1号～第9号) の規定に基づき、資金の貸出を受ける
ことのできる者が貸出の代わりにその資金を債券発行を通して調達する場合、その債
券の募集・引受および投資 (以下、
「引受」という) または保証を行い、支援する。

引受および
保証対象

引受および保証対象債券

引受および
保証条件

引受および保証金額

▪輸出入銀行からの資金貸出を受けることのできる者が借入の代わりに発行する債券

▪引受金額：債券発行の目的に該当する貸出の種類による貸出可能金額内
▪保証金額：保証対象債券の元本と利子を合わせた金額内
引受および保証期間
▪債券の発行目的に該当する貸出の種類、債券発行者の信用度などを勘案した期間
債券の表示通貨
▪債券引受：制限なし
▪債券保証：米ドル、ユーロ、円以外の通貨。ただし、債券が私募発行されたり、
債券発行者が中小企業の場合、米ドル、ユーロ、円も可能。
券引受収益率および保証料率
▪債券引受収益率：債券の表面利子率+諸手数料率
▪債券保証料率
- 債券発行者が国内企業 (親企業が連帯保証をする場合を含む) の場合：保証対象
券のリスクなどを勘案して等級適用
- 債券発行者が外国政府、外国人、または外国金融機関の場合：OECD公的輸出信
用アレンジメントに従い適用

23

韓国輸出入銀行 業務案内

5. 輸入支援金融

輸入資金貸出

国家経済の観点から長期かつ安定的確保が必要、または適期輸入が必要な主要資
源および商品の輸入取引を支援

貸出条件

支援対象品目
▪先端技術および製品
▪鉄、銅、アルミニウム、合金鋼など主要鉱物資源および半製品
▪原油、天然ガス、LPGなどのエネルギー資源と木材、パルプなどの天然資源
▪新再生可能エネルギー関連の原材料、製品および技術
▪その他、国家経済の観点から適期輸入を要する主要資源および商品
貸出金額
▪輸入所要資金総額の80%範囲内 (中小企業：90%範囲内) ただし、輸出入銀行で
輸入信用状を開設する場合、輸入金額の100%以内
貸出通貨
▪韓国ウォン、または外貨
貸出金利
▪基準金利+加算率 (信用格付けおよび担保などにより等級適用)
貸出期間
▪主要資源および商品：2年以内
▪施設材：10年以内 (固定資産耐用年数の範囲内)
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6. 海外投資および資源開発への支援金融

海外投資資金貸出
および海外事業
資金貸出

海外投資資金貸出
国内企業が海外投資を行ったり、外国に国産設備を貸与する時に必要な資金を国
内企業を対象に長期にわたって支援
海外事業資金貸出
国内企業が海外で営む事業の設備新設や拡充、または運営に必要な資金を国内企
業を対象に長期にわたって支援
貸出条件

対象企業
▪海外投資資金貸出：投資予定の業種に対する事業経歴3年以上の海外投資事業
を推進する国内企業
▪海外事業資金貸出：外国で現地法人を設立せず、海外事業を行う国内企業
貸出金額
▪大企業：所要資金の80%範囲内
▪中小企業および中堅企業向けと知識経済部*告示の先端技術習得のための貸出：
所要資金の90%範囲内
▪資源開発事業：所要資金の100%範囲内 (企業規模を問わず)
貸出通貨
▪外貨、または韓国ウォン
貸出金利
▪基準金利+加算率 (信用格付けおよび担保などにより等級適用)
貸出期間
▪30年以内 (据置期間3 ～ 5年以内を含む)

* 部は日本の省に該当。知識経済部は日本の経済産業省に当たる。
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外国法人に対する
事業資金貸出

国内企業の海外子会社および孫会社が海外で行う事業の設備新設や拡充、または
運営に必要な資金を外国法人に直接支援
貸出条件

対象企業

貸出金額

▪国内企業の海外子会社および孫会社

▪所要資金の100%範囲内

貸出金利

貸出通貨

▪基準金利+加算率 (信用格付けおよび担保
などにより等級適用)

▪外貨、または韓国ウォン

貸出期間
▪施設資金・直接投資資金：30年以内
(据置期間3 ～ 5年以内）
▪運営資金：3年以内

外国政府などに対
する出資資金貸出

国内企業が出資した外国法人に対し、出資（劣後ローンなど準資本金性格の貸与
も含む)を行う外国政府または外国人にこれに必要な資金を支援
貸出条件

対象者
▪国内企業が出資した外国法人に対し出資を行う外国政府または外国人
貸出金額
▪所要資金の90%範囲内 (必要なときには100%範囲内)
貸出通貨
▪外貨、または韓国ウォン
貸出金利
▪基準金利 + 加算率 (信用格付けおよび担保などにより等級適用)
貸出期間
▪30年以内 (据置期間3 ～ 5年以内を含む)
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海外資源開発事業を行う国内企業または国内企業が出資した外国法人が現地で行
う事業の全ての段階(探査、開発、生産など)において必要な資金を支援

貸出条件

対象事業
▪大韓民国の国民が国外で単独、または外国人と合弁で海外資源を開発(探査、開
発、生産)する事業
▪海外資源を開発する外国人に開発資金を融資し、開発された資源の全部、または
一部を輸入する事業
▪大韓民国の国民や大韓民国国民が出資した外国法人が海外資源開発事業に資源
の購入契約者として参加する事業
対象企業
▪国内企業 (海外資源開発事業を行ったり、海外資源開発事業の遂行能力が認めら
れる国内企業)
▪国内企業が出資した外国法人 (国内企業の持分率が10%以上)
▪外国の海外資源開発事業者 (国内企業や現地法人が海外資源開発事業の長期購
入契約者として参加する場合)
▪外国政府または外国法人 (国内企業の現地法人に出資する外国政府または外国
法人)

M&A Financing

▪LBO (レバレッジド・バイアウト) 方式の貸出(被買収会社の資産を先順位担保に
して貸出す)
▪その他、株式・資産および営業譲渡・譲受けと関連した貸出
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金融諮問

輸出、海外投資、海外資源開発および海外における買収合併(M&A) などのためのカス
タマイズ型金融諮問サービスを提供
営業部署との協業を通じて総合金融パッケージを提供
- 与信部署は貸主(Lender ) として資金を提供し、金融諮問室は事業主のための金融諮問
(Financial Advisor)、または金融斡旋(Mandated Lead Arranger) などのサービスを提
供して事業を支援する。

主要業務

金融諮問(F/A)業務
▪プロジェクト契約のBankability審査
▪資金調達計画(Financing Plan) の確立
▪財務モデル(Financial Model) の作成(投資者用、貸主団用)
▪コンサルタント選定支援(法律、市場、技術、環境、保険、財務モデルなど)
▪主要金融機関募集のための書類作成 (Preliminary Information Memorandum、
Request for Proposal など)
▪金融協議案(Term Sheet) 作成
▪MLA(金融斡旋機関 ) とシンジケーションを推進、Road Show
▪貸主団と金融契約協議など
金融斡旋(MLA) 業務
▪金融提案パッケージ (Information Memorandum) 作成および貸出参加銀行を募集
▪財務モデルの検証および金融契約・担保契約・プロジェクト契約の実査
▪事業主との交渉時、貸出参加銀行の代表＆貸主団間の利害関係調整
重点支援事業
▪発展途上国で推進する投資開発型プロジェクト
▪入札参加型プロジェクト(民間事業主が推進する発電事業、淡水化事業など)
▪政府間経済協力方策によるプロジェクト (G-to-G)
▪国内公企業の海外進出(投資)事業
▪EDCFと輸出入銀行の資金を連携させた複合金融事業
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その他の
重点推進事業

韓国型ヒドゥン・チャンピオン (Hidden Champion) 育成事業
事業概要

10年間(2010年 ～ 19年) 韓国型ヒドゥン・チャンピオン* 100社を育成して韓国経済の
基盤を強固なものにし、輸出の国民経済への貢献をさらに高めるために進めている輸出
入銀行の核心事業

共生発展プログラム (Global PaSS Program)
事業概要

政府が進めている大企業・中小企業が共に成長する、同伴成長政策に積極的に参加し、
中小・中堅企業に実質的な支援ができるように、輸出入銀行と大企業が協力して中小・
中堅企業を支援する金融プログラム。同プログラムは① 海外同伴進出パートナーシッ
プ・プログラムと② 輸出中小・中堅企業共生プログラムで構成されている。
Global PaSS
▪海外に大企業と共に進出する中小企業のためのグローバル・パートナーシップ
(Partnership in Overseas Business)
▪技術力を備えた新成長中小企業を持続的新成長企業として育成
(Sustainable Growth with SMEs)
▪恵まれない社会層に配慮した「希望のシード(Seed)」

* 輸出 3億ドル以上で世界市場のマーケット・シェア 5位以内、または売上 1兆ウォン以上で輸出比重50%以上のグロー
バル中堅企業
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対外経済協力基金
(Economic Development Cooperation Fund)

発展途上国の産業化および経済発展を支援し、韓国と発展途上国との経済交流を増進
させるために1987年に作られた政策基金
EDCFは主に発展途上国の経済・社会インフラ建設を支援し、公的開発援助(Official
Development Assistance: ODA) のうち、元利金を返済してもらう譲許的融資
(Concessional Loan)に該当する。

運用組織
および体系

EDCFの運用主体は企画財政部で、借款事業の決定を含め、すべての業務を総括してい
る。韓国輸出入銀行は政府からの委託をうけ、EDCF の運用・管理に関する実務*を代
行している。

基金運用委員会
基金政策審議

主務官庁

企画財政部

外交通商部

基金業務協議

基金運用管理主体

対外窓口

韓国輸出入銀行
基金業務政府受託

* 基金の運用および管理、支援要請事業に関する審査、借款契約の交渉および締結、融資の実行および事後管理、支援
業務の管理など
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事業支援の要請 → 現地審査 → 事業承認 → 承認通知 → 政府間交渉締結
→ 借款契約の交渉および締結 → コンサルタント雇用 → 購買 → 資金支出 → 事後管理

支援形態

発展途上国政府または法人に対する借款
▪開発事業借款 (Development Project Loan)：上下水道設備、病院、環境設備、交通、通
信施設など、発展途上国の経済発展の基礎になる社会間接資本施設の建設に使われる
資金を支援
▪資機材型借款 (Equipment Loan)：開発事業の遂行に必要な資機材の調達に使われる
資金を支援
▪PPP借款 (Public Private Partnership Loan)：民間事業の実施のために必要な資金を発
展途上国政府、または別途設立された法人 (民間資本事業法人) 向けに支援
▪ツー・ステップ・ローン (Two-step Loan)：発展途上国の金融機関に信用限度を設定
し、それぞれの最終受益者が必要とする資機材を韓国から輸入する際、設定された限
度内で資金支援
▪商品購入借款 (Commodity Loan)：発展途上国の緊急な国際収支支援および国内経済
の安定のために物資を韓国から輸入するときに必要な資金を支援
民間資本事業法人への出資：発展途上国の開発効果および発展途上国との経済協力増
進効果が大きいと認められる場合、PPP借款と連携して民間の事業法人に出資
集合投資スキーム (Collective Investment Scheme) への出資：発展途上国の開発効果お
よび発展途上国との経済協力増進効果が大きいと認められる場合、投資の成
(収益) を出資者に配当する構造で設立される集合投資スキームに出資
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支援条件

支援対象国を所得水準によって5つのグループに分け、各グループごとに異なる金利
と返済期間を設定し、毎年、世界銀行の所得階層別分類の変更に従い所属グループの
見直しを行う。
▪Ⅰグループ：国連分類最貧国
▪Ⅱグループ：最貧国を除いた 1人当りGNI 1,005ドル以下の国
▪Ⅲグループ：1人当りGNI 1,005 ～ 1,915ドルの国
▪Ⅳグループ：1人当りGNI 1,915 ～ 3,975ドルの国
▪Ⅴグループ：1人当りGNI 3,975 ～ 6,925ドルの国
標準支援条件は下記の通り。同範囲内で国家グループごとに異なる金利および返済期
間設定
区分

対発展途上国借款

融資限度

総事業費用の範囲内
(ただし、最貧国以外の国に対するアンタイドロ
ーンは85%以内)

利子率

年 0.01 ～ 2.5%

返済期間

40年以内

据置期間

15年以内

元本返済 方法

年 2回定期分割

利子徴収 方法

6ヶ月毎後取り

担保

- 借主 (Borrower) が中央政府または中央銀行の場合：担保免除
- 借主が地方自治体または法人の場合：中央政府、中央銀行または
国際開発金融機関の支払保証
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南北協力基金
(Inter-Korean Cooperation Fund)

南北相互交流と協力事業への支援を通じて交流協力を促進し民族共同体の回復に貢献
するために設置された基金。韓国政府の対北韓政策推進を下支えする財政的手段であ
り、民間の交流協力基盤造成のための支援手段でもある。

関連機関

南北交流協力推進 協議会
▪食糧、肥料支援など主要事業の支援方針の審議・議決
▪基金支援と関連した法令および規定の制定・改定
▪基金運用計画および基金決算報告審議
統一部
▪基金支援のための関係省庁間協議および支援方針決定
▪基金支援関連法令および規定の制定・改定 (案) 作成
▪基金運用計画 (案)および決算報告書 (案) 作成
韓国輸出入銀行
▪基金の管理 (会計・決算・評価、余裕資金の運用)
▪支援要請事業に対する相談および審査
▪支援資金の執行および事後管理

主要 支援 方式

無償支援
▪人的往来の支援 (金剛山訪問、南北サッカー交流試合など)
▪社会文化協力事業の支援 (キョレマル*大辞典編纂、満月台**発掘など)
▪離散家族交流支援 (離散家族訪問、面会所建設など)
▪北韓への人道的支援 (食糧、肥料、緊急救護支援など)
▪交流協力基盤造成事業を支援 (開城工業団地基盤施設など)

* キョレマル大辞典編纂：キョレは韓国語で同胞、我が民族の意味。マルは言葉という意味
** 高麗の王宮跡
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有償支援
▪対北韓借款 (食糧借款、資材装備借款、軽工業原材料借款)
▪軽水炉事業 (KEDO) への貸出
▪経済協力事業資金貸出(開城工業団地、金剛山などへの投資)
▪搬出・搬入資金貸出(農水産物搬入、衣類賃加工など)
▪特別経済交流協力資金貸出 (北韓と交易 が中断される場合、北韓と交易をしている
韓国企業が被害を被ることがないよう、緊急経営安定を支援)
保険
▪経済協力事業保険 (開城工業団地に入居して製造業を行ったり、金剛山観光事業など
を行なっている韓国企業が対象)
▪交易保険 (農水産物搬入、衣類賃加工など)

支援の手続き
相談・申込み・受付
(無償・借款：統一部、
貸出・保険：
韓国輸出入銀行)

事業審査および検討
(韓国輸出入銀行)

関係省庁間協議
(統一部)

資金執行・事後管理・
決算・評価
(韓国輸出入銀行)

支援方針の決定
(統一部)

南北交流協力推進協議会
審議・議決
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本店
代表電話： (82-2) 3779-6114
〒 150-996 ソウル市永登浦区銀行路38 (汝矣島洞16-1)
グリーン成長金融部
発電、淡水、新再生可能エネルギーおよび
環境配慮型事業などへの金融支援
電話番号 : (82-2) 3779-5373, 6394
ファックス番号 : (82-2) 3779-6751
原発金融室
原子力発電事業に関する金融支援
電話番号 : (82-2) 3779-6466
ファックス番号 : (82-2) 3779-6751
未来産業金融室
先端融合産業、知識・文化
コンテンツ分野への金融支援
電話番号 : (82-2) 3779-5266, 5265
ファックス番号 : (82-2) 3779-6779
資源金融部
海外資源開発のための企
業金融およびPF方式の金融支援
電話番号 : (82-2) 3779-6439, 6445
ファックス番号 : (82-2) 3779-6775
船舶金融部
船舶輸出および外航船舶関連
の金融支援
電話番号 : (82-2) 3779-6333, 6328
ファックス番号 : (82-2) 3779-6745

プラント金融部
Oil & Gas、インフラ輸出関 連金融支援
電話番号 : (82-2) 3779-6407, 6410
ファックス番号 : (82-2) 3779-6747
海外建設金融室
海外建設工事保証
電話番号 : (82-2) 3779-6376
ファックス番号 : (82-2) 3779-6748
転貸金融室
転貸資金貸出、ツー・ステップ複合金融
電話番号 : (82-2) 3779-6373, 6370
ファックス番号 : (82-2) 3779-6746
中小企業金融部
中小・中堅企業の包括輸出金融、輸出中小
企業向け特例信用貸出、短期輸出資金
貸出、輸入資金貸出
電話番号 : (82-2) 3779-6303, 6919
ファックス番号 : (82-2) 3779-6744
ヒドゥン・チャンピオン事業室
ヒドゥン・チャンピオン育成事業
電話番号 : (82-2) 3779-5298
ファックス番号 : (82-2) 3779-6722
海外投資金融部
海外投資関連貸出、海外M&A、金融斡旋
電話番号 : (82-2) 3779-6429, 6431
ファックス番号 : (82-2) 3779-6749

貿易金融部
輸出為替手形の買取、フォーフェイティン
グ、ファクタリング、輸入資金貸出支援
電話番号 : (82-2) 3779-6468, 6697
ファックス番号 : (82-2) 3779-6764
金融諮問部
輸出、海外投資、海外資源開発および海外
における買収合併(M&A)などのための金融諮
問サービスを提供
電話番号 : (82-2) 3779-5256
ファックス番号 : (82-2) 3779-6721
対外経済協力基金 (Economic Development
Cooperation Fund)
アジア部
電話番号 : (82-2) 3779-6590
ファックス番号 : (82-2) 3779-6756
中南米·アフリカ部
電話番号 : (82-2) 3779-6594
ファックス番号 : (82-2) 3779-6757, 6780
南北協力基金
(Inter-Korean Cooperation Fund)
電話番号 : (82-2) 3779-6628
ファックス番号 : (82-2) 3779-6758

国内支店
首都圏

嶺南圏

湖南圏

仁川支店
仁川広域市南洞区インジュ大路585
シティ銀行仁川本部ビル 15階
電話番号 : (82-32) 235-6114
ファックス番号 : (82-32) 442-6121

釜山支店
釜山広域市釜山鎭区 中央大路721
ウリ投資証券ビル6階
電話番号 : (82-51) 817-5050
ファックス番号 : (82-51) 817-6060

光州支店
光州広域市東区錦南路224
スタンダードチャータード銀行ビル 7階
電話番号 : (82-62) 232-6944
ファックス番号 : (82-62) 232-6946

水原支店
京畿道水原市霊通区光敎路 107
京畿中小企業綜合支援センター 9階
電話番号 : (82-31) 259-6600
ファックス番号 : (82-31) 259-6609

大邱支店
大邱広域市壽城区達句伐大路
2424 三星証券ビル13階
電話番号 : (82-53) 754-1021
ファックス番号 : (82-53) 754-1020

全州支店
全羅北道全州市完山区オンゴウル路1
大韓教員共済会館ビル10階
電話番号 : (82-63) 271-6134
ファックス番号 : (82-63) 271-6139

中部圏
大田支店
大田広域市西区ハンバッ大路797
キャピタルタワー16階
電話番号 : (82-42) 489-9715
ファックス番号 : (82-42) 489-9716
淸州支店
忠清北道淸州市興德区プンサン路 50
中小企業支援センター 6階
電話番号 : (82-43) 237-0475
ファックス番号 : (82-43) 237-0476

昌原支店
慶尚南道昌原市義昌区
中央大路 257 慶南貿易会館 5階 501号
電話番号 : (82-55) 287-6830
ファックス番号 : (82-55) 287-6831
蔚山支店
蔚山広域市南区サムサン路
197トンヤン綜合金融証券ビル 5階
電話番号 : (82-52) 274-5276
ファックス番号 : (82-52) 274-5278
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海外事務所
海外事務所
アジア/中東
東京
Rm. 1904, 19th Fl., Hibiya Daibiru,
1-2-2 Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0011, Japan
電話番号 : (81-3) 3580-8702
ファックス番号 : (81-3) 3580-8705
北京
Office C-716, Beijing Lufthansa Centre,
50 Liangmaqiao Road, Chaoyang District,
Beijing 100016, China
電話番号 : (86-10) 6465-3371
ファックス番号 : (86-10) 6463-7116
上海
Rm. 1203, Aetna Tower, No.107,
Zunyi Road, Shanghai, 200051, China
電話番号 : (86-21) 6237-5561~2
ファックス番号 : (86-21) 6237-5563
ニューデリー
901, 9th Fl., Eros Corporate Tower,
Nehru Place, New Delhi 110019, India
電話番号 : (91-11) 4168-8720~2
ファックス番号 : (91-11) 4168-8723
タシュケント
14C-04, International Business Center,
107-B, Amir Temur Street,
Tashkent 100084, Uzbekistan
電話番号 : (998-71) 238-9288
ファックス番号 : (998-71) 238-9218
ハノイ
8th Floor, Daeha Business Center, 360
Kim Ma Str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam
電話番号 : (84-4) 3771-7009
ファックス番号 : (84-4) 3771-7010
マニラ
10/F Pacific Building, Sen. Gil Puyat Corner Makati
Avenues 1200, Makati City, Philippines
電話番号 : (63-2) 864-0624
ファックス番号 : (63-2) 864-0625
ジャカルタ
Manara Mulia Tower Suite 2007 JL,
Jend Gatot Subroto Kav. 9-11, Jakarta 12930
電話番号 : (62-21) 525-7261
ファックス番号 : (62-21) 525-7260

ドバイ
P.O. Box 482038, The Gate, 4th Floor, West,
Tenancy A2, DIFC, Dubai, UAE
電話番号 : (971-4) 362-0852
ファックス番号 : (971-4) 362-0851
イラン駐在員事務所
Embassy of the Republic of Korea
No. 18, West Daneshvar St., Sheikhbahai Ave.
Vanak Squ. Tehran, Iran
電話番号 : (98-21)8805-4900
ファックス番号 : (98-21)8806-5301
米州
ニューヨーク
460 Park Ave. 8th Fl., New York,
NY 10022, U.S.A
電話番号 : (1-212) 355-7280, 7282
ファックス番号 : (1-212) 308-6106
ワシントン
1300 L Street, N.W. Suite 825,
Washington D.C. 20005, U.S.A.
電話番号 : (1-202) 408-8838～9
ファックス番号 : (1-202) 408-7858
メキシコシティ
Hamburgo 213, Torre Summa, piso 12,
Col. Juarez, Del. Cuauhtemoc, C.P. 06600,
Mexico D.F., Mexico
電話番号 : (52-55) 5511-8445
ファックス番号 : (52-55) 5511-8472
サンパウロ
Av. Paulista, 1439 cj. 142, CEP 01311-200,
C, Cesar-Sao Paulo, Brasil
電話番号 : (55-11) 3283-3021
ファックス番号 : (55-11) 3287-0548
欧州
モスクワ
Office Building 1704A, World Trade Center
Entr.3, 12 Krasnopresnenskaya Nab.,
123610, Moscow, Russia
電話番号 : (7-495) 258-2366
ファックス番号 : (7-495) 258-2368
パリ
36 Avenue Hoche, 75008 Paris, France
電話番号 : (33-1) 4421-8402
ファックス番号 : (33-1) 4421-8315

ポーランド 駐在員事務所
Korea Trade Center, 21st Fl.
Warsaw Financial Center ul.
Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, Poland
電話番号 : (48-22) 520-6248
ファックス番号 : (48-22) 520-6249

海外現地法人
輸出入銀行 イギリス銀行
KEXIM BANK (UK) LIMITED
3rd Floor, Moorgate Hall 155 Moorgate
London EC2M 6XB, United Kingdom
電話番号 : (44-20) 7562-5500
ファックス番号 : (44-20) 7588-3642
輸出入銀行 インドネシア金融会社
PT. KOEXIM MANDIRI FINANCE
Menara Mulia Tower Suite 2007 JL, Jend Gatot
Subroto Kav. 9-11, Jakarta 12930, Indonesia
電話番号 : (62-21) 525-7261
ファックス番号 : (62-21) 525-7260
輸出入銀行 ベトナムリース金融会社
KEXIM Vietnam Leasing Co., Ltd.
9th Floor, DIAMOND PLAZA Bldg.,
34 Le Duan Street. Dist 1, Ho Chi Minh City,
Vietnam
電話番号 : (84-8) 3825-7000
ファックス番号 : (84-8) 3823-0854
輸出入銀行 亜州金融有限公社
KEXIM Asia, Ltd.
Suite 3501, 35/F, Jardine House,
1 Connaught, Central, Hong Kong
電話番号 : (85-2) 2810-0182
ファックス番号 : (85-2) 2810-4460

EDCF駐在員設置国
タンザニア
P.O.Box 1154, Office No. 301/302, 2nd
Fl., Village Walk Plaza, Oysterbay
Dar es Salaam, Tanzania
電話番号 : (255-22) 260-2637
ファックス番号 : (255-22) 260-2619
コロンビア
Calle 94 No. 9-39 Bogota, Colombia
電話番号 : (57-1) 616-7200 (ext: 229)
ファックス番号 : (57-1) 610-0338
南アフリカ共和国
18th Fl., Sandton City Office Tower,
Corner Rivonia Road & 5th Street, Sandton,
P.O.Box 786703, Sandton City 2146,
South Africa
電話番号 : (27-11) 784-0193
ファックス番号 : (27-11) 784-0622

本店の住所 : 〒 150-996 ソウル市永登浦区銀行路38 (汝矣島洞16-1)
電話番号 : +82-2-3779-6114
ファックス番号 : +82-2-784-1030
SWIFT : EXIKKRSE
www.koreaexim.go.kr

