
法人全体 財 産 目 録
平成29年3月31日現在

（公財）くまもと産業支援財団

（単位：円）

場所・物量等 　使用目的等 金　　額

(流動資産) 普通預金 肥後銀行県庁支店 運転資金として 477,322,448

熊本銀行本店営業部 運転資金として 3,160,270

商工中金熊本支店 運転資金として 9,693

大和ﾈｸｽﾄ銀行ﾀﾞｲｺｸ支店 運転資金として 17,351,838

割賦設備 設備貸与事業１１件 公１ 設備投資資金等支援事業 26,757,000

未収割賦設備償還金 設備貸与事業　１件 公１ 設備投資資金等支援事業 16,154,000

未収損害賠償金 設備貸与事業　１件 公１ 設備投資資金等支援事業 9,402,883

単県貸与事業　２件 公１ 設備投資資金等支援事業 31,982,288

未収割賦損料 設備貸与事業　１件 公１ 設備投資資金等支援事業 680,000

未収リース料 設備貸与事業　１件 公１ 設備投資資金等支援事業 650,000

未収金 未収受託料・国
公１ 中小企業・小規模事業者ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟ総合支援
事業他１件 48,766,405

　　　〃    国
公２ 新分野進出支援事業（地域ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ創出
促進事業：ﾌｰﾄﾞ健康ｱｲﾗﾝﾄﾞ九州構築事業） 7,499,648

　　　〃    県 公１ ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ施設運営事業他５件 104,817,321

　　　〃　　県
公２ 有機エレクトロニクス産業創出連携促進事業他
１件 18,929,040

未収補助金・国 公１ 中小企業知的財産活動支援事業 3,260,000

　　　〃　　国 公２ 戦略的基盤技術高度化支援事業５件 177,353,194

　　　〃    県 公１ 事業革新支援ｾﾝﾀｰ事業 14,351,000

　　　〃    県 公２ 次世代ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ合金推進体制強化事業 4,354,000

債務保証事業　２件 公１ 設備投資資金等支援事業 34,692,622

ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰﾏｰｸ付与認定審査審査料等 公３ ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰﾏｰｸ付与認定審査事業 10,720,379

法人全体 収益 施設貸与事業未収他 19,126,672

貸倒引当金 設備貸与事業 公１ 設備投資資金等支援事業 △ 22,880,000

単県貸与事業 公１ 設備投資資金等支援事業 △ 31,460,000

前払金 法人全体 法人 ｻｰﾊﾞｰ回線使用料前払金他 261,620

流動資産合計 973,262,321

(固定資産)

基本財産 (株)肥後銀行県庁支店 23,930,000

利付国庫債券（２０年）124回他 660,000,000

特定資産 (株)肥後銀行県庁支店 88,000,000

利付国庫債券（２０年）124回他 600,750,200

(株)肥後銀行県庁支店 50,000,000

国際協力機構債（２０年）33回 100,000,000

(株)肥後銀行県庁支店 166,500,000

利付国庫債券（２０年）124回他 550,000,000

(株)肥後銀行県庁支店 200,000,000

兵庫県公債（２０年）25回 250,000,000

(株)肥後銀行県庁支店 8,988,500

兵庫県公債（２０年）25回 70,000,000

(株)肥後銀行県庁支店 161,360,000

利付国庫債券（２０年）124回他 752,000,000

債務保証事業基金積立資産 (株)熊本銀行本店営業部
公益目的保有財産であり、運用益を公益１の事業に使用し
ている。 47,340,000

代位弁済積立資産 (株)肥後銀行県庁支店 公益１に対する目的財源を積み立てたもの 50,000,000

人材育成事業基金積立資産 (株)肥後銀行県庁支店
公益目的保有財産であり、運用益を公益１の事業に使用し
ている。 64,722,000

運用財産積立資産 (株)肥後銀行県庁支店 公益２に対する運用益を積み立てたもの 10,000,000
運用財産積立資産（設備貸与） (株)肥後銀行県庁支店 公益１の事業に対して積み立てるもの 67,000,000

割賦設備保証金積立資産 (株)肥後銀行県庁支店 公益１の事業保証金として引き当てるもの 13,911,338
(株)肥後銀行県庁支店、(株)大和ネクスト銀行ﾀﾞｲｺｸ支店 22,674,734

利付商工債券（５年）778号 20,000,000

貸倒引当積立資産 (株)肥後銀行県庁支店 22,880,000

貸倒引当（単県）積立資産 (株)肥後銀行県庁支店 26,000,000

共済準備金積立資産 (株)肥後銀行県庁支店 職員の共済支払いに備えたもの 10,507,226
設備貸与借入金返済準備金積立資産 (株)肥後銀行県庁支店 公益１の借入返済に対し引き当てるもの 42,954,000

(株)肥後銀行県庁支店 72,698,033

利付国庫債券（５年）107回 50,000,000

(株)肥後銀行県庁支店 287,000

利付国庫債券（２０年）152回他 2,586,813,850

(株)肥後銀行県庁支店 27,858,750
日本高速道路保有・債務返済機構債（２０年）289回他 16,472,141,250

被災中小企業施設・設備整備支
援事業貸付基金積立資産

(株)肥後銀行県庁支店
公益目的保有財産であり、貸付事業財源として
公益１の事業に使用している。 5,800,000,000

被災中小企業施設・設備整備支
援事業資金積立資産

(株)肥後銀行県庁支店
公益目的保有財産であり、運用益を公益１の事
業に使用している。 2,229,820

バイオ研究開発基金積立
資産

公益目的保有財産であり、運用益を公益２
の事業に使用している

退職給付積立資産
職員13名に対する退職金の支払いに備え
たもの

公益１の事業の貸倒に対して引き当てるも
の

支援事業積立資産 公益１の事業に対して引き当てるもの

夢挑戦ファンド事業基金積
立資産

公益目的保有財産であり、運用益を公益１
の事業に使用している。

被災中小企業施設・設備整備
支援事業基金積立資産

公益目的保有財産であり、運用益を公益１
の事業に使用している。

技術振興基金積立資産
公益目的保有財産であり、運用益を公益２
の事業に使用している

地域産業活性化推進基金
積立資産

公益目的保有財産であり、運用益を公益１
の事業に使用している

地域産業活性化支援基金
積立資産

公益目的保有財産であり、運用益を公益２
の事業に使用している

特定基金積立資産（情報）
公益目的保有財産であり、運用益を公益１
の事業に使用している

貸借対照表科目

基本財産引当資産
定款において定められた財産であり、運用
益を法人の管理、運営の財源として使用し
ている

特定基金積立資産
運用益を法人の管理、運営の財源として使
用している

1 / 2 ページ



法人全体 財 産 目 録
平成29年3月31日現在

（公財）くまもと産業支援財団

（単位：円）

場所・物量等 　使用目的等 金　　額貸借対照表科目

その他固定資産 建物 益城町田原２０８１－１０他 ﾃｸﾉﾎﾟﾘｽｾﾝﾀｰ、電応研、共同棟 440,659,783

建物付属設備 益城町田原２０８１－１０他
電応研付属設備、共同棟付属設備（ｸﾘｰﾝ
ﾙｰﾑ、ﾊﾞｲｵ機器他） 49,992,934

機械装置 益城町田原２０８１－１０ 室内入居ｾｷｭﾘﾃｨ装置 49,334

車両運搬具 益城町田原２０８１－１０ ﾊﾞｯﾃﾘｰ式ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ 1,209,126

工具器具備品 益城町田原２０８１－１０ 大型ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ他 600,068

リース設備 設備貸与事業　５件 公１ 設備投資資金等支援事業 1,235,964

リース資産 益城町田原２０８１－１０ 公１ 被災中小企業施設・設備整備支援事業 8,228,520

土地 益城町田原２０８１－７ 熊大地域共同ｾﾝﾀｰ 388,122,457

借地権 益城町田原２０８１－１０他 県有地借地権 47,341,350

特許権 ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ合金 公２ 共同研究成果事業化支援事業 1,286,118

電話加入権 益城町田原２０８１－１０ 法人 電話096-286-3311他 984,600

出資出捐金 熊本県火災共済協同組合 法人 共済協同組合出資金 201,600

固定資産合計 30,031,458,555

　　  資産合計 31,004,720,876

(流動負債)

未払金 事業費未払金、債務保証１件他 公１ 設備投資資金等支援事業他 33,033,567

事業費未払金 公２ 産学行政連携推進事業他 2,664,874

　〃 公３ ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰﾏｰｸ付与認定審査事業 7,671,913

　〃 収益 施設貸与事業 1,460,714

管理費未払金 法人 管理費用他 53,108,101

熊本県職業能力開発協会他１２社 収益 施設貸与事業入居料他 1,209,404

熊本県住宅供給公社 法人 負担金前受 6,480,000

預り金給与 預り金給与所得税他 法人 職員給与等の源泉税等預り 1,019,009

預り金報酬 預り金報酬源泉 法人 謝金源泉税預り 2,665,654

その他の預り金 担保物件に係る抵当権解除費用他 公１ 設備投資資金等支援事業他 3,180,472

短期借入金 期末運営資金一時借入 500,000,000

一年以内返済予定長期借入金 設備貸与県借入金 公１ 設備投資資金等支援事業 21,445,000

流動負債合計 633,938,708

(固定負債)

設備貸与県借入金 公１ 設備投資資金等支援事業 21,509,000

夢挑戦ファンド事業基金長期借入金 公 １新事業展開支援事業 2,010,000,000

被災中小企業施設・設備整備支援事業長期借入金 公 １新事業展開支援事業 22,300,000,000

共済準備金 法人 職員共済運営資金 10,507,226

被災中小企業施設・設備整備支援事業基金準備金 公１被災中小企業施設・設備整備支援事業 2,229,820

保証金 割賦設備預り保証金１７件 公１ 設備投資資金等支援事業 13,911,338

機械類信用保険預り金 信用保険預かり金１件 公１ 設備投資資金等支援事業 2,952,578

預り敷金 熊本県職業能力開発協会 他１１社 収益 施設貸与事業 2,820,000

リース債務 被災中小企業施設・設備整備支援事業用 公１被災中小企業施設・設備整備支援事業 8,228,520

退職給付引当金 職員１３名分 法人 職員退職金引当 42,674,734

固定負債合計 24,414,833,216

　　  負債合計 25,048,771,924

　　  正味財産

準備金

長期借入金

前受金

5,955,948,952
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