
財　産　目　録
（公財）くまもと産業支援財団

平成30年3月31日現在 （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 526,149,769

熊本銀行本店営業部 運転資金として 4,660,307

商工中金熊本支店 運転資金として 9,369

割賦設備 設備貸与事業　３件 公益 設備投資資金等支援事業 8,698,000

未収割賦設備償還金 設備貸与事業　１件 公益 設備投資資金等支援事業 13,814,000

未収損害賠償金 設備貸与事業　１件 公益 設備投資資金等支援事業 31,462,288

未収リース料 設備貸与事業　１件 公益 設備投資資金等支援事業 100,000

未収金 未収受託料・国
公益 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 44,754,178

　　　〃    県 公益 ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ施設運営事業他８件 99,020,374

未収補助金・国 公益 中小企業知的財産活動支援事業他７件 193,181,752

　　　〃    県 公益 事業革新支援ｾﾝﾀｰ事業 13,794,000

債務保証事業　２件 公益 設備投資資金等支援事業 34,644,622

ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰﾏｰｸ付与認定審査審査料等 公益 ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰﾏｰｸ付与認定審査事業 7,182,004

法人全体 収益 施設貸与事業未収他 4,706,247

未収利息 大和証券他 公益 くまもと産業創出基金事業他 9,333,937

みずほ証券他 法人 基金財産他 5,266,145
一年以内回収予定の長期
貸付金

被災中小企業施設・設備整備支援事業用
公益 被災中小企業施設・設備整備支援事
業 12,840,000

前払金 法人全体 法人 ｻｰﾊﾞｰ回線使用料前払金他 1,703,224

貸倒引当金 設備貸与事業 公益 設備投資資金等支援事業 △ 8,347,000

単県貸与事業 公益 設備投資資金等支援事業 △ 31,460,000

債務保証事業他 公益 設備投資資金等支援事業他２件 △ 26,251,065

法人全体 収益 施設貸与事業未収他 △ 1,245,640

流動資産合計 944,016,511

(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 65,249,800

利付国庫債券（２０年）124回他 600,750,200

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

(株)肥後銀行県庁支店 698,910,500

国際協力機構債（２０年）33回他 1,722,000,000

運用財産積立資産 (株)肥後銀行県庁支店 公益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 公益の事業保証金として引き当てるもの 7,531,447

(株)肥後銀行県庁支店 6,993,876

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 8,347,000

貸倒引当（単県）積立資産 (株)肥後銀行県庁支店 26,520,000

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 7,791,914
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 公益の借入返済に対し引き当てるもの 21,509,000

支援事業積立資産 (株)肥後銀行県庁支店 公益の事業に対して引き当てるもの 122,698,033

(株)肥後銀行県庁支店 143,500

利付国庫債券（２０年）152回他 2,500,000,000
(株)肥後銀行県庁支店 26,392,500
日本高速道路保有・債務返済機構債（２０年）289回他 19,883,607,500

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
公益の事業に使用している。 11,556,770,000

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、運用益を公益の事
業に使用している。 79,007,597

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
の事業に使用している。

くまもと産業創出基金事業
公益目的保有財産であり、運用益を公益
の事業に使用している

退職給付積立資産
職員12名に対する退職金の支払いに備えたも
の

公益の事業の貸倒に対して引き当てるもの

くまもと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
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
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財　産　目　録
（公財）くまもと産業支援財団

平成30年3月31日現在 （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 長期貸付金 被災中小企業施設・設備整備支援事業貸付金 公益 被災中小企業施設・設備整備支援事業 587,137,000

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 430,668,619

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）他 26,585,822

機械装置 益城町田原２０８１－１０ 室内入居ｾｷｭﾘﾃｨ装置 39,468

車両運搬具 益城町田原２０８１－１０ 公用車２台 604,564

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 2,487,290

リース資産 益城町田原２０８１－１０ 公益 被災中小企業施設・設備整備支援事業他 20,793,672

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 公益 共同研究成果事業化支援事業 930,810

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

出資金 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 39,671,050,119

　　  資産合計 40,615,066,630

(流動負債)

事業費未払金、債務保証１件他 公益 設備投資資金等支援事業他 54,388,093

管理費未払金 法人 管理費用他 3,281,810

前受金 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 1,158,364

預り金 担保物件に係る抵当権解除費用他 公益 設備投資資金等支援事業他 6,123,257

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 夢挑戦ファンド事業基金借入金、設備貸与県借入金他 公益　新事業展開支援事業、公益 設備投資資金等支援事業 2,036,456,000

一年以内支払予定リース債務 被災中小企業施設・設備整備支援事業用他 公益 被災中小企業施設・設備整備支援事業他 6,175,440

賞与引当金 職員12名に対する賞与の支払いに備えたもの 6,620,377

流動負債合計 2,614,203,341

(固定負債)

設備貸与県借入金 公益 設備投資資金等支援事業 8,070,000

被災中小企業施設・設備整備支援事業長期借入金 公益 新事業展開支援事業 32,054,977,000

被災中小企業施設・設備整
備支援事業基金準備金

被災中小企業施設・設備整備支援事業 公益 被災中小企業施設・設備整備支援事業 79,007,597

共済準備金 職員共済運営資金 法人 職員共済運営資金 7,791,914

受入保証金 割賦設備預り保証金１７件 公益 設備投資資金等支援事業 7,531,447

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 3,042,750

リース債務 被災中小企業施設・設備整備支援事業用他 公益 被災中小企業施設・設備整備支援事業他 14,618,232

退職給付引当金 職員１２名分 法人 職員退職金引当 26,993,876

固定負債合計 32,202,032,816

　　  負債合計 34,816,236,157

　　  正味財産 5,798,830,473

長期借入金

未払金
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