財 産 目 録
（公財）くまもと産業支援財団
平成31年3月31日現在
貸借対照表科目

場所・物量等

（単位：円）
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

熊本銀行本店営業部

運転資金として

商工中金熊本支店

運転資金として

割賦設備

設備貸与事業 １件

公益 設備投資資金等支援事業

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3件

〃

県

未収補助金・国
〃

未収利息

県

公益 ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ施設運営事業他7件
公益 中小企業知的財産活動支援事業他8件

公益 事業革新支援ｾﾝﾀｰ事業

債務保証事業 ２件

公益 設備投資資金等支援事業

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

法人全体

収益 施設貸与事業未収他

大和証券他

公益 くまもと産業創出基金事業他

みずほ証券他

法人 基金財産他

一年以内回収予定の長期
公益 被災中小企業施設・設備整備支援事
被災中小企業施設・設備整備支援事業貸付金
貸付金
業
前払金
貸倒引当金

法人全体

公益 監査報酬代前払金他

法人全体

法人 ｻｰﾊﾞｰ回線使用料前払金他

債務保証事業他

公益 設備投資資金等支援事業他２件

法人全体

収益 施設貸与事業未収他

(株)肥後銀行県庁支店

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

流動資産合計

527,246,171
2,960,348
5,805
1,113,000
41,803,463
93,962,400
199,110,068
13,794,000
34,596,622
10,254,872
1,744,569
6,450,458
5,266,145
96,358,000
1,499,884
113,610
△ 26,478,765
△ 1,245,640
1,008,555,010

(固定資産)
基本財産
特定資産

基本財産引当資産
特定基金積立資産
代位弁済積立資産

利付国庫債券（２０年）124回他
(株)肥後銀行県庁支店
利付国庫債券（２０年）124回他

運用益を法人の管理、運営の財源として使
用している

(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

くまもと産業創出基金積立 (株)肥後銀行県庁支店
資産
国際協力機構債（２０年）33回他

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

運用財産積立資産

公益に対する運用益を積み立てたもの

(株)肥後銀行県庁支店

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

(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

(株)肥後銀行県庁支店
利付商工債券（５年）778号

職員12名に対する退職金の支払いに備えたも
の

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

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

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

割賦設備保証金積立資産

退職給付積立資産

くまもと夢挑戦ファンド事業 (株)肥後銀行県庁支店
基金積立資産
利付国庫債券（２０年）152回他

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。

公益目的保有財産であり、運用益を公益の
被災中小企業施設・設備整備 (株)肥後銀行県庁支店
支援事業基金積立資産
日本高速道路保有・債務返済機構債（２０年）289回他 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。

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。

23,930,000
660,000,000
88,000,000
578,000,000
50,000,000
698,910,500
1,722,000,000
10,000,000
67,000,000
1,117,638
11,320,640
20,000,000
7,519,935
8,070,000
116,243,169
40,000,000
450,000,000
24,926,250
19,885,073,750
7,297,396,000
143,584,740
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財 産 目 録
（公財）くまもと産業支援財団
平成31年3月31日現在
貸借対照表科目
その他固定資産 長期貸付金

場所・物量等

（単位：円）
使用目的等

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

金

額

4,706,421,000
245,103,377

建物

益城町田原２０８１－１０他

ﾃｸﾉﾎﾟﾘｽｾﾝﾀｰ、電応研

建物付属設備

益城町田原２０８１－１０他

電応研付属設備他

機械装置

益城町田原２０８１－１０

室内入居ｾｷｭﾘﾃｨ装置

車両運搬具

益城町田原２０８１－１０

公用車２台

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

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

土地

益城町田原２０８１－７

熊大地域共同ｾﾝﾀｰ

ソフトウェア

益城町田原２０８１－１０

公益 ｽﾏｰﾄものづくり応援隊事業

借地権

益城町田原２０８１－１０他

県有地借地権

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

716,991

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

21,123,557
29,602
302,282
3,510,356
14,618,232
388,122,457
188,100
47,341,350

固定資産合計

37,331,756,126

資産合計

38,340,311,136

(流動負債)

26,934,851

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

管理費未払金

法人 管理費用他

8,766,563

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

1,215,364

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

6,691,372

短期借入金

(株)肥後銀行県庁支店

期末運営資金一時借入

一年以内返済予定長期借入金

設備貸与県借入金他

公益 設備投資資金等支援事業

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

5,379,912

賞与引当金

職員19名に対する賞与の支払いに備えたもの

7,766,786

被災建物撤去費用引当金 共同研究棟及び附属設備

被災建物撤去費用の支払いに備えたもの

未払金

500,000,000
99,651,000

60,000,000
716,405,848

流動負債合計
(固定負債)

2,225,000

設備貸与県借入金

公益 設備投資資金等支援事業

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

31,930,011,000

被災中小企業施設・設備整備
被災中小企業施設・設備整備支援事業
支援事業基金準備金

公益 被災中小企業施設・設備整備支援事業

143,584,740

共済準備金

職員共済運営資金

法人 職員共済運営資金

7,519,935

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

1,117,638

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

2,597,250

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

9,238,320

退職給付引当金

職員１４名分

法人 職員退職金引当

長期借入金

31,320,640

固定負債合計

32,127,614,523

負債合計

32,844,020,371

正味財産

5,496,290,765
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