財 産 目 録
（公財）くまもと産業支援財団
令和2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

未収金

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

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

46,144,215

公益 ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ施設運営事業他9件

97,597,196
83,687,931
13,794,000
17,833,313
9,582,512
1,579,029
6,497,920
5,317,807
240,000

〃

県

未収補助金・国
〃

未収利息

前払費用

県

公益 中小企業知的財産活動支援事業他4件

公益 事業革新支援ｾﾝﾀｰ事業

債務保証事業 １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

法人全体

法人 本館火災保険料

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

572,497,490
4,460,382
2,241

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１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

181,034,000
1,524,650
181,714
△ 9,647,173
△ 1,245,640
1,031,081,587

(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
運用財産積立資産

(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
公益に対する運用益を積み立てたもの

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

退職給付積立資産

職員14名に対する退職金の支払いに備えたも
の

(株)肥後銀行県庁支店

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

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
被災中小企業施設・設備整備支
援事業貸付基金積立資産
被災中小企業施設・設備整備支
援事業資金積立資産

日本高速道路保有・債務返済機構債（２０年）289回他

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。

(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。

(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
1,188,910,500
1,722,000,000
10,000,000
67,000,000
36,903,919
7,335,495
2,225,000
109,937,719
23,460,000
24,636,540,000
5,420,056,000
212,645,984

（1 / 2）

財 産 目 録
（公財）くまもと産業支援財団
令和2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

8,477,324,000
235,112,213

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

503,172

電話加入権

益城町田原２０８１－１０

法人 電話096-286-3311他

984,600

長期前払費用

益城町田原２０８１－１０

法人 本館火災保険料

840,000

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

20,259,028
19,736
2
2,201,888
23,281,776
388,122,457
147,060
47,341,350

固定資産合計

44,033,283,499

資産合計

45,064,365,086

(流動負債)

未払金

前受金

預り金

23,728,322

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

事業費未払金

収益 施設貸与事業

1,576,831

管理費未払金

法人 管理費用他

5,218,153

インキュベーション入居者７社

公益 インキュベーション共益費

403,326

電応研入居者１０社

収益 施設貸与事業入居料他

936,650

事業費預り金

公益 公正証書作成費用他

339,370
3,868,472

管理費預り金

法人 社会保険料他

短期借入金

(株)肥後銀行県庁支店

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

熊本県

公益 被災中小企業施設・設備整備支援事業他

175,752,000

肥銀リース（株）

公益 回収管理システム

ＮＥＣキャピタルソリューション（株）

法人 電話交換機システム

一年以内支払予定リース債務

賞与引当金

職員20名に対する賞与の支払いに備えたもの

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

5,804,784
873,504
9,193,057
60,000,000
787,694,469

流動負債合計
(固定負債)

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
公益 被災中小企業施設・設備整備支援事
業

共済準備金

職員共済運営資金

法人 職員共済運営資金

7,335,458

預り敷金

電応研入居者１０社

収益 施設貸与事業

2,207,250

長期借入金

リース債務
退職給付引当金

被災中小企業施設・設備整備支援事業

肥銀リース（株）

公益 回収管理システム

ＮＥＣキャピタルソリューション（株）

法人 電話交換機システム

職員１４名分

法人 職員退職金引当

38,591,257,000
212,645,984

14,929,272
1,674,216
36,903,919

固定負債合計

38,866,953,099

負債合計

39,654,647,568

正味財産

5,409,717,518
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