
（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 626,216,881

熊本銀行本店営業部 運転資金として 5,060,471

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 53,790,176

　　　〃    　（県） 公益 ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ施設運営事業他４件 34,830,429

　　　〃    　（熊本市） 公益 製造業ビジネスマッチング商談会事業 998,635

未収補助金（国） 公益 中小企業等外国出願支援事業他１件 32,974,976

　　　〃    　（県） 公益 事業革新支援ｾﾝﾀｰ事業他１件 18,730,000

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 11,603,055

法人全体 収益 施設貸与事業未収他 286,267

　　　〃 法人 消費税還付金 6,200

未収利息 大和証券他 公益 くまもと産業創出基金事業他 6,450,458

みずほ証券他 法人 基金財産他 5,265,543

前払費用 法人全体 法人 本館火災保険料 240,000
一年以内回収予定の長期貸
付金

被災中小企業施設・設備整備支援事業貸付金
公益 被災中小企業施設・設備整備支援事
業 441,903,000

法人全体 公益 監査報酬代前払金他 1,656,890

法人全体 法人 ｻｰﾊﾞｰ回線使用料前払金他 229,990

流動資産合計 1,240,242,971

(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 578,000,000

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 738,910,500

国際協力機構債（２０年）33回他 2,172,000,000

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

退職給付積立資産 (株)肥後銀行県庁支店 職員16名に対する退職金の支払いに備えたもの 50,665,408

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 6,899,118

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 106,416,481

(株)肥後銀行県庁支店 20,527,500

日本高速道路保有・債務返済機構債（２０年）289回他 24,639,472,500
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。 1,157,787,000

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。 373,019,744

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 11,916,281,000

建物 益城町田原２０８１－１０他 ﾃｸﾉﾎﾟﾘｽｾﾝﾀｰ、電応研 218,200,566

建物付属設備 益城町田原２０８１－１０他 電応研付属設備他 17,258,847

機械装置 益城町田原２０８１－１０ 室内入居ｾｷｭﾘﾃｨ装置 4

車両運搬具 益城町田原２０８１－１０ 公用車２台 2

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 3,433,684

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 9,925,200

土地 益城町田原２０８１－７ 熊大地域共同ｾﾝﾀｰ 388,122,457

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 64,980

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 97,425

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 360,000

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

固定資産合計 43,344,899,966

　　  資産合計 44,585,142,937

財　産　目　録

                         　　令和4年3月31日現在

貸借対照表科目

前払金

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

運用益を法人の管理、運営の財源として使
用している

くまもと産業創出基金積立資
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

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。

特定基金積立資産
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（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

財　産　目　録

                         　　令和4年3月31日現在

貸借対照表科目

(流動負債)

事業費未払金１０９件 公益 設備貸与事業他 16,430,404

事業費未払金３件 収益 施設貸与事業他 223,824

管理費未払金４８件 法人 法人会計他 2,931,834

インキュベーション入居者１１社他 公益 インキュベーション共益費他 707,494

電応研入居者１２社 収益 施設貸与事業入居料 2,178,440

事業費預り金 公益 単県設備貸与事業償却債権取立金 15,000

管理費預り金 法人 社会保険料他 3,294,113

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 415,316,000

肥銀リース（株） 公益 回収管理システム 5,613,624

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 800,712

賞与引当金 職員21名に対する賞与の支払いに備えたもの 9,092,359

流動負債合計 956,603,804

(固定負債)

長期借入金 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 37,823,829,000

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 373,019,744

共済準備金 職員共済運営資金 法人 職員共済運営資金 6,899,118

預り敷金 電応研入居者１２社 収益 施設貸与事業 2,997,000

リース債務 肥銀リース（株） 公益 回収管理システム 3,510,864

退職給付引当金 職員１６名分 法人 職員退職金引当 50,665,408

固定負債合計 38,260,921,134

　　  負債合計 39,217,524,938

　　  正味財産 5,367,617,999

未払金

前受金

預り金

一年以内支払予定リース債務
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