
財産目録

令和２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) 現金預金

　普通預金 鹿児島銀行本店 運転資金として  24,765,923

鹿児島銀行県庁支店 運転資金として  5,722,739

〈現金預金 計〉  30,488,662

未収金 九州経済産業局 中小企業等海外出願・侵害対策支援事
業費補助金（中小企業等外国出願支援
事業）

 4,154,277

　　〃 中小企業経営支援等対策費補助金（戦
略的基盤技術高度化支援事業）

 24,408,358

　　〃 中小企業・小規模事業者ワンストップ
総合支援事業（よろず支援拠点）業務
受託

 37,458,326

鹿児島県 下請企業振興事業補助金  586,768

　　〃 中小製造業者創業･新分野進出等支援事
業（ソフト支援事業・ハード支援事
業）業務受託

 2,825,514

　　〃 起業家スタートアップ支援事業業務受
託

 3,810,000

　　〃 プロフェッショナル人材戦略拠点事業
業務受託

 4,789,000

　　〃 重点業種研究開発支援事業業務受託  928,316

　　〃 食品加工技術レベルアップ支援事業業
務受託

 2,782,175

　　〃 食のプレミアム商品開発支援事業業務
受託

 3,173,195

　　〃 食品関連産業「カイゼン」定着支援事
業業務受託

 2,998,856

　　〃 製造業海外取引支援事業業務受託  560,800

野村證券株式会社 プッシュ型事業承継支援高度化事業業
務受託

 3,462,453

広告掲載企業２者 情報誌ＫＩＳＣ広告掲載料  42,650

一般会計　外 債券・定期預金未収利息  1,941,960

〈未収金 計〉  93,922,648

仮払金 鹿児島労働局 令和元年度労働保険料の仮払い残額  50,475

〈仮払金 計〉  50,475

流動資産合計  124,461,785

貸 借 対 照 表 科 目
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財産目録

令和２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

(固定資産)

基本財産 投資有価証券 国債  97,234,940

地方債 〃  310,050,854

政府保証債 〃  149,985,082

（投資有価証券　小計）  557,270,876

普通預金 鹿児島銀行本店  3,079,124

定期預金 鹿児島信用金庫本店 〃  100,000,000

〈基本財産 計〉  660,350,000

特定資産 退職給付引当資産 鹿児島銀行本店  16,874,092

全国中小企業振興機関共済会 〃  874,830

（退職給付引当資産　小計）  17,748,922

収支差額変動準備金積立資産 鹿児島銀行本店  10,768,000

円滑化補助返納引当資産 鹿児島銀行本店  4,642,616

新産業開発基金

　［普通預金］ 鹿児島銀行本店  75,329,000

　［定期預金］ 鹿児島信用金庫本店 〃  1,070,520,000

（新産業開発基金　小計）  1,145,849,000

地域産業振興基金

国債  299,929,187

政府保証債  149,985,082

　［普通預金］ 鹿児島銀行本店 〃  85,731

　［定期預金］ 鹿児島信用金庫本店 〃  96,456,000

（地域産業振興基金　小計）  546,456,000

新事業等挑戦支援基金

　［投資有価証券］ 政府保証債  99,990,054

　［普通預金］ 鹿児島銀行本店 〃  10,809,946

　［定期預金］ 鹿児島信用金庫本店 〃  368,400,000

（新事業等挑戦支援基金　小計）  479,200,000

〈特定資産 計〉  2,204,664,538

その他固定資産 車両運搬具 公用車３台 公益目的事業の用に供している。  1,157,647

器具備品 公益目的事業の用に供している。  715,990

電話加入権 092-219-1270外　計5回線 公益目的事業の用に供している。  378,052

代位弁済求償権  21,947,100

求償権償却引当金 創造的中小企業創出支援事業 △ 21,947,100

リース資産 パソコン26台　外  4,797,356

ソフトウェア 一般会計 公益法人会計システム  1,765,280

〈その他固定資産 計〉  8,814,325

固定資産合計  2,873,828,863

　　資産合計  2,998,290,648

プロジェクター，ノートパソ
コン，テレビ等

　［投資有価証券］

定款に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。

事業費の不足に備えて積み立ててい
る。

円滑化補助金の国・県への返納に備え
て積み立てている。

公益目的保有財産であり，運用益を新
産業開発支援事業の財源として使用し
ている。

公益目的保有財産であり，運用益を地
域産業振興基金事業の財源として使用
している。

定款に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。

職員の退職給付に備えて積み立ててい
る。

創造的中小企業創出支援事業の代位弁
済求償権について，回収不能に備え引
き当てたものである。

公益目的保有財産であり，運用益を新
事業等挑戦支援事業の財源として使用
している。

創造的中小企業創出支援事業の代位弁
済額である。

公益目的事業及び管理目的の業務に使
用する機器の資産である。
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財産目録

令和２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

(流動負債)
未払金 新事業研究開発助成事業 助成金　計１件  2,279,485

鹿児島税務 消費税確定納付  5,104,400

鹿児島労働局 労働保険料  4,111

鹿児島北年金事務所 社会保険料  1,508,248

医療機関 健康診断料 　計２件  10,764

役職員 ３月分報酬・賃金・超過勤務手当・旅
費

 8,469,287

一般会計　外  4,100,892

〈未払金 計〉  21,477,187

預り金 役職員 社会保険料  1,475,169

役職員・講師等 所得税  1,284,296

役職員 県市町村民税  199,000

職員 共済年金保険料 個人負担分  3,600

〈預り金 計〉  2,962,065

一年以内返済予定リース債
務

パソコン26台　外 公益目的事業及び管理目的の業務に使
用する機器の債務である。

 1,985,114

〈一年以内返済予定リース債務 計〉  1,985,114

賞与引当金 役職員  7,300,000

〈賞与引当金 計〉  7,300,000

円滑化補助返納引当金 設備貸与事業  4,642,616

〈円滑化補助返納引当金 計〉  4,642,616

流動負債合計  38,366,982

(固定負債)

退職給付引当金 職員 公益目的事業に従事する職員５名に対
する退職給付金の引当金である。

 17,842,702

〈退職給付引当金 計〉  17,842,702

リース債務 パソコン26台　外 公益目的事業及び管理目的の業務に使
用する機器の債務である。

 2,812,242

〈リース債務 計〉  2,812,242

固定負債合計  20,654,944

　　負債合計  59,021,926

　　正味財産  2,939,268,722

設備貸与事業の円滑化補助金につい
て，国・県への返納に備え引き当てた
ものである。

会計システム導入費用，パソコンリー
ス料，公用車リース料，備品リース
料，労働者派遣料，電話・ＦＡＸ代，
複写サービス料，各種業務委託料等

公益目的事業及び管理目的の業務に従
事する役職員19名に対する賞与（期末
手当及び勤勉手当）の引当金である。

3


