
財産目録

平成31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  17,818,376

鹿児島銀行県庁支店 運転資金として  13,930,951

〈現金預金 計〉  31,749,327

未収金 鹿児島税務 公用車処分に伴う自動車重量税還付金  4,275

九州経済産業局 中小企業知的財産活動支援事業費補助
金

 4,469,850

　　〃 よろず支援拠点事業(小規模ワンストッ
プ)受託

 36,264,836

鹿児島県 下請企業振興事業補助金  1,524,752

　　〃 中小製造業者創業･新分野進出等支援事
業受託

 9,089,012

　　〃 起業家スタートアップ支援事業受託  2,088,320

　　〃 プロフェッショナル人材戦略拠点事業
受託

 15,677,724

　　〃 重点業種研究開発支援事業受託  807,004

　　〃 食品加工技術レベルアップ支援事業受
託

 2,901,233

　　〃 食のプレミアム商品開発支援事業受託  2,878,350

　　〃 食品関連産業「カイゼン」定着支援事
業受託

 2,839,989

　　〃 製造業海外取引支援事業受託  512,400

　　〃 県外医療機器開発展示会出展事業受託  161,573

株式会社パソナ プッシュ型事業承継支援高度化事業受
託

 4,075,964

東京海上日動火災保険株式会
社

公用車処分に伴う自賠責保険料還付金  3,440

情報化支援事業 会費収入　計１件  6,667

一般会計　外 債券未収利息  2,491,022

〈未収金 計〉  85,796,411

前払金 かごしま県民交流センター センター設立50周年記念式典会場使用
料

 28,530

〈前払金 計〉  28,530

仮払金 鹿児島労働局 平成30年度労働保険料の仮払い残額  47,259

〈仮払金 計〉  47,259

立替金 職員 労働保険料個人負担未徴収分  69

〈立替金 計〉  69

円滑化補助金貸倒引当金 設備貸与事業 設備貸与事業に係る債権について回収
不能，倒産に備え引き当てたもの

▲ 4,642,616

〈円滑化補助金貸倒引当金 計〉 ▲ 4,642,616

流動資産合計  112,978,980

貸 借 対 照 表 科 目
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公益財団法人かごしま産業支援センター



財産目録

平成31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  97,131,470

地方債  310,028,402

基本財産（普通預金） 鹿児島銀行本店 〃  3,190,128

基本財産（定期預金） 鹿児島信用金庫本店 〃  250,000,000

〈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  15,240,196

全国中小企業振興機関共済会  831,630

収支差額変動準備金積立資産 鹿児島銀行本店 事業費の不足に備えて積み立ててい
る。

 30,882,395

円滑化補助金貸倒引当資産 鹿児島銀行本店 設備貸与事業に係る貸倒に備え，積み
立てている。

 4,642,616

基金（新産業開発基金）
政府保証債  339,763,072

　［普通預金］ 鹿児島銀行本店 〃  70,145,928

　［定期預金］ 鹿児島信用金庫本店 〃  805,849,000

基金（地域産業振興基金）
国債  299,903,437

政府保証債  9,992,968

　［普通預金］ 鹿児島銀行本店 〃  103,595

　［定期預金］ 鹿児島信用金庫本店 〃  236,456,000

基金（かごしま産業おこし
挑戦基金）

鹿児島銀行本店  490,000,000

〈特定資産 計〉  2,303,810,837

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。  1,622,500

器具備品 印刷機，プロジェクター，テ
レビ等

公益目的事業の用に供している。  663,314

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 創造的中小企業創出支援事業の代位弁
済額である。

 21,947,100

リース資産 パソコン26台　外 公益目的事業及び管理目的の業務に使
用する機器の資産である。

 6,782,480

ソフトウェア 一般会計 公益法人会計システム  194,693

〈その他固定資産 計〉  31,588,139

固定資産合計  2,995,748,976

　　資産合計  3,108,727,956

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。

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

　［投資有価証券］

　［投資有価証券］ 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等の財源として使
用している。

　［普通預金］ 公益目的保有財産であり，運用益を鹿
児島産業おこし挑戦事業等の財源とし
て使用している。
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財産目録

平成31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 地域資源活用･農商工等連携新

事業創出支援事業
助成金　計１件  2,753,000

国内新市場開拓事業 助成金　計１件  89,000

海外新市場開拓事業 助成金　計３件  2,111,000

鹿児島税務 消費税確定納付  974,600

鹿児島労働局 労働保険料  4,039

鹿児島北年金事務所 社会保険料  1,394,734

医療機関 健康診断料 　計５件  34,171

役職員 ３月分報酬・賃金・超過勤務手当・退
職手当・旅費，退職手当

 9,065,805

一般会計　外  3,524,646

〈未払金 計〉  19,950,995

預り金 役職員 社会保険料  1,401,520

職員 労働保険料 個人負担精算分  30

役職員・講師等 所得税  1,612,759

役職員 県市町村民税  280,800

職員 共済年金保険料 個人負担分  3,600

〈預り金 計〉  3,298,709

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。

 1,985,124

〈一年以内返済予定リース債務 計〉  1,985,124

流動負債合計  25,234,828

(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。

 16,155,261

〈退職給付引当金 計〉  16,155,261

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。

 4,797,356

〈リース債務 計〉  4,797,356

固定負債合計  20,952,617

　　負債合計  46,187,445

　　正味財産  3,062,540,511

パソコンリース料，公用車リース料，
備品リース料，複写サービス料，電
話・ＦＡＸ代，労働者派遣料，各種業
務委託料等
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