
（単位：円）

科　　　目 金　　　額 公益 使用目的等

Ⅰ　資産の部

１　流動資産

現金預金 430,783,147   運転資金として

現金預金 430,783,147  

普通預金 430,783,147 

百十四･頭358-0000314(一般) 16,695,769

百十四･頭358-0000326(債務) 330

百十四･頭358-0000340(高度) 8,785,104

百十四･頭358-0000391(地域共同) 5,346,707

百十四･頭358-0000454(経済) 7,986,033

百十四･頭358-0000466(よろず) 25,688,917

百十四･頭358-0022082(県有) 69,320,965

百十四･頭358-0031814(新事業) 16,004,804

百十四･頭358-0034733(ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾄ) 874,570

百十四･頭358-0038009(応援ファンド) △651,337

百十四･頭358-0038946(先端） 423,067

百十四･頭358-0042767(科学･産学官積立) 129,154,769

百十四･頭358-0050372(施設) 16,400,300

百十四･頭358-0055245(サポイン) 918,578

百十四･頭358-0055981(経済･異業種) 945,866

百十四･頭358-0076213(農商工ﾌｧﾝﾄﾞ) 37,199,115

百十四･頭358-0076225(事業承継) 15,999,663

百十四･頭358-0037995(６次産業化) 2,820,315

百十四･頭358-0075983(創業促進) 292,092

百十四･頭358-0085539(外国出願) 518,295

百十四･頭358-0086240(健康関連・県費) 758,293

百十四･頭358-0022411(ﾈｸｽﾄ利用料) 2,257,031

百十四･頭358-0029758(FROM利用料) 1,250

百十四･頭358-0100506(ふるさと創業) 16,256,003

百十四･頭358-0100518(地域資源活用等) 1,626,783

百十四･頭358-0100520(特許等取得) 12,303,427

百十四･頭358-0100532(知財活性化等) 3,382,996

百十四･頭358-0100544(発明協会運営) 881,267

百十四･頭358-0103262(ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ) 10,208,046

百十四･木218-0579911(国助成) 5,471,894

百十四･木218-0579998(資金) 233,846

百十四･木218-0580014(後継者) 5,124

百十四･木218-0599267(産業会館) 2,527,698

百十四･県207-0781043(科/応援ﾌｧ/農商工) 15,656,984

香川･伏132-1088272(特別Ⅰ) 3,686,953

香川･伏132-1088302(施設) 496

観音寺信金･本001-0826002(農商工ﾌｧﾝﾄﾞ) 801,134

割賦販売未収金 2,988,078   公Ⅰ事業財産

割賦設備未収償還金 2,959,284  

割賦損料未収金 28,794  

割賦設備未収損害賠償金 7,273,893   公Ⅰ事業財産

貸倒引当金 △6,912,554   公Ⅰ事業財産

未収金 198,033,296   公益目的事業等債権

立替金 563,485   

入居者立替金 417,904  公Ⅳ事業財産

令和　２年　３月３１日現在

財 産 目 録
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（単位：円）

科　　　目 金　　　額 公益 使用目的等

その他立替金 145,581  

流動資産計 632,729,345   

２　１年以内取崩予定固定資産     

(1)１年以内取崩予定特定資産 13,708,000  

償還準備積立資産 13,708,000  借入返済資金として保管

普通預金 13,708,000 

百十四･木218-0580026(資金･償還) 13,708,000

(2)１年以内取崩予定その他固定資産 1,332,000  

設備資金貸付金 1,332,000  ○ 公Ⅰ事業財産

１年以内取崩予定固定資産計 15,040,000   

流動資産合計 647,769,345   

３　固定資産     

(1)基本財産    

基本財産 150,000,000  法人会計で保管

投資有価証券 149,557,280 

愛知県債平成23年度第20回ＳＭＢＣ日興 149,557,280

普通預金 442,720 

百十四･頭358-0000314(一般) 442,720

基本財産合計 150,000,000  

(2)特定資産    

経済研究情報基金 100,000,000  ○ 運用益を公Ⅰ事業財源に使用

投資有価証券 25,108,734 ○

大阪市債平成23年度第2回大和証券 25,108,734 ○

定期預金 74,884,468 ○

香川･伏石 74,884,468

普通預金 6,798 ○

百十四･頭358-0000454(経済) 6,798 ○

情報化基盤整備基金 150,000,000  ○ 運用益を公Ⅰ事業財源に使用

定期預金 150,000,000 ○

高松信金･本店 50,000,000

香川県農協･林 100,000,000

債務保証基金 81,327,000  ○ 運用益を公Ⅱ事業財源に使用

投資有価証券 80,817,126 ○

大阪市債平成23年度第2回大和証券 25,108,734 ○

北海道債平成25年度第1回 53,265,951 ○

大阪府債第379回三菱UFJ 2,442,441 ○

普通預金 509,874 ○

百十四･頭358-0000326(債務) 509,874 ○

利子補給基金 60,000,000  ○ 運用益を公Ⅱ事業財源に使用

投資有価証券 59,690,094 ○

大阪府債第361回野村 59,690,094 ○

普通預金 309,906 ○

百十四･頭358-0000338(利子) 309,906 ○

高度技術開発振興基金(研修指導･調査研究) 200,000,000  ○ 運用益を公Ⅱ事業財源に使用

投資有価証券 198,966,982 ○

大阪府債第361回野村 198,966,982 ○

普通預金 1,033,018 ○

百十四･頭358-0000340(高度) 1,033,018 ○

高度技術開発振興基金(技術振興) 259,450,000  ○ 運用益を公Ⅱ事業財源に使用

投資有価証券 257,368,866 ○

北海道債平成24年度第1回 57,088,606 ○

大阪市債平成24年度第1回野村 100,210,017 ○

大阪市債平成24年度第1回三菱ＵＦＪ 100,070,243 ○

普通預金 2,081,134 ○

百十四･頭358-0000340(高度) 2,081,134 ○

高度技術開発振興基金(学術) 200,000,000  ○ 運用益を公Ⅱ事業財源に使用

投資有価証券 199,395,889 ○
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（単位：円）

科　　　目 金　　　額 公益 使用目的等

愛知県債平成23年度第20回野村 199,395,889 ○

普通預金 604,111 ○

百十四･頭358-0000340(高度) 604,111 ○

高度技術開発振興基金(芦原) 296,744,000  ○

投資有価証券 290,021,916 ○ 運用益を公Ⅱ事業財源に使用

大阪市債平成22年度第6回 6,610,245 ○

大阪市債平成23年度第2回大和証券 12,052,664 ○

第350回大阪府債ＳＭＢＣ日興証券 11,925,299 ○

第347回大阪府債ＳＭＢＣ日興証券 5,533,490 ○

第705回東京都債野村 100,045,000 ○

大阪府債第361回 100,080,550 ○

大阪府債第361回野村 5,969,009 ○

大阪府債第367回みずほ 27,883,574 ○

大阪府債第379回三菱UFJ 19,922,085 ○

普通預金 6,722,084 ○

百十四･頭358-0000340(高度) 6,722,084 ○

高度技術開発振興基金(地域産業活性化) 150,000,000  ○ 運用益を公Ⅱ事業財源に使用

投資有価証券 92,280,501 ○

大阪市債平成22年度第6回 6,610,281 ○

大阪市債平成23年度第2回大和証券 19,584,531 ○

第350回大阪府債ＳＭＢＣ日興証券 11,926,011 ○

第347回大阪府債ＳＭＢＣ日興証券 8,063,364 ○

北海道債平成25年度第1回 46,096,314 ○

定期預金 50,000,000 ○

高松信金･本店 50,000,000

普通預金 7,719,499 ○

百十四･頭358-0000340(高度) 7,719,499 ○

科学技術振興基金 472,124,964  ○ 運用益を公Ⅱ事業財源に使用

投資有価証券 443,275,728 ○

第60回利付国債(日興ｺｰﾃﾞｨｱﾙ証券) 14,591,541 ○

第60回利付国債(みずほ証券) 55,503,361 ○

大阪市債平成22年度第6回 84,218,960 ○

大阪市債平成23年度第2回大和証券 73,979,971 ○

第350回大阪府債ＳＭＢＣ日興証券 76,112,101 ○

第347回大阪府債ＳＭＢＣ日興証券 86,633,755 ○

大阪府債第367回みずほ 52,236,039 ○

普通預金 28,849,236 ○

百十四･頭358-0042767(科学･産学官積立) 28,849,236

中小企業後継者育成基金 300,000,000  ○ 運用益を公Ⅰ事業財源に使用

投資有価証券 297,578,861 ○

第60回利付国債(みずほ証券) 143,762,335 ○

大阪市債平成22年度第6回 2,395,914 ○

愛知県債平成23年度第20回ＳＭＢＣ日興 150,664,901 ○

愛知県債平成23年度第20回野村 755,711 ○

香川･伏石 115,532

普通預金 2,305,607 ○

百十四･木218-0580014(後継者) 2,305,607 ○

新かがわ中小企業応援基金 11,853,256,000  運用益を公Ⅴ事業財源に使用

投資有価証券 11,550,419,531 

政府保証15年第4回公営企業債券 100,918,881 〇

第60回利付国債(日興ｺｰﾃﾞｨｱﾙ証券) 194,637,439 △

大阪市債平成23年度第2回大和証券 144,084,167 △

大阪府債第361回野村 10,802,914 〇

北海道債平成25年度第1回 49,534,546 〇

大阪府債第379回三菱UFJ 49,684,011 〇

国債第349回(野村／百十四質権) 802,523,400

大阪府債第44回 549,599,600 〇
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（単位：円）

科　　　目 金　　　額 公益 使用目的等

大阪府債第44回(日興／県質権) 279,796,160

大阪府債第143回(日興／県質権) 1,698,673,413

京都府債H29-10(日興／県質権) 1,250,165,000

京都府債H29-10みずほ(日興／県質権) 1,050,000,000

長野県債H29-1みずほ(日興／県質権) 4,470,000,000

長野県債H29-1三菱(日興／県質権) 700,000,000

神戸市債30年H30-10：日興 100,000,000

神戸市債30年H30-10：三菱 100,000,000

普通預金 302,836,469 

百十四･頭358-0038009(応援ファンド) 302,836,469 △

退職給付引当資産 60,766,490  職員６名の退職への備え

普通預金 60,766,490 

百十四･頭358-0000314(一般) 54,987,000

百十四･頭358-0050220(退職積立) 5,779,490

減価償却引当資産 3,877,832  法人会計の積立資産

普通預金 3,877,832 

百十四･頭358-0000314(一般) 3,877,832

頭脳化センタービル修繕積立資産 366,772,095  公Ⅳ事業用積立資産

投資有価証券 137,537,026 

北海道債平成24年度第1回 43,200,959

大阪市債平成24年度第1回三菱ＵＦＪ 149,861

大阪府債第361回野村 25,039,000

大阪府債第367回みずほ 19,905,832

北海道債平成25年度第1回 49,241,374

普通預金 229,235,069 

百十四･頭358-0050372(施設) 229,120,286

百十四･頭358-0053618(修繕) 114,783

産業会館維持管理積立資産 20,000,000  収１事業用積立資産

投資有価証券 14,984,311 

大阪府債第379回三菱UFJ 14,984,311

普通預金 5,015,689 

百十四･木218-0599267(産業会館) 5,015,689

事業等調整積立資産 2,344,611  公Ⅰ事業用積立資産

普通預金 2,344,611 

百十四･頭358-0000454(経済) 2,344,611

代位弁済積立資産 11,037,481  公Ⅱ事業用積立資産

普通預金 11,037,481 

百十四･頭358-0000326(債務) 11,037,481

利子補給積立資産 16,187,308  公Ⅱ事業用積立資産

普通預金 16,187,308 

百十四･頭358-0000338(利子) 16,187,308

芦原研究支援事業積立資産 6,456,341  公Ⅱ事業用積立資産

普通預金 6,456,341 

百十四･頭358-0000340(高度) 6,456,341

高度技術開発振興事業積立資産 14,986,011  公Ⅱ事業用積立資産

普通預金 14,986,011 

百十四･頭358-0000340(高度) 14,986,011

産学官共同研究開発事業積立資産 20,414,431  公Ⅱ事業用積立資産

普通預金 20,414,431 

百十四･頭358-0042767(科学･産学官積立) 20,414,431

中小企業後継者育成事業積立資産 28,537,852  公Ⅰ事業用積立資産

普通預金 28,537,852 

百十四･木218-0580014(後継者) 28,537,852

設備貸与事業円滑化引当資産 12,876,000  公Ⅰ事業用積立資産

投資有価証券 12,862,527 

大阪府債第379回三菱UFJ 12,862,527

普通預金 13,473 
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（単位：円）

科　　　目 金　　　額 公益 使用目的等

百十四･木218-0579911(国助成) 13,473

償還準備積立資産 3,260,000  公Ⅰ事業用積立資産

普通預金 3,260,000 借入返済資金として保管

百十四･木218-0580026(資金･償還) 3,260,000

収支差額変動準備金資産 39,551,248  公Ⅰ事業用積立資産

普通預金 39,551,248 

百十四･木218-0579911(国助成) 39,551,248

財政調整準備金資産 27,917,262  公Ⅰ事業用積立資産

普通預金 27,917,262 

百十四･木218-0579935(中小貸与) 27,917,262

研究体制強化積立資産 27,430,780  公Ⅱ事業用積立資産

普通預金 27,430,780 研究体制強化のため使用

百十四･頭358-0000391(地域共同) 27,430,780

特定資産合計 14,785,317,706  

(3)その他固定資産    

建物 1,659,750,758  ○

香川産業頭脳化センタービル 971,368,467 ○ 公Ⅳ事業財産。法人一部負担。

高松市林町２２１７－１５  

４Ｆ建　延床面積5,878㎡  

地域共同研究部研究施設 636,733,421 ○ 公Ⅱ事業用資産

高松市林町２２１７－４３  

２Ｆ建　延床面積2,639㎡  

産業会館5階事務室 51,648,870 ○ 収１事業用資産

高松市福岡町２－２－２－５０２  

５Ｆ414㎡を区分所有  

建物圧縮引当金 △6,166,467  ○

香川産業頭脳化センタービル △6,166,467 ○

建物減価償却累計額 △615,389,346  ○

香川産業頭脳化センタービル △324,674,168 ○

地域共同研究部研究施設 △256,730,898 ○

産業会館5階事務室 △33,984,280 ○

建物附属設備 712,434,062  ○

香川産業頭脳化センタービル 402,504,106 ○ 公Ⅳ事業財産。法人一部負担。

地域共同研究部研究施設 303,632,956 ○ 公Ⅱ事業用資産

産業会館5階事務室 4,515,000 ○ 収１事業用資産

県有施設：ＦＲＯＭ香川 1,782,000 ○ 公Ⅳ事業用資産

建物附属設備圧縮引当金 △135,542,333  ○

香川産業頭脳化センタービル △120,621,433 ○

地域共同研究部研究施設 △14,920,900 ○

建物附属設備減価償却累計額 △548,719,247  ○

香川産業頭脳化センタービル △257,768,776 ○

地域共同研究部研究施設 △286,067,803 ○

産業会館5階事務室 △4,379,550 ○

県有施設：ＦＲＯＭ香川 △503,118 

構築物 185,854,529  ○

香川産業頭脳化センタービル 124,386,900 ○ 公Ⅳ事業財産。法人一部負担。

地域共同研究部研究施設 61,467,629 ○ 公Ⅱ事業用資産

構築物圧縮引当金 △1,274,400  ○

香川産業頭脳化センタービル △1,274,400 ○

構築物減価償却累計額 △160,904,605  ○

香川産業頭脳化センタービル △99,436,979 ○

地域共同研究部研究施設 △61,467,626 ○

什器備品 98,072,830  △ 公益、収益及び法人財産

什器備品圧縮引当金 △39,020,221  △

什器備品減価償却累計額 △48,446,592  △

機械装置 774,045,181  ○ 公益目的事業財産

機械装置圧縮引当金 △126,867,600  ○
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（単位：円）

科　　　目 金　　　額 公益 使用目的等

機械装置減価償却累計額 △628,232,857  ○

車両運搬具 1,972,702  ○ 公益目的事業財産

車両運搬具減価償却累計額 △1,972,701  ○

一括償却資産 126,000  ○ 公Ⅳ事業財産

一括償却資産減価償却累計額 △126,000  ○

電話加入権 1,810,820  △ 公益及び法人財産

出資金 35,700  

香川県火災共済(協) 500 収１事業財産

香川県中小企業共済(協) 200 法人会計財産

高松信用金庫 20,000 法人会計財産

観音寺信用金庫 5,000 法人会計財産

香川県信用組合 10,000 法人会計財産

預託金 13,190  △ 公Ⅱ事業財産

自動車リサイクル預託金 13,190 

求償権 1,865,993  公Ⅱ事業財産

その他固定資産合計 1,123,319,396  

固定資産合計 16,058,637,102   

資産合計 16,706,406,447   

Ⅱ　負債の部

１　流動負債     

未払金 176,084,334   公益目的事業等未払

預り金 16,537,380   

社会保険料 139,799  役職員から預かり

所得税 1,152,576  役職員等から預かり

住民税 521,400  役職員から預かり

預り敷金 12,465,324  公Ⅳ事業預かり

その他預り金 2,258,281  

前受金 2,643,652   

前受家賃収入 2,630,492  公Ⅳ事業で受取

その他前受金 13,160  

仮受金 50,784   

未払法人税等 80,000   

流動負債計 195,396,150   

２　１年以内返済予定固定負債     

１年以内返済予定長期借入金 15,040,000   

県借入金 15,040,000  

その他県借入金 15,040,000 公Ⅰ事業資金

１年以内返済予定固定負債計 15,040,000   

流動負債合計 210,436,150   

３　固定負債     

長期借入金 10,253,260,000   

県借入金 9,453,260,000  

基金造成資金 9,450,000,000 公Ⅴ、公Ⅵ基金造成資金

その他県借入金 3,260,000 公Ⅰ事業資金

銀行等借入金 800,000,000  公Ⅴ、公Ⅵ基金造成資金

退職給付引当金 60,766,490   職員６名の退職への備え

信用保険預り金 3,706,117   公Ⅰ事業で預かり

機械類信用保険金 3,706,117  

固定負債合計 10,317,732,607   

負債合計 10,528,168,757   

正味財産 6,178,237,690   

※「公益」欄の○はその他の公益目的保有財産である。△は一部がその他の公益目的保有財産である。
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