
（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 618,196,748   運転資金として

現金預金 618,196,748  

普通預金 618,196,646 

百十四･頭 358-0000338(利子) 41,321

百十四･頭 358-0000340(高度) 13,682,585

百十四･頭 358-0000391(地域共同) 25,765,510

百十四･頭 358-0000454(経済) 2,083,947

百十四･頭 358-0000466(よろず) 14,330,635

百十四･頭 358-0022082(県有) 65,710,791

百十四･頭 358-0031814(新事業) 14,568,830

百十四･頭 358-0034733(ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾄ) 586,519

百十四･頭 358-0037639(芦原積立) 839,773

百十四･頭 358-0038009(応援ファンド) 207,367,808

百十四･頭 358-0038946(先端） 1,038,633

百十四･頭 358-0050372(施設) 16,344,117

百十四･頭 358-0055245(サポイン) 1,183,309

百十四･頭 358-0055981(経済･異業種) 673,214

百十四･頭 358-0076213(農商工ﾌｧﾝﾄﾞ) 54,951,088

百十四･頭 358-0076225(地域人づくり) 11,248,218

百十四･頭 358-0079928(健康関連・国費) 10,749,744

百十四･頭 358-0037995(６次産業化) 3,715,269

百十四･頭 358-0075983(創業促進) 810,453

百十四･頭 358-0085539(外国出願) 1,310,000

百十四･頭 358-0086240(健康関連・県費) 125,054,195

百十四･頭 358-0022411(ﾈｸｽﾄ利用料) 1,937,192

百十四･頭 358-0100506(ふるさと創業) 1,685,283

百十四･頭 358-0100518(上海商談会) 73,400

百十四･頭 358-0100520(特許等取得) 3,973,634

百十四･頭 358-0100532(知財活性化等) 1,853,005

百十四･頭 358-0100544(発明協会運営) 878,870

百十四･頭 358-0103262(ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ) 9,091,611

百十四･木 218-0579911(国助成) 9,388,269

百十四･木 218-0579998(資金) 259,484

百十四･木 218-0580014(後継者) 272,464

百十四･木 218-0599267(産業会館) 1,637,657

百十四･県 207-0781043(科/応援ﾌｧ/農商工) 9,086,811

香川･本 100-2101188 2,212,365

香川･伏 132-1088272(特別Ⅰ) 1,609,839

香川･伏 132-1088302(施設) 496

観音寺信金･本 001-0826002(農商工ﾌｧﾝﾄﾞ) 1,000

四国･伏石 412-5117330(国助成) 2,179,307

郵便貯金 102 

振替貯金 01690-4-038342(受講) 102

売却設備未収金 12,313,226   公Ⅰ事業債権

割賦売却設備未収金 12,313,226  

割賦販売未収金 9,992,953   公Ⅰ事業債権

割賦設備未収償還金 9,807,748  

割賦損料未収金 185,205  
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割賦設備未収損害賠償金 10,173,893   公Ⅰ事業債権

リース料未収金 4,595,105   公Ⅰ事業債権

貸倒引当金 △26,426,809   公Ⅰ事業債権

未収金 347,805,892   公益目的事業等債権

立替金 607,287   

入居者立替金 607,287  公Ⅳ事業債権

流動資産合計 977,258,295   

２　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 149,778,640 

愛知県債平成23年度第20回　ＳＭＢＣ日興 149,778,640

普通預金 221,360 

百十四･頭 358-0000314(一般) 221,360

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 99,969,894 ○

神奈川県債第157回みずほｲﾝﾍﾞｽﾀｰｽﾞ証券 74,884,468 ○

大阪市債平成23年度第2回　大和証券 25,085,426 ○

普通預金 30,106 ○

百十四･頭 358-0000454(経済) 30,106 ○

情報化基盤整備基金 300,000,000  ○ 運用益を公Ⅰ事業財源に使用

投資有価証券 299,985,975 ○

神奈川県債第157回みずほｲﾝﾍﾞｽﾀｰｽﾞ証券 198,000,000 ○

第321回大阪府債 101,985,975 ○

普通預金 14,025 ○

百十四･頭 358-0000454(経済) 14,025 ○

債務保証基金 103,882,000  ○ 運用益を公Ⅱ事業財源に使用

投資有価証券 102,648,001 ○

大阪市債平成23年度第2回　大和証券 25,085,426 ○

北海道債平成25年度第1回 52,616,631 ○

大阪府債第379回　三菱UFJ 24,945,944 ○

普通預金 1,233,999 ○

百十四･頭 358-0000326(債務) 1,233,999 ○

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 59,855,378 ○

大阪府債第361回　野村 59,855,378 ○

普通預金 144,622 ○

百十四･頭 358-0000338(利子) 144,622 ○

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 199,517,926 ○

大阪府債第361回　野村 199,517,926 ○

普通預金 482,074 ○

百十四･頭 358-0000340(高度) 482,074 ○

高度技術開発振興基金(技術振興) 303,100,000  ○ 運用益を公Ⅱ事業財源に使用

投資有価証券 301,919,249 ○

北海道債平成24年度第1回 100,845,529 ○

大阪市債平成24年度第1回　野村 100,597,741 ○

大阪市債平成24年度第1回　三菱ＵＦＪ 100,475,979 ○

普通預金 1,180,751 ○

百十四･頭 358-0000340(高度) 1,180,751 ○

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 199,697,945 ○

愛知県債平成23年度第20回　野村 199,697,945 ○

普通預金 302,055 ○

百十四･頭 358-0000340(高度) 302,055 ○



（単位：円）

科　　　目 金　　　額 公益 使用目的等

高度技術開発振興基金(芦原) 300,000,000  ○ 運用益を公Ⅱ事業財源に使用

投資有価証券 296,179,585 ○

北海道債平成21年度第10回 5,955,865 ○

大阪市債平成22年度第6回 6,544,853 ○

大阪市債平成23年度第2回　大和証券 12,041,476 ○

第350回大阪府債　ＳＭＢＣ日興証券 11,910,335 ○

第347回大阪府債　ＳＭＢＣ日興証券 5,589,046 ○

第705回東京都債　野村 100,135,000 ○

大阪府債第361回 100,223,750 ○

大阪府債第361回　野村 5,985,537 ○

大阪府債第367回　みずほ 27,893,894 ○

大阪府債第379回　三菱UFJ 19,899,829 ○

普通預金 3,820,415 ○

百十四･頭 358-0000340(高度) 3,820,415 ○

高度技術開発振興基金(地域産業活性化) 300,000,000  ○ 運用益を公Ⅱ事業財源に使用

投資有価証券 296,403,118 ○

名古屋市債第465回 49,995,141 ○

北海道債平成21年度第10回 5,955,859 ○

大阪市債平成22年度第6回 6,544,889 ○

大阪市債平成23年度第2回　大和証券 19,566,351 ○

第350回大阪府債　ＳＭＢＣ日興証券 11,911,047 ○

第347回大阪府債　ＳＭＢＣ日興証券 8,144,316 ○

大阪市債平成24年度第1回　三菱ＵＦＪ 150,469 ○

大阪府債第361回　野村 25,108,332 ○

大阪府債第367回　みずほ 19,913,200 ○

北海道債平成25年度第1回 94,175,512 ○

大阪府債第379回　三菱UFJ 54,938,002 ○

普通預金 3,596,882 ○

百十四･頭 358-0000340(高度) 3,596,882 ○

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 297,124,261 ○

神奈川県債第157回みずほｲﾝﾍﾞｽﾀｰｽﾞ証券 115,532 ○

第60回利付国債(みずほ証券) 142,991,759 ○

大阪市債平成22年度第6回 2,372,214 ○

愛知県債平成23年度第20回　ＳＭＢＣ日興 150,887,901 ○

愛知県債平成23年度第20回　野村 756,855 ○

普通預金 2,875,739 ○

百十四･木 218-0580014(後継者) 2,875,739 ○

かがわ中小企業応援基金 11,800,000,000  ○ 運用益を公Ⅴ事業財源に使用

投資有価証券 11,739,300,175 ○

三重県債18-1-4 5,995,440 ○

名古屋市債平成18年度第2回 299,767,242 ○

北海道債平成19年度第7回 5,999,100,000

第649回東京都債 3,449,896,500

第643回東京都債 37,935,218 ○

第645回東京都債 21,975,619 ○

第301回大阪府債 123,851,610 ○

大阪市債平成19年度第4回 199,841,471 ○

名古屋市債第465回 199,980,555 ○

第327回大阪府債(みずほｲﾝﾍﾞｽﾀｰｽﾞ) 40,000,000 ○

第327回大阪府債(日興ｺｰﾃﾞｨｱﾙ) 299,916,150 ○

第332回大阪府債 30,105,280 ○

北海道債平成21年度第10回 88,152,015 ○

政府保証15年第4回公営企業債券 102,683,133 ○

第60回利付国債(日興ｺｰﾃﾞｨｱﾙ証券) 208,107,496 ○

第60回利付国債(みずほ証券) 55,205,857 ○

大阪市債平成22年度第6回 83,385,844 ○
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大阪市債平成23年度第2回　大和証券 217,861,718 ○

第350回大阪府債　ＳＭＢＣ日興証券 76,016,585 ○

第347回大阪府債　ＳＭＢＣ日興証券 87,503,531 ○

大阪府債第361回　野村 10,832,826 ○

大阪府債第367回　みずほ 52,255,371 ○

北海道債平成25年度第1回 48,930,714 ○

普通預金 60,699,825 ○

百十四･頭 358-0038009(応援ファンド) 60,699,825 △

かがわ農商工連携基金 2,800,000,000  運用益を公Ⅵ事業財源に使用

投資有価証券 2,796,246,722 

第671回東京都債(日興／香川県質権管理) 409,892,505

第671回東京都債(日興／信農協質権管理) 199,947,561

第671回東京都債(野村／県信組質権管理) 9,997,378

第671回東京都債(野村／信漁協質権管理) 9,997,378

第671回東京都債(野村) 19,994,756 〇

第328回大阪府債(日興／香川県質権管理) 1,599,786,667

第302回利付国債(全信連管理／観音寺信) 49,730,044

第302回利付国債(野村／香川銀質権管理) 198,519,126

第302回利付国債(野村／高信質権管理) 99,491,636

第302回利付国債(野村／百十四銀質権管理) 198,889,671

普通預金 3,753,278 

百十四･頭 358-0076213(農商工ﾌｧﾝﾄﾞ) 427,335 △

百十四･県 207-0781043(科/応援ﾌｧ/農商工) 1,110,329

香川･本 100-2101188 1,480,874

高松信金･本 020-4819875(農商工ﾌｧﾝﾄﾞ) 464,784

観音寺信金･本 001-0826002(農商工ﾌｧﾝﾄﾞ) 269,956

退職給付引当資産 69,150,313  職員５名の退職への備え

普通預金 69,150,313 

百十四･頭 358-0000314(一般) 44,358,831

百十四･頭 358-0050220(退職積立) 20,021,699

百十四･頭 358-0050372(施設) 4,769,783

減価償却引当資産 1,415,926  法人会計の積立資産

普通預金 1,415,926 

百十四･頭 358-0000314(一般) 1,415,926

頭脳化センタービル修繕積立資産 182,343,765  公Ⅳ事業用積立資産

普通預金 182,343,765 大規模修繕等への備え

百十四･頭 358-0050372(施設) 182,228,982

百十四･頭 358-0053618(修繕) 114,783

産業会館維持管理積立資産 17,000,000  収１事業用積立資産

普通預金 17,000,000 大規模修繕等負担への備え

百十四･木 218-0599267(産業会館) 17,000,000

事業等調整積立資産 20,235,247  公Ⅰ事業用積立資産

普通預金 20,235,247 

百十四･頭 358-0000454(経済) 20,235,247

代位弁済積立資産 14,103,027  公Ⅱ事業用積立資産

普通預金 14,103,027 

百十四･頭 358-0000326(債務) 3,046,288

百十四･頭 358-0000340(高度) 92,133

百十四･頭 358-0037692(代弁積立) 10,964,606

利子補給積立資産 14,118,095  公Ⅱ事業用積立資産

普通預金 14,118,095 

百十四･頭 358-0000338(利子) 11,083,374

百十四･頭 358-0037641(利子積立) 3,034,721

芦原研究支援事業積立資産 6,746,185  公Ⅱ事業用積立資産

普通預金 6,746,185 

百十四･頭 358-0037639(芦原積立) 6,746,185

高度技術開発振興事業積立資産 12,310,611  公Ⅱ事業用積立資産
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普通預金 12,310,611 

百十四･頭 358-0000340(高度) 640,989

百十四･頭 358-0047945(高度積立) 11,669,622

産学官共同研究開発事業積立資産 8,236,220  公Ⅱ事業用積立資産

普通預金 8,236,220 

百十四･頭 358-0042767(科学･産学官積立) 8,236,220

中小企業後継者育成事業積立資産 7,220,163  公Ⅰ事業用積立資産

普通預金 7,220,163 

百十四･木 218-0580014(後継者) 7,220,163

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

普通預金 12,876,000 

百十四･木 218-0579911(国助成) 12,876,000

償還準備積立資産 58,860,000  公Ⅰ事業用積立資産

定期預金 30,000,000 借入返済資金として保管

香川県農協･林 30,000,000

普通預金 28,860,000 借入返済資金として保管

百十四･木 218-0580026(資金･償還) 28,860,000

収支差額変動準備金資産 75,051,248  公Ⅰ事業用積立資産

普通預金 75,051,248 

百十四･木 218-0579911(国助成) 75,051,248

財政調整準備金資産 27,582,703  公Ⅰ事業用積立資産

普通預金 27,582,703 

百十四･木 218-0579998(資金) 392,735

百十四･木 218-0579935(中小貸与) 27,189,968

特定資産合計 17,294,231,503  

(3)その他の固定資産    

建物 1,655,430,758  ○

香川産業頭脳化センタービル 967,048,467 ○ 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 △1,846,467  ○

香川産業頭脳化センタービル △1,846,467 ○

建物減価償却累計額 △483,530,042  ○

香川産業頭脳化センタービル △241,228,776 ○

地域共同研究部研究施設 △210,886,098 ○

産業会館5階事務室 △31,415,168 ○

建物附属設備 680,560,814  ○

香川産業頭脳化センタービル 364,868,914 ○ 公Ⅳ事業財産。法人一部負担。

地域共同研究部研究施設 311,176,900 ○ 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

建物附属設備圧縮引当金 △96,697,141  ○

香川産業頭脳化センタービル △82,986,241 ○

地域共同研究部研究施設 △13,710,900 ○

建物附属設備減価償却累計額 △508,930,861  ○

香川産業頭脳化センタービル △220,903,096 ○

地域共同研究部研究施設 △284,172,661 ○

産業会館5階事務室 △3,855,104 ○

構築物 184,580,129  ○

香川産業頭脳化センタービル 123,112,500 ○ 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

構築物減価償却累計額 △149,034,478  ○



（単位：円）

科　　　目 金　　　額 公益 使用目的等

香川産業頭脳化センタービル △89,384,529 ○

地域共同研究部研究施設 △59,649,949 ○

什器備品 66,792,861  △ 公益、収益及び法人財産

什器備品圧縮引当金 △18,053,727  △

什器備品減価償却累計額 △47,093,920  △

機械装置 1,022,377,226  ○ 公益目的事業財産

機械装置圧縮引当金 △239,218,251  ○

機械装置減価償却累計額 △778,083,340  ○

車両運搬具 3,335,602  ○ 公益目的事業財産

車両運搬具圧縮引当金 △1,260,000  ○

車両運搬具減価償却累計額 △1,705,321  ○

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

設備資金貸付金 53,660,000  ○ 公Ⅰ事業債権

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

出捐金 35,000,000  

(財)立地ｾﾝﾀｰﾃｸﾉﾎﾟﾘｽ債務保証基金 35,000,000 △ 公Ⅱ事業及び法人財産

預託金 23,280  △ 公益及び法人財産

自動車リサイクル預託金 23,280 

求償権 1,935,993  公Ⅱ事業債権

その他の固定資産合計 1,380,089,635  

固定資産合計 18,824,321,138   

資産合計 19,801,579,433   

Ⅱ　負債の部

１　流動負債     

未払金 345,573,009   公益目的事業等未払

預り金 19,878,527   

社会保険料 632,483  役職員から預かり

所得税 1,591,917  役職員等から預かり

住民税 955,000  役職員から預かり

預り敷金 10,609,200  公Ⅳ事業預かり

預り消費税 4,152,735  公益目的事業等から預かり

その他預り金 1,937,192  

前受金 2,022,865   

前受家賃収入 1,880,615  公Ⅳ事業で受取

その他前受金 142,250  

未払法人税等 80,000   

流動負債合計 367,554,401   

２　固定負債     

長期借入金 12,342,520,000   

県借入金 11,572,520,000  

基金造成資金 11,460,000,000 公Ⅴ、公Ⅵ基金造成資金

その他県借入金 112,520,000 公Ⅰ事業資金

銀行等借入金 770,000,000  公Ⅵ基金造成資金

退職給付引当金 69,150,313   職員５名の退職への備え

信用保険預り金 9,480,263   公Ⅰ事業で預かり

機械類信用保険金 7,308,017  

リース信用保険金 2,172,246  

固定負債合計 12,421,150,576   

負債合計 12,788,704,977   

正味財産 7,012,874,456   



（単位：円）

科　　　目 金　　　額 公益 使用目的等

※「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。


