
（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 389,494,751   運転資金として

現金預金 389,494,751  

普通預金 389,494,751 

百十四･頭358-0000314(一般) 25,275,415

百十四･頭358-0000326(債務) 30,000

百十四･頭358-0000340(高度) 6,293,158

百十四･頭358-0000391(地域共同) 2,593,729

百十四･頭358-0000454(経済) 4,276,405

百十四･頭358-0000466(よろず) 52,867,656

百十四･頭358-0022082(県有) 45,721,421

百十四･頭358-0031814(新事業) 36,262,596

百十四･頭358-0034733(ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾄ) 2,649,866

百十四･頭358-0038009(応援ファンド) 55,906,004

百十四･頭358-0038946(先端） 609,844

百十四･頭358-0042767(科学･産学官積立) 50,279,515

百十四･頭358-0050372(施設) 29,140,077

百十四･頭358-0055245(サポイン) 1,330,089

百十四･頭358-0055981(経済･異業種) 1,401,502

百十四･頭358-0079928(知財支援) 7,383,923

百十四･頭358-0037995(６次産業化) 2,292,087

百十四･頭358-0085539(外国出願) 406,046

百十四･頭358-0086240(健康関連・県費) 408,640

百十四･頭358-0022411(ﾈｸｽﾄ利用料) 1,450,610

百十四･頭358-0100506(ふるさと創業) 27,102,509

百十四･頭358-0100518(地域資源活用等) 3,652,483

百十四･頭358-0100520(特許等取得) 13,370,995

百十四･頭358-0100532(知財活性化等) 5,412,632

百十四･頭358-0100544(発明協会運営) 4,459

百十四･頭358-0103262(ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ) 2,808,807

百十四･木218-0579911(国助成) 55,472

百十四･木218-0579998(資金) 11,315

百十四･木218-0580014(後継者) 804,800

百十四･木218-0599267(産業会館) 4,123,691

香川･伏132-1088272(特別Ⅰ) 4,768,783

香川･伏132-1088302(施設) 496

観音寺信金･本001-0826002(農商工ﾌｧﾝﾄﾞ) 799,726

割賦販売未収金 2,690,078   公Ⅰ事業財産

割賦設備未収償還金 2,666,819  

割賦損料未収金 23,259  

割賦設備未収損害賠償金 7,063,893   公Ⅰ事業財産

貸倒引当金 △6,509,554   公Ⅰ事業財産

未収金 241,805,644   公益目的事業等債権

前払金 221,376   

経過利息 221,376  有価証券購入時に支払

立替金 539,652   

入居者立替金 539,652  公Ⅳ事業財産

前払費用 81,213   

流動資産計 635,387,053   

令和　４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

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 1,630,000  

償還準備積立資産 1,630,000  借入返済資金として保管

普通預金 1,630,000 

百十四･木218-0580026(資金･償還) 1,630,000

１年以内取崩予定固定資産計 1,630,000   

流動資産合計 637,017,053   

３　固定資産     

(1)基本財産    

基本財産 150,000,000  法人会計で保管

普通預金 150,000,000 

百十四･頭358-0000314(一般) 150,000,000

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 99,992,293 ○

東北電力債30年第533回：野村 70,000,000 ○

住宅金融支援機構債第320回30年：大和 29,992,293 ○

普通預金 7,707 ○

百十四･頭358-0000454(経済) 7,707 ○

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

投資有価証券 149,961,443 ○

住宅金融支援機構債第320回30年：大和 149,961,443 ○

百十四･頭358-0000454(経済) 38,557 ○

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 78,088,120 ○

北海道債平成25年度第1回 53,590,611 ○

大阪府債第379回三菱UFJ 2,443,805 ○

住宅金融支援機構債第320回30年：大和 22,053,704 ○

普通預金 3,238,880 ○

百十四･頭358-0000326(債務) 3,238,880 ○

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 59,607,452 ○

大阪府債第361回野村 59,607,452 ○

普通預金 392,548 ○

百十四･頭358-0000338(利子) 392,548 ○

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 198,691,510 ○

大阪府債第361回野村 198,691,510 ○

普通預金 1,308,490 ○

百十四･頭358-0000340(高度) 1,308,490 ○

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 256,813,898 ○

北海道債平成24年度第1回 56,930,368 ○

大阪市債平成24年度第1回野村 100,016,155 ○

大阪市債平成24年度第1回三菱ＵＦＪ 99,867,375 ○

普通預金 2,636,102 ○

百十四･頭358-0000340(高度) 2,636,102 ○

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 100,000,000 ○

中国電力債第435回20年：大和 100,000,000 ○

普通預金 100,000,000 ○

百十四･頭358-0000340(高度) 100,000,000 ○

高度技術開発振興基金(芦原) 296,744,000  ○

投資有価証券 296,097,522 ○ 運用益を公Ⅱ事業財源に使用

大阪府債第361回 100,008,950 ○

大阪府債第361回野村 5,960,745 ○
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（単位：円）

科　　　目 金　　　額 公益 使用目的等

大阪府債第367回みずほ 27,878,414 ○

大阪府債第379回三菱UFJ 19,933,213 ○

東北電力債30年第533回：野村 18,000,000 ○

北海道電力債第371回30年：みずほ 24,316,200 ○

九州電力債第500回30年：大和 100,000,000 ○

普通預金 646,478 ○

百十四･頭358-0000340(高度) 646,478 ○

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 134,061,074 ○

北海道債平成25年度第1回 46,377,274 ○

東北電力債30年第533回：野村 12,000,000 ○

北海道電力債第371回30年：みずほ 75,683,800 ○

普通預金 15,938,926 ○

百十四･頭358-0000340(高度) 15,938,926 ○

科学技術振興基金 300,919,950  ○ 運用益を公Ⅱ事業財源に使用

投資有価証券 122,509,133 ○

第60回利付国債(日興ｺｰﾃﾞｨｱﾙ証券) 14,630,647 ○

第60回利付国債(みずほ証券) 55,652,113 ○

大阪府債第367回みずほ 52,226,373 ○

普通預金 178,410,817 ○

百十四･頭358-0042767(科学･産学官積立) 178,410,817 ○

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 144,147,623 ○

第60回利付国債(みずほ証券) 144,147,623 ○

普通預金 155,852,377 ○

百十四･木218-0580014(後継者) 155,852,377 ○

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 11,803,072,861 

政府保証15年第4回公営企業債券 100,036,755

第60回利付国債(日興ｺｰﾃﾞｨｱﾙ証券) 195,159,075

大阪府債第361回野村 10,787,958

北海道債平成25年度第1回 49,836,462

大阪府債第379回三菱UFJ 49,711,763

国債第349回(野村／百十四質権) 801,872,200

大阪府債第44回 549,942,800

大阪府債第44回(日興／県質権) 279,970,880

大阪府債第143回(日興／県質権) 1,699,700,447

京都府債H29-10(日興／県質権) 1,250,045,000

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

地方公共団体金融機構債第9回30年：野村 93,615,592

政府保証地方公共団体金融機構債第95回：みずほ 20,090,499

政府保証日本高速道路保有債務返済機構債第318回：みずほ 20,116,847

政府保証日本高速道路保有債務返済機構債第330回：みずほ 50,310,595

政府保証地方公共団体金融機構債第97回：みずほ 10,041,543

地方公共団体金融機構債第96回：大和 100,900,823

佐賀県債H29-1：みずほ 100,933,622

普通預金 50,183,139 

百十四･頭358-0038009(応援ファンド) 50,183,139

退職給付引当資産 27,720,443  職員６名の退職への備え

普通預金 27,720,443 

百十四･頭358-0000314(一般) 21,940,953

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
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（単位：円）

科　　　目 金　　　額 公益 使用目的等

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 323,986,939  公Ⅳ事業用積立資産

投資有価証券 137,678,756 

北海道債平成24年度第1回 43,081,215

大阪市債平成24年度第1回三菱ＵＦＪ 149,557

大阪府債第361回野村 25,004,334

大阪府債第367回みずほ 19,902,148

北海道債平成25年度第1回 49,541,502

普通預金 186,308,183 

百十四･頭358-0050372(施設) 186,193,400

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 14,992,683 

大阪府債第379回三菱UFJ 14,992,683

普通預金 5,007,317 

百十四･木218-0599267(産業会館) 5,007,317

事業等調整積立資産 15,994,603  公Ⅰ事業用積立資産

普通預金 15,994,603 

百十四･頭358-0000454(経済) 15,994,603

代位弁済積立資産 7,145,041  公Ⅱ事業用積立資産

普通預金 7,145,041 

百十四･頭358-0000326(債務) 7,145,041

利子補給積立資産 4,201,254  公Ⅱ事業用積立資産

普通預金 4,201,254 

百十四･頭358-0000338(利子) 4,201,254

芦原研究支援事業積立資産 6,525,210  公Ⅱ事業用積立資産

普通預金 6,525,210 

百十四･頭358-0000340(高度) 6,525,210

高度技術開発振興事業積立資産 17,671,263  公Ⅱ事業用積立資産

普通預金 17,671,263 

百十四･頭358-0000340(高度) 17,671,263

産学官共同研究開発事業積立資産 4,525,193  公Ⅱ事業用積立資産

普通預金 4,525,193 

百十四･頭358-0042767(科学･産学官積立) 4,525,193

中小企業後継者育成事業積立資産 32,194,293  公Ⅰ事業用積立資産

普通預金 32,194,293 

百十四･木218-0580014(後継者) 32,194,293

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 12,869,711 

大阪府債第379回三菱UFJ 12,869,711

普通預金 6,289 

百十四･木218-0579911(国助成) 6,289

収支差額変動準備金資産 22,051,248  公Ⅰ事業用積立資産

普通預金 22,051,248 

百十四･木218-0579911(国助成) 22,051,248

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 33,933,633  公Ⅱ事業用積立資産

普通預金 33,933,633 研究体制強化のため使用

百十四･頭358-0000391(地域共同) 33,933,633

支援機能維持強化積立資産 19,404,131  公益共通事業用積立資産

普通預金 19,404,131 支援機能維持強化のため使用

百十四･頭358-0050372(施設) 19,404,131

特定資産合計 14,531,721,295  

(3)その他固定資産    
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（単位：円）

科　　　目 金　　　額 公益 使用目的等

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 △681,318,998  ○

香川産業頭脳化センタービル △366,396,864 ○

地域共同研究部研究施設 △279,653,298 ○

産業会館5階事務室 △35,268,836 ○

建物附属設備 704,851,488  ○

香川産業頭脳化センタービル 402,224,106 ○ 公Ⅳ事業財産。法人一部負担。

地域共同研究部研究施設 297,408,382 ○ 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：ネクスト香川 704,000 

建物附属設備圧縮引当金 △145,552,333  ○

香川産業頭脳化センタービル △130,631,433 ○

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 △546,030,679  ○

香川産業頭脳化センタービル △265,303,534 ○

地域共同研究部研究施設 △276,178,681 ○

産業会館5階事務室 △4,469,850 ○

県有施設：ネクスト香川 △78,614 

構築物 190,847,276  ○

香川産業頭脳化センタービル 129,379,647 ○ 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 △13,223,700  ○

香川産業頭脳化センタービル △13,223,700 ○

構築物減価償却累計額 △157,377,045  ○

香川産業頭脳化センタービル △95,909,419 ○

地域共同研究部研究施設 △61,467,626 ○

什器備品 74,440,968  △ 公益、収益及び法人財産

什器備品圧縮引当金 △40,653,484  △

什器備品減価償却累計額 △31,100,856  △

機械装置 531,473,794  △ 公益及び法人財産

機械装置圧縮引当金 △131,575,600  △

機械装置減価償却累計額 △393,564,566  △

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 1,803,493  公Ⅱ事業財産
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（単位：円）

科　　　目 金　　　額 公益 使用目的等

その他固定資産合計 1,018,463,760  

固定資産合計 15,700,185,055   

資産合計 16,337,202,108   

Ⅱ　負債の部

１　流動負債     

未払金 157,645,254   公益目的事業等未払

預り金 17,381,744   

社会保険料 275,372  役職員から預かり

所得税 997,921  役職員等から預かり

住民税 717,700  役職員から預かり

共済年金 981,847  職員６名から預かり

預り敷金 12,834,540  公Ⅳ事業預かり

その他預り金 1,574,364  公益目的事業等から預かり

前受金 3,211,096   

前受家賃収入 2,499,064  公Ⅳ事業で受取

前受会議室使用料収入 2,112  公Ⅳ事業で受取

その他前受金 709,920  

未払法人税等 80,000   

流動負債計 178,318,094   

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 1,630,000   

県借入金 1,630,000  

その他県借入金 1,630,000 公Ⅰ事業資金

１年以内返済予定固定負債計 1,630,000   

流動負債合計 179,948,094   

３　固定負債     

長期借入金 10,250,000,000   

県借入金 9,450,000,000  

基金造成資金 9,450,000,000 公Ⅴ基金造成資金

銀行等借入金 800,000,000  公Ⅴ基金造成資金

退職給付引当金 27,720,443   職員６名の退職への備え

信用保険預り金 3,601,117   公Ⅰ事業で預かり

機械類信用保険金 3,601,117  

固定負債合計 10,281,321,560   

負債合計 10,461,269,654   

正味財産 5,875,932,454   

※「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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