
（単位：円）

Ⅰ 資産の部

1．流動資産

　　現金預金 [ 146,493,260 ]

普通預金　紀陽銀行　県庁支店 運転資金 131,829,151

普通預金　紀陽銀行　岩出支店 運転資金 3,583,752

普通預金　紀陽銀行　本店営業部 運転資金 0

普通預金　和歌山県信用農業協同組合連合会本所 運転資金 327,748

普通預金  きのくに信用金庫　本店営業部 運転資金 10,320,207

普通預金　紀陽銀行　県庁支店 県証紙購入資金 432,402

　　未収金 [ 92,634,494 ]

未収県受託金　　 和歌山県 県の受託事業における未収受託金 6,590,696

未収国庫受託金　近畿経済産業局 国の受託事業における未収受託金 59,677,924

未収国庫補助金　近畿経済産業局 国の補助事業における未収補助金 21,643,869

その他未収金 上記以外の未収金 4,722,005

　　貯蔵品 県証紙 県証紙販売 [ 2,451,496 ]

　流動資産合計 241,579,250

2．固定資産

 (1)基本財産

　　　投資有価証券 福岡市平成24年度第8回公募公債 17,385,268

　　　普通預金 紀陽銀行　本店営業部 614,732

　　基本財産合計 18,000,000

 (2)特定資産

　　　技術振興基金 [ 768,628,236 ]

投資有価証券　第113回利付国庫債券（20年） 423,628,236

投資有価証券　い第767号利付商工債 100,000,000

投資有価証券　第195号利付商工債 200,000,000

普通預金　　　　紀陽銀行　岩出支店 45,000,000

　　　わかやま中小企業元気
　　　ファンド事業基金

投資有価証券　第177回共同発行市場
投資有価証券　公募地方債

運用益を公２わかやま中小企業元気ファンド
事業の財源として使用

[ 8,200,000,000 ]

　　　わかやま中小企業元気
　　　ファンド事業積立資産

普通預金　　　　紀陽銀行　県庁支店 わかやま中小企業元気ファンド事業運営上の積立
資産

[ 25,148,286 ]

[ 2,000,000,000 ]

投資有価証券　第78回共同発行市場公募地方債 1,700,000,000

投資有価証券　第303回利付国庫債券（10年） 247,890,839

投資有価証券　第120回利付国庫債券（5年） 49,858,309

普通預金　　　　紀陽銀行　本店営業部 2,250,852

　　　わかやま農商工連携
　　　ファンド事業積立資産

普通預金　　　　紀陽銀行　県庁支店　他 わかやま農商工連携ファンド事業運営上の積立資
産

[ 67,670,197 ]

　　　収支差額変動
　　　準備積立資産

普通預金　　　　紀陽銀行　本店営業部　 設備貸与事業運営のための積立資産 [ 7,841,477 ]

　　　退職給付引当資産 普通預金　　　　紀陽銀行　本店営業部　 職員の退職給付引当資産 [ 25,221,393 ]

　　　事業運営積立資産 普通預金　　　　紀陽銀行　岩出支店 事業運営上の積立資産 [ 42,511,419 ]

　　　機械装置 分析及び製造装置 公益目的保有財産であり公３戦略的基盤技術
高度化支援事業に使用している

[ 2,779,480 ]

　　　器具備品 ＬＡＮ設備　 管理目的に使用する財産 [ 1 ]

　　特定資産合計 11,139,800,489

財　　産　　目　　録

平成３１年３月３１日現在

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金額

定款において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

交付者の定めた使途に充てるために保有している
資金であり、運用益を収益事業等に使用

　　　わかやま農商工連携
　　　ファンド事業基金

運用益を公２わかやま農商工連携ファンド
事業の財源として使用



 (3)その他固定資産

　　　未収設備資金貸付金
　　　損害賠償金

設備資金貸付事業 収益：設備資金貸付事業における契約解除による
未収損害賠償金

3,409,887

　　　未収割賦設備 設備貸与事業 収益：設備貸与事業における未収貸与債権 92,573,201

　　　未収割賦損料 設備貸与事業 収益：設備貸与事業における未収貸与債権 7,763,249

　　　未収割賦販売債権
　　　損害賠償金

設備貸与事業 収益：設備貸与事業における契約解除による
未収貸与債権

38,084,355

　　　未収リース債権
　　　規定損害金

設備貸与事業 収益：設備貸与事業における契約解除による
未収リース債権

31,504,303

　　　未収金（設備貸与） 設備貸与事業 収益：設備貸与事業における未収損害賠償金 5,829,200

　　　貸倒引当金 設備貸与事業 収益：設備貸与事業における債権の引当金 △ 96,312,976

　　　敷金 和島興産株式会社 管理目的に使用する事務室の敷金 2,000,000

　　　器具備品 コピーホワイトボード 他 公益目的及び管理目的に使用する資産である 2

　　　電話加入権 電話３回線 管理目的に使用する資産である 486,152

　　　出資金 きのくに信用金庫　 口座開設のための出資金 10,000

　　その他固定資産合計 85,347,373

　固定資産合計 11,243,147,862

　資産合計 11,484,727,112

Ⅱ 負債の部

1．流動負債

　　未払金 [ 135,613,882 ]

補助金返還金　和歌山県 県の補助事業における未払返還金 40,899,364

運用益返還金　和歌山県 元気ファンド運用益未使用額 31,901,824
補助金未払先　12社 わかやま企業成長戦略事業（経営・販路）、わかや

ま中小企業元気ファンド事業
22,374,000

退職職員 退職金 20,045,369
コーディネーター、マネージャー等 報酬等 8,266,627
専門家派遣事業等 謝金旅費 2,523,580
その他未払金 上記以外の未払金 9,603,118

　　未払消費税等 和歌山税務署 消費税等 [ 3,559,800 ]

　　預り金 [ 2,464,571 ]

退職職員 共済年金預り金 126,293

日本年金機構　和歌山西事務所 社会保険預り金 1,362,886

和歌山税務署 源泉所得税預り金 670,492

和歌山市　他 市県民税預り金 304,900

　　前受金 工業技術センター 県証紙 [ 383,898 ]

　　短期借入金
和歌山県よろず支援拠点及び
戦略的基盤技術高度化支援事業資金の借入金

[ 79,730,000 ]

和歌山県信用農業協同組合連合会　本所 35,730,000

商工組合中央金庫　和歌山支店 44,000,000

　　賞与引当金 役職員賞与に係る引当金 [ 7,237,075 ]

　流動負債合計 228,989,226

2．固定負債

　　長期借入金 [ 10,200,000,000 ]

和歌山県 8,300,000,000

紀陽銀行　県庁支店 1,050,000,000

きのくに信用金庫　本店営業部 450,000,000

和歌山県信用農業協同組合連合会本所 400,000,000

　　機械類信用保険預り金 ㈱日本政策金融公庫 設備貸与事業において受領した保険金債務 [ 50,485,837 ]

　　損失補償預り金 設備貸与事業等 損失補償補填預り金 [ 32,368,382 ]

　　退職給付引当金 職員退職金に係る引当金 [ 25,221,393 ]

　固定負債合計 10,308,075,612

　負債合計 10,537,064,838

Ⅲ　正味財産 947,662,274

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金額

わかやま中小企業元気ファンド事業資金及びわか
やま農商工連携ファンド事業資金の借入金


