
　　　財　　　産　　　目　　　録

（単位：円）
場所・物量等 使用目的等 金額

流動資産 普通預金（決済用） 171,433,921

北陸銀行県庁内支店 170,004,459

富山銀行諏訪川原支店 280,241

富山第一銀行本店 1,134,952

富山信用金庫本店営業部 1,428

高岡信用金庫本店営業部 1,685

しんみなと信用金庫本店営業部 2,252

にいかわ信用金庫本店営業部 2,047

氷見伏木信用金庫本店営業部 1,882

砺波信用金庫本店営業部 2,543

石動信用金庫本店営業部 1,670

富山県信用組合本店営業部 762
未収金 国（中部経済産業局）　他 戦略的基盤技術高度化支援事業の補助金収入他 192,070,452
前払金 みずほ証券 保有債券の経過利息 383
立替金 雇用保険 従事する職員の雇用保険 5,421
未収収益 証券会社５先・銀行１先 保有債券の未収収益 32,028,927
前払費用 富山県火災共済協同組合　他３件 火災保険料等の前払費用 144,814

流動資産合計 395,683,918

固定資産

　基本財産

定期預金 北陸銀行 1,014,542
投資有価証券 国債（10年328回、20年60回） 10,985,458

基本財産合計 12,000,000
　特定資産

技術振興基金 野村・みずほ・SMBC日興・三菱UFJ証券、北陸銀行 運用益を技術開発事業に使用 1,045,433,000
技術開発基金 みずほ・SMBC日興証券、北陸銀行 運用益を管理事業に使用 281,010,000
学術文庫基金 野村・大和証券、北陸銀行 運用益を中小企業支援センター事業に使用 15,500,000
とやま中小企業チャレンジファ
ンド

野村・みずほ・SMBC日興・三菱UFJ・大和証券
運用益をとやま中小企業チャレンジファンド
事業に使用 15,030,571,505

元気とやま中小ベンチャー総合
支援ファンド

北陸銀行
元気とやま中小ベンチャー総合支援ファンド
事業に使用

300,000,000

指導体制強化基金 SMBC日興証券、北陸銀行 運用益を管理事業に使用 87,000,000
創業チャレンジ支援基金 北陸銀行 取崩して創業チャレンジ事業に使用 5,760,947
債務保証積立資産 野村・みずほ証券、北陸銀行 運用益を中小企業自立化支援・管理事業に使用 200,000,000
技術振興基金積立資産 北陸銀行 技術開発事業に使用する積立 15,616,127
地域産業活性化基金積立資産 北陸銀行 中小企業支援センター事業に使用する積立 14,093,051
技術者育成基金積立資産 北陸銀行 情報化支援事業に使用する積立 2,888,679
大規模修繕積立資産 北陸銀行 取崩して大規模修繕に使用 5,617,380
地域活性化経営支援資産 みずほ、北陸銀行 運用益を管理事業に使用 103,142,853
新産業創造積立資産 北陸銀行 管理事業に使用する積立 16,500,000
経営基盤強化基金積立金積立資産 SMBC日興・三菱UFJ証券、北陸銀行 管理事業に使用する積立 54,674,707
とやま中小企業チャレンジファ
ンド積立資産

北陸銀行
とやま中小企業チャレンジファンド事業に使
用する積立 211,339,534

設備資金貸付償還積立資産 北陸銀行、富山銀行 設備資金貸付事業に使用する積立 899,509
デザイン振興事業積立資産 SMBC日興証券、北陸銀行 管理事業に使用する積立 54,016,317
情報化支援事業積立資産 北陸銀行 中小企業支援センター事業に使用する積立 6,598,865
元気とやま中小ベンチャー総合
支援ファンド積立資産

北陸銀行
元気とやま中小ベンチャー総合支援ファンド
事業に使用する積立 19,037,593

中小企業自立化支援事業積立資産 みずほ・SMBC日興・三菱UFJ証券、北陸銀行 運用益を中小企業自立化支援事業で使用 250,168,692
収支差額変動準備積立資産 みずほ・三菱UFJ証券、北陸銀行、富山銀行 運用益を設備貸与事業に使用 84,919,167
退職給付引当資産 SMBC日興証券、北陸銀行 退職給付に使用する積立 64,505,378
建物 公益目的保有であり技術開発事業で使用 264,643,834

富山市高田529 技術交流ビル　1,212.04㎡ 137,150,925
高岡市二上町122 ものづくり研究開発センター　1,255.87㎡ 127,492,909

構築物 富山市高田529　排水溝、下水道配管 公益目的保有 1,542,927
貸倒引当金 技術開発助成事業分 貸倒引当金として △ 1,320,000

特定資産合計 18,134,160,065
その他固定資産

什器備品 56件 公益目的保有財産 1,228,629
リース資産 北銀リース 会計システム 3,181,356
電話加入権 事務所内 電話加入権利 8,000
投資有価証券 普通株式137株 ベンチャー事業への出資 558,702
出資金 出資金、出資証券（信用金庫・信用組合 ８先） 火災共済・県内信金・信組出資分 2,795,776
債務保証見返 ＮＰＯ法人等への債務保証見返３件 元気とやま中小ベンチャー総合支援ファンド保証業務 16,615,200
破産更生債権等 長期滞納債権 設備貸与事業 2,019,600
貸倒引当金 設備貸与事業分 貸倒引当金として △ 1,029,000

その他の固定資産合計 25,378,263
　固定資産合計 18,171,538,328

資産合計 18,567,222,246

令和２年３月31日

運転資金

公益目的保有財産であり、運用益は管理
事業に使用

公益目的保有でありものづくり産学官連携拠
点事業で使用

貸借対照表科目
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場所・物量等 使用目的等 金額

負債の部

流動負債

短期借入金 北陸銀行 運転資金 150,000,000
一年以内返済予定長期借入金 富山県 設備資金貸付事業の返済金 900,000
未払金 仕入に対する未払額 助成金及び経費の未払金等 169,857,544
賞与引当金 従業員 賞与支給に備えたもの 10,328,010
前受金 ものづくり開発支援棟 使用料 890,500
リース債務 北銀リース 会計システム 1,413,936
預り金 源泉所得税、住民税等 源泉所得税、住民税等 1,713,918
未経過債務保証料 ＮＰＯ法人等 NPO法人等への債務保証料の未経過分 367,440

　流動負債合計 335,471,348
固定負債

長期借入金 15,000,000,000
富山県 3,000,000,000

北陸銀行 7,000,000,000

富山第一銀行 1,500,000,000

富山銀行 1,000,000,000

富山県信用組合 200,000,000

富山信用金庫 800,000,000

氷見伏木信用金庫 100,000,000

にいかわ信用金庫 300,000,000

高岡信用金庫 800,000,000
砺波信用金庫 100,000,000
新湊信用金庫 100,000,000
石動信用金庫 100,000,000

債務保証 元気とやま中小企業ベンチャー総合支援ファンド 元気とやま中小企業ベンチャー総合支援ファンド保証業務 16,615,200
リース債務 北銀リース 会計システム 1,767,420
退職給付引当金 従業員 自己都合退職支給額の100％に相当する額を計上 64,505,378
機械類信用保険預り金 機械類信用保険 設備貸与事業に係る保険預り金 990,842

　固定負債合計 15,083,878,840
負債合計 15,419,350,188

正味財産 3,147,872,058

負債及び正味財産合計 18,567,222,246

中小企業チャレンジファンド設立目的の
借入

貸借対照表科目
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