
　　　財　　　産　　　目　　　録

（単位：円）
貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金額

流動資産 普通預金（決済用） 158,738,013
北陸銀行県庁内支店 158,319,299
富山銀行諏訪川原支店 280,241
富山第一銀行本店 125,880
富山信用金庫本店営業部 1,552
高岡信用金庫本店営業部 1,385
しんみなと信用金庫本店営業部 1,952
にいかわ信用金庫本店営業部 1,847
氷見伏木信用金庫本店営業部 1,582
砺波信用金庫本店営業部 2,243
石動信用金庫本店営業部 1,370
富山県信用組合本店営業部 662

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 195,835,631
立替金 雇用保険 従事する職員の雇用保険 160,393
未収収益 証券会社５先・銀行１先 保有債券の未収収益 33,058,158
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 161,384

流動資産合計 387,953,579
固定資産

　基本財産

定期預金 北陸銀行県庁内支店 1,019,451
投資有価証券 国債（10年328回、20年60回） 10,980,549

基本財産合計 12,000,000
　特定資産

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 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、北陸銀行、大和 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 15,026,363,431

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、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 6,360,947
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 43,154,707
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 205,098,364

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 5,899,509
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

18,879,981

農商工連携ファンド積立資産 北陸銀行 農商工等連携支援事業に使用する積立 156,211,476
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 252,058,636
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 89,333,157
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 76,848,651
建物 公益目的保有であり技術開発事業で使用 278,548,376

富山市高田529 技術交流ビル　1,212.04㎡ 143,733,460
高岡市二上町122 ものづくり研究開発センター　1,255.87㎡ 134,814,916

構築物 富山市高田529　排水溝、下水道配管 公益目的保有 2,001,896
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 18,306,855,403
その他固定資産

什器備品 60件 公益目的保有財産 1,657,636
リース資産 北銀リース 会計システム 4,595,292
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
設備資金貸付金 設備資金貸付金 設備資金貸付事業 900,000
債務保証見返 ＮＰＯ法人等への債務保証見返４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 8,950,200
破産更生債権等 長期滞納債権 設備貸与事業 2,024,600
貸倒引当金 設備資金貸付事業、設備貸与事業分 貸倒引当金として △ 1,052,000

その他の固定資産合計 20,438,206
　　固定資産合計 18,339,293,609

資産合計 18,727,247,188

平成31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
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貸借対照表科目 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 北陸銀行県庁内支店 運転資金 148,500,000
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 5,900,000
未払金 仕入に対する未払額 助成金及び経費の未払金等 152,406,571
賞与引当金 従業員 賞与支給に備えたもの 10,229,497
前受金 ものづくり開発支援棟 使用料 1,055,600
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 3,698,909
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 217,052

流動負債合計 323,421,565
固定負債

長期借入金 15,000,900,000
富山県 3,000,900,000
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 8,950,200
リース債務 北銀リース 会計システム 3,181,356
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 76,848,651
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 15,090,871,049
負債合計 15,414,292,614

正味財産 3,312,954,574
負債及び正味財産合計 18,727,247,188

中小企業チャレンジファンド設立目的の
借入
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