
(単位:円)

場所・数量等 使用目的等 金   額

219,041,180

普通預金 219,041,180

㈱伊予銀行
愛媛県庁支店

運転資金として (160,346,224)

㈱愛媛銀行県庁支店 　〃 (58,650,772)

愛媛信用金庫本店 　〃 (43,360)

愛媛県信用農業協同
組合連合会

　〃 (224)

東予信用金庫本店 　〃 (600)

361,061,029

国及び愛媛県他 補助金等 (219,973,590)

㈱伊予銀行
愛媛県庁支店

基本財産等を定期預金、国債として運用し
ている未収利息 他

(2,094,477)

㈱愛媛銀行県庁支店 　〃 (1,439,066)

愛媛信用金庫本店
基本財産を定期預金として運用している未
収利息

(12)

愛媛県信用農業協同
組合連合会

　〃 (12)

施設利用者 テクノプラザ愛媛施設利用料 (183,520)

三菱UFJモルガン・ス
タンレー証券㈱

特定資産を地方債で運用している未収利息 (2,923,785)

SMBC日興証券㈱
松山支店

　〃 (8,729,243)

大和証券㈱松山支店 　〃 (37)

みずほ証券㈱松山支店 　〃 (1,527,919)

㈱伊藤園松山支店他 自動販売機設置料 (58,967)

松山税務署 消費税及び地方消費税の還付金 (124,130,401)

44,967,171

未収割賦設備 設備貸与企業１者 割賦に係る設備分 (40,943,319)

未収割賦損料 設備貸与企業１者 割賦に係る損料分 (4,023,852)

設備貸与企業１者 リース料 4,796,800

機器類貸与企業１者 リース契約解除に係る損害賠償金 2,487,100

要注意先３者、破綻先１
者

貸倒懸念債権等の回収不能見込額 △ 38,417,276

80,500

全国中小企業振興機関
共済会年金

全国中小企業振興機関共済会年金４月分掛
金

(20,500)

日本郵便㈱ 金銭消費貸借契約証書に係る収入印紙 (60,000)

愛媛労働局 令和３年度概算分労働保険料 76,783

施設利用者 テクノプラザ愛媛電気料金等 70,957

594,164,244流動資産合計

立替金

財　  産　  目  　録
令和４年３月３１日現在

科　　　目

Ⅰ資産の部

1 流動資産

現金預金

未収金

未収割賦販売債権

未収リース債権

未収リース債権規定損害金

貸倒引当金

前払金

仮払金
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場所・数量等 使用目的等 金   額科　　　目

412,304,136

㈱伊予銀行
愛媛県庁支店

運用益を管理費の財源に使用している (243,436,136)

㈱愛媛銀行県庁支店 　〃 (148,868,000)

愛媛信用金庫本店 　〃 (10,000,000)

愛媛県信用農業協同
組合連合会

　〃 (10,000,000)

利付国債(20年) 運用益を管理費の財源に使用している 609,226,357

1,021,530,493

利付国債(20年)
公益目的保有財産であり、運用益を技術振
興基金事業の財源に使用している

252,907,949

157,924,913

㈱伊予銀行
愛媛県庁支店

公益目的保有財産であり、運用益を技術振
興基金事業の財源に使用している

(99,020,913)

㈱愛媛銀行
県庁支店

　〃 (58,904,000)

利付国債(20年)
公益目的保有財産であり、運用益を地域産
業活性化基金事業の財源に使用している

252,621,979

198,616,460

㈱伊予銀行
愛媛県庁支店

公益目的保有財産であり、運用益を地域産
業活性化基金事業の財源に使用している

(124,533,460)

㈱愛媛銀行
県庁支店

　〃 (74,083,000)

利付国債(20年)
公益目的保有財産であり、運用益を基盤整
備基金事業の財源に使用している

39,991,563

110,251,356

㈱伊予銀行
愛媛県庁支店

公益目的保有財産であり、運用益を基盤整
備基金事業の財源に使用している

(69,127,356)

㈱愛媛銀行
県庁支店

　〃 (41,124,000)

37,309,765

㈱伊予銀行
愛媛県庁支店

プロパー職員の退職金支払いに備え引当し
ている預金

(10,139,123)

㈱愛媛銀行県庁支店 　〃 (27,170,642)

㈱伊予銀行
愛媛県庁支店

定期預金で運用し、運用益を地域応援ﾌｧﾝﾄﾞ
事業の財源に使用している

604,154

10,582,009,878

利付国債（10年）
満期保有目的で保有し、運用益を地域応援
ﾌｧﾝﾄﾞ事業の財源に使用している

(1,155,018)

宮崎県公債(10年) 　〃 (4,574,708,191)

東京都公募公債(10年) 　〃 (1,099,269,097)

新潟県公募公債(10年) 　〃 (49,440,240)

北九州市公募公債(10
年)

　〃 (1,595,261,301)

共同発行市場公募地方
債(10年)

　〃 (3,262,176,031)

43,999,707

㈱伊予銀行
愛媛県庁支店

(40,727,126)

㈱愛媛銀行県庁支店 地域応援ﾌｧﾝﾄﾞ事業基金造成資金借入金の返
済に備え積立している預金

(3,272,581)

被災中小企業施設・設備整備資金貸付事業
基金造成資金借入金の返済に備え積立して
いる預金

借入金返済準備預金

地域産業活性化基金引当有価証券

地域産業活性化基金預金

基盤整備基金引当有価証券

基盤整備基金預金

退職給付引当資産

地域中小企業応援ファンド
事業基金預金

基本財産合計

(2)特定資産

技術振興基金引当有価証券

技術振興基金預金

地域中小企業応援ファンド
事業基金有価証券

基本財産引当有価証券

2 固定資産

(1)基本財産

基本財産預金
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場所・数量等 使用目的等 金   額科　　　目

㈱伊予銀行
愛媛県庁支店

設備貸与事業資金の不足に備え積立してい
る預金

60,574,979

㈱伊予銀行
愛媛県庁支店

運用益を被災中小企業施設・設備整備資金
貸付事業の財源に使用している

15,253,000

4,644,019,874

大阪府公募公債(20年) (103,179,067)

兵庫県公募公債(20年) 　〃 (807,642,642)

群馬県公募公債(20年) 　〃 (104,815,324)

京都府公募公債(20年) 　〃 (104,826,154)

神戸市公募公債(20年) 　〃 (208,465,601)

仙台市公募公債(20年) 　〃 (104,487,879)

高速道路機構債(20年) 　〃 (3,210,603,207)

16,396,085,577

自動車３台
公益目的保有財産（比率８０％）であり、
事業及び管理に要する自動車

3

入退出管理ｼｽﾃﾑ機器、統括
管理ｼｽﾃﾑ及びOA研修ｼｽﾃﾑ

借手側のリース物件に係る帳簿価額相当額 1,194,136

貸付企業２者
被災中小企業施設・設備整備資金貸付事業
に係る設備資金貸付金

158,000,000

正常先１者、要注意先１
者

一般債権の回収不能見込額 △ 39,544,000

電話回線
事業及び管理に供するため加入している電
話の提供を受ける権利

1,885,912

愛媛県火災共済協同
組合他

愛媛県火災共済協同組合への出資他 78,800

121,614,851

17,539,230,921

18,133,395,165

１２５者への支払 委託料等 139,979,164

施設利用者 受取施設利用料 2,056,080

3,612,955

職員分 健康保険料 (23,598)

職員分 厚生年金保険料 (42,090)

全国中小企業振興機関
協会共済会

拠出型企業年金保険給付金 (1,616,082)

職員及び謝金等支払者
分

所得税 (1,686,694)

職員分 住民税 (235,000)

施設入居者 光熱費等 (9,491)

315,000,000

㈱伊予銀行
愛媛県庁支店

運転資金として (200,000,000)

㈱愛媛銀行県庁支店 　〃 (115,000,000)

プロパー職員及び愛媛
県からの出向職員分

4,828,591

OA研修ｼｽﾃﾑ 1,246,344

466,723,134

リース資産

満期保有目的で保有し、運用益を被災中小
企業施設・設備整備資金貸付事業の財源に
使用している

被災中小企業施設・設備整
備資金貸付事業基金有価証
券

被災中小企業施設・設備整
備資金貸付事業基金預金

特定資産合計

(3)その他固定資産

車両運搬具

流動負債合計

1 流動負債

固定資産合計

Ⅱ負債の部

  資産合計

未払金

賞与引当金 令和4年6月に支給する賞与のうち、令和3年
12月～令和4年3月の労務の提供に対する賞
与の引当分

リース債務 借手側のリース物件に係る未経過リース料
期末残高相当額(うち、１年内のリース料支
払にかかるもの）

設備資金貸付金

電話加入権

前受金

預り金

短期借入金

出資金

その他固定資産合計

貸倒引当金

貸与事業補填準備金預金
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場所・数量等 使用目的等 金   額科　　　目

15,440,000,000

基金造成資金借入金 15,282,000,000

愛媛県
地域応援ﾌｧﾝﾄﾞ事業基金造成資金及び被災中
小企業施設・設備整備資金貸付事業基金造
成資金として

(13,345,500,000)

四国電力㈱ 地域応援ﾌｧﾝﾄﾞ事業基金造成資金として (375,000,000)

㈱伊予銀行
愛媛県庁支店

　〃 (482,000,000)

㈱愛媛銀行県庁支店 　〃 (482,000,000)

愛媛信用金庫本店 　〃 (482,000,000)

東予信用金庫本店 　〃 (38,500,000)

川之江信用金庫本店 　〃 (38,500,000)

宇和島信用金庫本店 　〃 (38,500,000)

設備資金貸付事業等資
金借入金

愛媛県
被災中小企業施設・設備整備資金貸付事業
の貸付金として

158,000,000

プロパー職員分 プロパー職員の退職金支払いに備えるため 37,309,765

8,506,816

機械類信用保険預り金 設備貸与企業１者 機械類信用保険金の受領分 (3,636,347)

リース信用保険預り金 設備貸与企業１者 リース信用保険金の受領分 (4,870,469)

設備貸与企業１者 ユーザーからの預り割賦設備保証金 5,764,500

15,491,581,081

15,958,304,215

2,175,090,950

  負債合計

固定負債合計

2 固定負債

長期借入金

退職給付引当金

長期預り金

割賦設備保証金

  正味財産
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