
(単位:円)

場所・数量等 使用目的等 金   額

435,479,808

普通預金 402,479,808

㈱伊予銀行
愛媛県庁支店

運転資金として (240,966,914)

㈱愛媛銀行県庁支店 　〃 (161,393,050)

愛媛信用金庫本店 　〃 (119,844)

定期預金 33,000,000

愛媛信用金庫本店 資金運用として (33,000,000)

172,186,044

国及び愛媛県他 補助金等の未収分 (132,819,914)

㈱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

(2,397,986)

㈱愛媛銀行県庁支店
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

(1,441,037)

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

(1,474)

愛媛県信用農業協同
組合連合会

基本財産を定期預金として運用している未
収利息

(136)

施設利用者 テクノプラザ愛媛施設利用料の未収分 (340,930)

野村證券㈱松山支店他
基本財産等を国債、地方債で運用している
未収利息

(19,122,206)

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 (5,184,684)

SMBC日興証券㈱
松山支店

　〃 (7,857,991)

㈱伊藤園松山支店他 自動販売機設置料の未収分 (78,090)

松山税務署 消費税及び地方消費税の還付金 (2,941,596)

61,745,206

未収割賦設備 設備貸与企業３者 割賦に係る設備分の未収額 (52,225,021)

未収割賦損料 設備貸与企業３者 割賦に係る損料分の未収額 (9,520,185)

設備貸与企業２者 リース料の未収額 13,037,400

機器類貸与企業１者 リース契約解除に係る損害賠償金 3,897,100

設備資金貸付企業１者 設備資金貸付の未収分 5,568,000

要注意先４者、破綻先２
者

貸倒引当金を算出した額 △ 45,556,136

769,450

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

(28,350)

四国ジャパン㈱
テクノプラザ愛媛施設管理者に対する賠償
請求に備えている保険

(51,100)

明治安田生命保険相互
会社

役員に対する損害賠償請求に備えている保
険

(690,000)

愛媛労働局 平成28年度概算分労働保険料の仮払分 9,340

施設利用者 テクノプラザ愛媛電気料金等の立替分 4,759

647,140,971

財　  産　  目  　録
平成２９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

未収設備資金貸付金

貸倒引当金

前払金

仮払金

流動資産合計

立替金
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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 608,245,612

1,020,549,748

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

252,383,949

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

252,004,929

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

39,870,468

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)

77,921,491

㈱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

(51,616,562)

㈱愛媛銀行県庁支店 　〃 (26,304,929)

㈱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

57,247

12,474,823,850

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

(900,379)

北海道公募公債(10年) 　〃 (1,881,214,816)

大阪府公募公債(10年) 　〃 (3,646,316,279)

兵庫県公募公債(10年) 　〃 (1,600,554,988)

大阪市公募公債(10年) 　〃 (5,345,837,388)

㈱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

28,843,672

㈱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

13,653,273,314

2 固定資産

(1)基本財産

基本財産預金

基本財産引当有価証券

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
地域中小企業応援ファンド
事業基金有価証券

借入金返済準備預金

貸与事業補填準備金預金

特定資産合計
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場所・数量等 使用目的等 金   額科　　　目

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

研究開発機器２機 研究開発に使用するセンサーシステム機器 1,144,902

入退出管理ｼｽﾃﾑ機器 借手側のリース物件に係る帳簿価額相当額 5,263,200

設備貸与企業２者
償却債権のうち、償却額を除外した回収可
能額分の債権

400,000

加入権
事業及び管理に供するため、購入した固定
電話

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 73,800

8,767,817

14,682,590,879

15,329,731,850

２０７者への支払 委託料等の未払分 269,138,678

施設利用者 受取施設利用料の前受分 2,385,860

一時的に預かったもの 1,466,669

職員分 健康保険料 (36,456)

職員分 厚生年金保険料 (56,364)

職員及び謝金等支払者
分

所得税 (981,849)

職員分 住民税 (392,000)

64,539,363

㈱伊予銀行
愛媛県庁支店

運転資金として (40,439,363)

㈱愛媛銀行県庁支店 運転資金として (24,100,000)

4,000,000,000

基金造成資金借入金 4,000,000,000

愛媛県
地域応援ﾌｧﾝﾄﾞ事業基金造成資金として借り
入れた借入金のうち１年内に借入返済予定
のもの

(3,400,000,000)

四国電力㈱ 　〃 (150,000,000)

㈱伊予銀行
愛媛県庁支店

　〃 (150,000,000)

㈱愛媛銀行県庁支店 　〃 (150,000,000)

愛媛信用金庫本店 　〃 (150,000,000)

プロパー職員及び愛媛
県からの出向職員分

5,544,666

入退出管理ｼｽﾃﾑ機器 929,709

4,344,004,945

8,500,000,000

基金造成資金借入金 8,500,000,000

愛媛県
地域応援ﾌｧﾝﾄﾞ事業基金造成資金として借入
れた額

(7,215,000,000)

(3)その他固定資産

リース債務

車両運搬具

什器備品

リース資産

破産更生債権

電話加入権

前受金

預り金

短期借入金

１年内返済予定長期借入金

出資金

その他固定資産合計

固定資産合計

Ⅱ負債の部

  資産合計

未払金

2 固定負債

長期借入金

賞与引当金
平成29年6月に支給する賞与のうち、平成28
年12月～平成29年3月の労務の提供に対する
賞与の引当分

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）

流動負債合計

1 流動負債
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場所・数量等 使用目的等 金   額科　　　目

四国電力㈱
地域応援ﾌｧﾝﾄﾞ事業基金造成資金として借入
れた額

(225,000,000)

㈱伊予銀行
愛媛県庁支店

　〃 (250,000,000)

㈱愛媛銀行県庁支店 　〃 (250,000,000)

愛媛信用金庫本店 　〃 (250,000,000)

愛媛県信用農業協同
組合連合会

　〃 (300,000,000)

愛媛県信用漁業協同
組合連合会

　〃 (10,000,000)

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
の引当金

77,921,491

15,365,976

機械類信用保険預り金 設備貸与企業４者 機械類信用保険金の受領額 (7,820,491)

リース信用保険預り金 設備貸与企業２者 リース信用保険金の受領額 (7,545,485)

設備貸与企業３者 ユーザーからの預り割賦設備保証金 13,074,500

入退出管理ｼｽﾃﾑ機器 4,525,351

8,610,887,318

12,954,892,263

2,374,839,587  正味財産

固定負債合計

退職給付引当金

長期預り金

割賦設備保証金

リース債務

  負債合計

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
払にかかるものを除く）
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