
６  関連公益法人等に関する情報開示 （単位：円、％）

金 額 金 額 金 額 金 額 割合

1 （情報・研修館との関係）　関連公益法人等 基本財産の状況 該当なし 法人に対する債務保証の明細 該当なし

資産の額 7,864,105,100

負債の額 1,748,524,672

（業務の概要） 正味財産の額 6,115,580,428

法人に対する債権債務の明細 事業収入 7,603,649,013

受取補助金等 0 受取補助金等 0 未収金 0 3,484,724,853 45.83%

松井　英生 事業収益 7,002,109,937 その他の収益 0 未払金 644,531,245 競争契約 2,855,941,909 82.02%

小林　明 その他の収益 38,305,816 企画競争・公募 0 0.00%

藤城　享 計（A） 7,040,415,753 計（F） 0 競争性のない随意契約 625,986,630 17.98%

500,000 計 3,481,928,539 100.00%

事業費 6,416,173,436 -500,000

管理費 419,852,286 2,500,000

その他の費用 0 2,000,000

計（B） 6,836,025,722

（取引の関連図） 204,390,031

（業務外注） 5,909,190,397

情報・研修館 ⇒ 関連公益法人等 6,113,580,428 正味財産期末残高（K）=（E）+（J） 6,115,580,428

2 （情報・研修館との関係）　関連公益法人等 基本財産の状況 該当なし 法人に対する債務保証の明細 該当なし

資産の額 5,761,941,069

負債の額 2,149,920,788

（業務の概要） 正味財産の額 3,612,020,281

法人に対する債権債務の明細 事業収入 3,667,984,665

受取補助金等 0 受取補助金等 0 未収金 0 1,744,601,065 47.56%

中嶋　誠 事業収益 3,378,666,935 その他の収益 0 未払金 760,763,809 競争契約 1,552,898,106 89.01%

加部　正光 その他の収益 17,615,162 企画競争・公募 191,675,079 10.99%

計（A） 3,396,282,097 計（F） 0 競争性のない随意契約 0 0.00%

計 1,744,573,185 100.00%

事業費 3,297,904,171 0

管理費 160,483,903 0

その他の費用 240,001 0

計（B） 3,458,628,075

（取引の関連図） -62,345,978

（業務委託） 3,674,366,259

情報・研修館 ⇒ 関連公益法人等 3,612,020,281 正味財産期末残高（K）=（E）+（J） 3,612,020,281

3 （情報・研修館との関係）　関連公益法人等 基本財産の状況 該当なし 法人に対する債務保証の明細 該当なし

資産の額 47,961,525 当期収入合計額 82,491,036

負債の額 38,167,755 当期支出合計額 80,065,865

（業務の概要） 正味財産の額 9,793,770 当期収支差額 2,425,171

法人に対する債権債務の明細 事業収入 89,090,319

受取補助金等 161,566 受取補助金等 0 未収金 0 58,630,599 65.81%

堀川　代志郎 事業収益 73,877,042 その他の収益 0 未払金 29,315,300 競争契約 0 0.00%

その他の収益 8,452,428 企画競争・公募 58,630,599 100.00%

計（A） 82,491,036 計（F） 0 競争性のない随意契約 0 0.00%

0 計 58,630,599 100.00%

事業費 63,180,879 0

管理費 16,878,586 0

その他の費用 756,400 0

計（B） 80,815,865

（取引の関連図） 1,675,171

（業務外注） 8,118,599

情報・研修館 ⇒ 関連公益法人等 9,793,770 正味財産期末残高（K）=（E）+（J） 9,793,770

　うち情報・研修館からの発注高

費用 費用等（G）

当期増減額(H）=（F）-（G）

指定正味財産期首残高（I）

指定正味財産期末残高（J）=（H）+（I）

当期増減額（C）=(A)-(B)

当期増減額(H）=（F）-（G）

指定正味財産期首残高（I）

指定正味財産期末残高（J）=（H）+（I）

当期増減額（C）=(A)-(B)

一般正味財産期首残高（D)

一般正味財産期末残高（E）=（C+(D)

　　※各計数は、「基本財産の状況及び取引の状況について」を除き、消費税を税抜き方式により表示しています。

法人名：一般社団法人発明推進協会 貸借対照表 収支計算書

注）予定価格が国の基準（予算決算及び会
計令第99条に定める基準）を超えないもの
は除く

No. 関連公益法人等の概要
財 務 状 況 基本財産の状況及び取引の状況（※）

項 目 項 目 項 目 項 目

法人名：一般財団法人日本特許情報機構 貸借対照表 収支計算書

（法人番号3010605002131） 　
　外注業務等により、独立行政法人会計基準第１２９
の「関連公益法人等の範囲」のうち、事業収入に占め
る独立行政法人との取引に係る額が三分の一以上で
ある公益法人等

※公益法人会計基準には「収支計算書」の作成義
務がなく、作成していない。

　法人の基本財産に対する出えん、拠出、
寄付等及び法人の運営費、事業費等に充
てるために平成２９年度において負担した会
費、負担金等　産業財産権に関する情報（以下「特許情報」という。）の充実

及び利用の促進を図ることにより、産業技術に関する知識及
び思想の総合的な普及啓発並びに企業等における技術開発
の促進に貢献し、もって我が国の産業及び経済の発展に寄与
することを目的とする。
（１）特許情報の収集、加工及び提供
（２）特許情報の調査及び分析
（３）特許情報の処理及び提供に関する調査、研究及び開発
（４）特許情報の翻訳並びに翻訳に関する調査、研究及び開発
（５）前各号に掲げる事業の成果の普及啓発及び利用促進

正味財産増減計算書

（役員の氏名：（情報・研修館における最終役職名、順
不同）、常勤役員のみ記載）

一般正味財産増減の部 指定正味財産増減の部

収益 収益

　うち情報・研修館からの発注高

費用 費用等（G）

法人名：一般社団法人北海道発明協会 貸借対照表 収支計算書

（法人番号2430005008687） 　
　外注業務等により、独立行政法人会計基準第１２９
の「関連公益法人等の範囲」のうち、事業収入に占め
る独立行政法人との取引に係る額が三分の一以上で
ある公益法人等

　　※各計数は、「基本財産の状況及び取引の状況について」を除き、消費税を税抜き方式により表示しています。

※公益法人会計基準には「収支計算書」の作成義
務がなく、作成していない。

　法人の基本財産に対する出えん、拠出、
寄付等及び法人の運営費、事業費等に充
てるために平成２９年度において負担した会
費、負担金等

正味財産増減計算書

一般正味財産増減の部 指定正味財産増減の部

収益 収益

一般正味財産期首残高（D)

一般正味財産期末残高（E）=（C+(D)

　法人の基本財産に対する出えん、拠出、
寄付等及び法人の運営費、事業費等に充
てるために平成２９年度において負担した会
費、負担金等

（法人番号4010405010498） 　
　 業務委託等により、独立行政法人会計基準第１２９
の「関連公益法人等の範囲」のうち、事業収入に占め
る独立行政法人との取引に係る額が三分の一以上で
ある公益法人等　 知的財産権制度の普及啓発及び知的財産権の利用促進、

発明の奨励、青少年等の創造性開発育成等を行うことにより、
科学技術の振興を図り、もって我が国の産業及び経済の発展
に寄与することを目的とする。
（１）知的財産権制度の普及啓発
（２）知的財産権の利用促進
（３）発明考案の奨励及び創意工夫の高揚
（４）青少年等の創造性開発
（５）前各号に係る調査研究、国際交流の推進及び人材の育
成
（６）知的財産権に係る公報類及びこれに関連する情報の提供
及び普及　　等

（役員の氏名：（情報・研修館における最終役職名、順
不同）、常勤役員のみ記載）

　発明奨励、創意工夫の高揚及びこれらの実用化促進並びに
知的所有権制度の普及啓発を行うことにより、科学技術振興
を図り、もって北海道経済の発展に資することを目的とする。
（１） 発明考案の奨励及びこれらに関する人材育成事業
（２） 発明考案成果の実用化・事業化促進事業
（３） 技術交流及び技術移転促進事業
（４） 知的財産権制度の普及啓発びこれらに関する人材育成
事業
（５） 知的財産権の利活用促進事業
（６） 知的財産権に関する調査研究事業
等

正味財産増減計算書

（役員の氏名：（情報・研修館における最終役職名、順
不同）、常勤役員のみ記載）

一般正味財産増減の部 指定正味財産増減の部

収益 収益

　うち情報・研修館からの発注高

費用

当期増減額（C）=(A)-(B)

一般正味財産期首残高（D)

一般正味財産期末残高（E）=（C+(D)

費用等（G）

当期増減額(H）=（F）-（G）

指定正味財産期首残高（I）

指定正味財産期末残高（J）=（H）+（I）

　　※各計数は、「基本財産の状況及び取引の状況について」を除き、消費税を税抜方式により表示しています。

注）予定価格が国の基準（予算決算及び会
計令第99条に定める基準）を超えないもの
は除く

注）予定価格が国の基準（予算決算及び会
計令第99条に定める基準）を超えないもの
は除く



金 額 金 額 金 額 金 額 割合
No. 関連公益法人等の概要

財 務 状 況 基本財産の状況及び取引の状況（※）

項 目 項 目 項 目 項 目

4 （情報・研修館との関係）　関連公益法人等 基本財産の状況 該当なし 法人に対する債務保証の明細 該当なし

資産の額 21,558,055

負債の額 10,637,005

（業務の概要） 正味財産の額 10,921,050

法人に対する債権債務の明細 事業収入 42,641,101

受取補助金等 637,220 受取補助金等 0 未収金 0 33,417,817 78.37%

酒井　俊巳 事業収益 39,789,732 その他の収益 0 未払金 16,708,909 競争契約 0 0.00%

その他の収益 2,214,149 企画競争・公募 33,417,817 100.00%

計（A） 42,641,101 計（F） 0 競争性のない随意契約 0 0.00%

0 計 33,417,817 100.00%

事業費 37,252,454 0

管理費 3,133,585

その他の費用 541,200 0

計（B） 40,927,239

（取引の関連図） 1,713,862

（業務外注） 9,207,188

情報・研修館 ⇒ 関連公益法人等 10,921,050 正味財産期末残高（K）=（E）+（J） 10,921,050

5 （情報・研修館との関係）　関連公益法人等 基本財産の状況 該当なし 法人に対する債務保証の明細 該当なし

資産の額 25,304,451 当期収入合計額 41,612,286

負債の額 11,648,095 当期支出合計額 40,092,130

（業務の概要） 正味財産の額 13,656,356 当期収支差額 1,520,156

法人に対する債権債務の明細 事業収入 41,612,286

受取補助金等 3,617,820 受取補助金等 0 未収金 0 34,995,031 84.10%

該当なし 事業収益 36,189,377 その他の収益 0 未払金 17,497,516 競争契約 0 0.00%

その他の収益 1,805,089 企画競争・公募 34,995,031 100.00%

計（A） 41,612,286 計（F） 0 競争性のない随意契約 0 0.00%

200,000 計 34,995,031 100.00%

事業費 36,386,475 -200,000

管理費 3,704,479 1,100,000

その他の費用 136,200 900,000

計（B） 40,227,154

（取引の関連図） 1,385,132

（業務外注） 11,371,224

情報・研修館 ⇒ 関連公益法人等 12,756,356 正味財産期末残高（K）=（E）+（J） 13,656,356

6 （情報・研修館との関係）　関連公益法人等 基本財産の状況 該当なし 法人に対する債務保証の明細 該当なし

資産の額 24,611,999 当期収入合計額 50,158,038

負債の額 1,846,011 当期支出合計額 48,213,128

（業務の概要） 正味財産の額 22,765,988 当期収支差額 1,944,910

法人に対する債権債務の明細 事業収入 50,158,038

受取補助金等 35,491,184 受取補助金等 0 未収金 0 30,131,094 60.07%

嶋貫　栄次 事業収益 585,050 その他の収益 0 未払金 15,065,547 競争契約 0 0.00%

その他の収益 14,081,804 企画競争・公募 30,131,094 100.00%

計（A） 50,158,038 計（F） 0 競争性のない随意契約 0 0.00%

0 計 30,131,094 100.00%

事業費 1,909,190 0

管理費 8,358,920 0

その他の費用 37,945,018 0

計（B） 48,213,128

（取引の関連図） 1,944,910

（業務外注） 20,821,078

情報・研修館 ⇒ 関連公益法人等 22,765,988 正味財産期末残高（K）=（E）+（J） 22,765,988

法人名：一般社団法人岩手県発明協会 貸借対照表 収支計算書

（法人番号7400005005121） 　
　外注業務等により、独立行政法人会計基準第１２９
の「関連公益法人等の範囲」のうち、事業収入に占め
る独立行政法人との取引に係る額が三分の一以上で
ある公益法人等

※公益法人会計基準には「収支計算書」の作成義
務がなく、作成していない。

　法人の基本財産に対する出えん、拠出、
寄付等及び法人の運営費、事業費等に充
てるために平成２９年度において負担した会
費、負担金等本会は.発明の奨励,青少年等の創造性開発育成及び知的財

産権制度の普及啓発等を行うことにより,科学技術の振興を図
り,もって地域経済の発展に寄与することを目的とする｡
(1)　発明の奨励に関する表彰及び展覧会等の事業
(2)　青少年等の創造性開発に関する指導､相談及び情報提供
等の事業
(3)　知的財産権制度の普及啓発に関する指導,相談及び情報
提供等の事業
(4)　前各号に係る人材育成等の事業
(5)　前各号の事業の推進に功績のあった者の表彰等の事業
(6)　その他当会の目的を達成するために必要な事業
等

正味財産増減計算書

（役員の氏名：（情報・研修館における最終役職名、順
不同）、常勤役員のみ記載）

一般正味財産増減の部 指定正味財産増減の部

収益 収益

　　※各計数は、消費税を税込方式により表示しています。

法人名：一般社団法人宮城県発明協会 貸借対照表 収支計算書

　うち情報・研修館からの発注高

費用

当期増減額（C）=(A)-(B)

一般正味財産期首残高（D)

一般正味財産期末残高（E）=（C+(D)

費用等（G）

当期増減額(H）=（F）-（G）

指定正味財産期首残高（I）

指定正味財産期末残高（J）=（H）+（I）

本会は、発明の奨励、青少年等の創造性開発育成及び知的
財産権制度の普及啓発等を行うことにより、科学技術の振興
を図り、もって地域経済の発展に寄与することを目的とする。

(1)　発明の奨励に関する表彰及び展覧会等の事業
(2)　青少年等の創造性開発に関する指導､相談及び情報提供
等の事業
(3)　知的財産権制度の普及啓発に関する指導,相談及び情報
提供等の事業
(4)　前各号に係る人材育成等の事業
(5)　前各号の事業の推進に功績のあった者の表彰等の事業
(6)　その他当会の目的を達成するために必要な事業
等

正味財産増減計算書

（役員の氏名：（情報・研修館における最終役職名、順
不同）、常勤役員のみ記載）

一般正味財産増減の部 指定正味財産増減の部

収益 収益

　うち情報・研修館からの発注高

費用 費用等（G）

（法人番号2370005003141） 　
　外注業務等により、独立行政法人会計基準第１２９
の「関連公益法人等の範囲」のうち、事業収入に占め
る独立行政法人との取引に係る額が三分の一以上で
ある公益法人等

　法人の基本財産に対する出えん、拠出、
寄付等及び法人の運営費、事業費等に充
てるために平成２９年度において負担した会
費、負担金等

　法人の基本財産に対する出えん、拠出、
寄付等及び法人の運営費、事業費等に充
てるために平成２９年度において負担した会
費、負担金等

　　※各計数は、消費税を税込方式により表示しています。

当期増減額（C）=(A)-(B)

一般正味財産期首残高（D)

一般正味財産期末残高（E）=（C+(D)

法人名：一般社団法人山形県発明協会 貸借対照表 収支計算書

当期増減額(H）=（F）-（G）

指定正味財産期首残高（I）

指定正味財産期末残高（J）=（H）+（I）

当期増減額（C）=(A)-(B)

一般正味財産期首残高（D)

一般正味財産期末残高（E）=（C+(D)

当期増減額(H）=（F）-（G）

指定正味財産期首残高（I）

指定正味財産期末残高（J）=（H）+（I）

発明の奨励,青少年等の創造性開発育成及び知的財産権制
度の普及啓発等を行うことにより,科学技術の振興を図り,もっ
て地域経済の発展に寄与することを目的とする｡
(1)　発明の奨励に関する表彰及び展覧会等の事業
(2)　青少年等の創造性開発に関する指導､相談及び情報提供
等の事業
(3)　知的財産権制度の普及啓発に関する指導,相談及び情報
提供等の事業
(4)　前各号に係る人材育成等の事業
(5)　前各号の事業の推進に功績のあった者の表彰等の事業
(6)　その他当会の目的を達成するために必要な事業　等

正味財産増減計算書

（役員の氏名：（情報・研修館における最終役職名、順
不同）、常勤役員のみ記載）

一般正味財産増減の部 指定正味財産増減の部

収益 収益

　うち情報・研修館からの発注高

費用 費用等（G）

（法人番号3390005002818） 　
　外注業務等により、独立行政法人会計基準第１２９
の「関連公益法人等の範囲」のうち、事業収入に占め
る独立行政法人との取引に係る額が三分の一以上で
ある公益法人等

　　※各計数は、消費税を税込方式により表示しています。

注）予定価格が国の基準（予算決算及び会
計令第99条に定める基準）を超えないもの
は除く

注）予定価格が国の基準（予算決算及び会
計令第99条に定める基準）を超えないもの
は除く

注）予定価格が国の基準（予算決算及び会
計令第99条に定める基準）を超えないもの
は除く



金 額 金 額 金 額 金 額 割合
No. 関連公益法人等の概要

財 務 状 況 基本財産の状況及び取引の状況（※）

項 目 項 目 項 目 項 目

7 （情報・研修館との関係）　関連公益法人等 基本財産の状況 該当なし 法人に対する債務保証の明細 該当なし

資産の額 23,993,899 当期収入合計額 44,952,583

負債の額 2,190,545 当期支出合計額 42,576,575

（業務の概要） 正味財産の額 21,803,354 当期収支差額 2,376,008

法人に対する債権債務の明細 事業収入 45,173,583

受取補助金等 42,739,291 受取補助金等 0 未収金 0 38,539,959 85.32%

渡邉　正幸 事業収益 323,200 その他の収益 0 未払金 19,269,980 競争契約 0 0.00%

その他の収益 2,111,092 企画競争・公募 38,539,959 100.00%

計（A） 45,173,583 計（F） 0 競争性のない随意契約 0 0.00%

221,000 計 38,539,959 100.00%

事業費 221,000 -221,000

管理費 1,534,080 11,409,488

その他の費用 40,914,375 11,188,488

計（B） 42,669,455

（取引の関連図） 2,504,128

（業務外注） 8,110,738

情報・研修館 ⇒ 関連公益法人等 10,614,866 正味財産期末残高（K）=（E）+（J） 21,803,354

8 （情報・研修館との関係）　関連公益法人等 基本財産の状況 該当なし 法人に対する債務保証の明細 該当なし

資産の額 39,669,059 当期収入合計額 44,456,578

負債の額 30,150,655 当期支出合計額 44,348,696

（業務の概要） 正味財産の額 9,518,404 当期収支差額 107,882

法人に対する債権債務の明細 事業収入 50,623,095

受取補助金等 0 受取補助金等 0 未収金 0 33,665,882 66.50%

眞下寛治 事業収益 0 その他の収益 0 未払金 16,832,941 競争契約 0 0.00%

その他の収益 50,623,095 企画競争・公募 33,665,882 100.00%

計（A） 50,623,095 計（F） 0 競争性のない随意契約 0 0.00%

2,400,000 計 33,665,882 100.00%

事業費 0 -2,400,000

管理費 0 7,930,217

その他の費用 50,049,289 5,530,217

計（B） 50,049,289

（取引の関連図） 573,806

（業務外注） 3,414,381

情報・研修館 ⇒ 関連公益法人等 3,988,187 正味財産期末残高（K）=（E）+（J） 9,518,404

9 （情報・研修館との関係）　関連公益法人等 基本財産の状況 該当なし 法人に対する債務保証の明細 該当なし

資産の額 19,960,197 当期収入合計額 30,368,065

負債の額 1,767,396 当期支出合計額 27,547,640

（業務の概要） 正味財産の額 18,192,801 当期収支差額 2,820,425

法人に対する債権債務の明細 事業収入 32,797,510

受取補助金等 26,814,266 受取補助金等 0 未収金 0 28,746,187 87.65%

豊島　義則 事業収益 24,116 その他の収益 0 未払金 14,373,094 競争契約 0 0.00%

比企　修 その他の収益 3,529,683 企画競争・公募 28,746,187 100.00%

計（A） 30,368,065 計（F） 0 競争性のない随意契約 0 0.00%

0 計 28,746,187 100.00%

事業費 846,284 0

管理費 0 0

その他の費用 26,701,356 0

計（B） 27,547,640

（取引の関連図） 2,820,425

（業務外注） 15,372,376

情報・研修館 ⇒ 関連公益法人等 18,192,801 正味財産期末残高（K）=（E）+（J） 18,192,801

　　※各計数は、「基本財産の状況及び取引の状況について」を除き、消費税を税抜方式により表示しています。

　法人の基本財産に対する出えん、拠出、
寄付等及び法人の運営費、事業費等に充
てるために平成２９年度において負担した会
費、負担金等発明の奨励、青少年等の創造性開発育成及び知的財産権制

度の普及啓発等を行うことにより、科学技術の振興を図り、
もって地域経済の発展に寄与することを目的とする。

（１）　発明の奨励に関する表彰及び展覧会等の事業
（２）　青少年等の創造性開発に関する指導、相談及び情報提
供等の事業
（３）　知的財産権制度の普及啓発に関する指導、相談及び情
報提供等の事業
（４）　前各号に係る人材育成等の事業
（５）　前各号の事業の推進に功績のあった者の表彰等の事業
等

正味財産増減計算書

（役員の氏名：（情報・研修館における最終役職名、順
不同）、常勤役員のみ記載）

一般正味財産増減の部 指定正味財産増減の部

収益 収益

　うち情報・研修館からの発注高

費用 費用等（G）

当期増減額(H）=（F）-（G）

指定正味財産期首残高（I）

指定正味財産期末残高（J）=（H）+（I）

当期増減額（C）=(A)-(B)

一般正味財産期首残高（D)

一般正味財産期末残高（E）=（C+(D)

法人名：一般社団法人群馬県発明協会 貸借対照表 収支計算書

（法人番号4070005008037） 　
　外注業務等により、独立行政法人会計基準第１２９
の「関連公益法人等の範囲」のうち、事業収入に占め
る独立行政法人との取引に係る額が三分の一以上で
ある公益法人等

　法人の基本財産に対する出えん、拠出、
寄付等及び法人の運営費、事業費等に充
てるために平成２９年度において負担した会
費、負担金等発明の奨励、青少年等の創造性開発育成及び知的財産権制

度の普及啓発等を行うことにより、科学技術の振興を図り、
もって地域経済の発展に寄与することを目的とする。
（１） 発明の奨励に関する表彰及び展覧会等の事業
（２） 青少年等の創造性開発に関する指導、相談及び情報提
供等の事業
（３） 知的財産権制度の普及啓発に関する指導、相談及び情
報提供等の事業
（４） 前各号に係る人材育成等の事業
（５） 前各号の事業の推進に功績のあった者の表彰等の事業
（６） 群馬県証紙の販売
（７） その他本会の目的を達成するために必要な事業　等

正味財産増減計算書

（役員の氏名：（情報・研修館における最終役職名、順
不同）、常勤役員のみ記載）

一般正味財産増減の部 指定正味財産増減の部

収益 収益

　うち情報・研修館からの発注高

一般正味財産期首残高（D)

法人名：一般社団法人福島県発明協会 貸借対照表 収支計算書

発明の奨励、青少年等の創造性開発育成及び知的財産権制
度の普及啓発等を行うことにより、科学技術の振興を図り、
もって地域経済の発展に寄与することを目的とする。
(1)　発明の奨励に関する表彰及び展覧会等の事業
(2)　青少年等の創造性開発に関する指導､相談及び情報提供
等の事業
(3)　知的財産権制度の普及啓発に関する指導,相談及び情報
提供等の事業
(4)　前各号に係る人材育成等の事業
(5)　前各号の事業の推進に功績のあった者の表彰等の事業
(6)　その他当会の目的を達成するために必要な事業
等

正味財産増減計算書

（役員の氏名：（情報・研修館における最終役職名、順
不同）、常勤役員のみ記載）

一般正味財産増減の部 指定正味財産増減の部

収益 収益

費用 費用等（G）

当期増減額(H）=（F）-（G）

指定正味財産期首残高（I）

指定正味財産期末残高（J）=（H）+（I）

　法人の基本財産に対する出えん、拠出、
寄付等及び法人の運営費、事業費等に充
てるために平成２９年度において負担した会
費、負担金等

　うち情報・研修館からの発注高

（法人番号3380005010227） 　
　外注業務等により、独立行政法人会計基準第１２９
の「関連公益法人等の範囲」のうち、事業収入に占め
る独立行政法人との取引に係る額が三分の一以上で
ある公益法人等

費用 費用等（G）

当期増減額(H）=（F）-（G）

指定正味財産期首残高（I）

指定正味財産期末残高（J）=（H）+（I）

当期増減額（C）=(A)-(B)

一般正味財産期末残高（E）=（C+(D)

　　※各計数は、消費税を税込方式により表示しています。

法人名：一般社団法人新潟県発明協会 貸借対照表 収支計算書

（法人番号3110005003216） 　
　外注業務等により、独立行政法人会計基準第１２９
の「関連公益法人等の範囲」のうち、事業収入に占め
る独立行政法人との取引に係る額が三分の一以上で
ある公益法人等

注）予定価格が国の基準（予算決算及び会
計令第99条に定める基準）を超えないもの
は除く

注）予定価格が国の基準（予算決算及び会
計令第99条に定める基準）を超えないもの
は除く

注）予定価格が国の基準（予算決算及び会
計令第99条に定める基準）を超えないもの
は除く

　　※各計数は、消費税を税込方式により表示しています。

当期増減額（C）=(A)-(B)

一般正味財産期首残高（D)

一般正味財産期末残高（E）=（C+(D)



金 額 金 額 金 額 金 額 割合
No. 関連公益法人等の概要

財 務 状 況 基本財産の状況及び取引の状況（※）

項 目 項 目 項 目 項 目

10 （情報・研修館との関係）　関連公益法人等 基本財産の状況 該当なし 法人に対する債務保証の明細 該当なし

資産の額 25,583,564 当期収入合計額 32,919,283

負債の額 2,175,080 当期支出合計額 30,053,310

（業務の概要） 正味財産の額 23,408,484 当期収支差額 2,865,973

法人に対する債権債務の明細 事業収入 32,919,283

受取補助金等 28,437,370 受取補助金等 0 未収金 0 23,763,044 72.19%

大月 洋一 事業収益 557,347 その他の収益 0 未払金 11,881,522 競争契約 0 0.00%

その他の収益 3,924,566 企画競争・公募 23,763,044 100.00%

計（A） 32,919,283 計（F） 0 競争性のない随意契約 0 0.00%

0 計 23,763,044 100.00%

事業費 1,877,159 0

管理費 1,912,602 0

その他の費用 26,262,532 0

計（B） 30,052,293

（取引の関連図） 2,866,990

（業務外注） 20,541,494

情報・研修館 ⇒ 関連公益法人等 23,408,484 正味財産期末残高（K）=（E）+（J） 23,408,484

11 （情報・研修館との関係）　関連公益法人等 基本財産の状況 該当なし 法人に対する債務保証の明細 該当なし

資産の額 44,849,452

負債の額 10,674,996

（業務の概要） 正味財産の額 34,174,456

法人に対する債権債務の明細 事業収入 58,715,429

受取補助金等 0 受取補助金等 0 未収金 0 39,861,658 67.89%

該当なし 事業収益 50,140,546 その他の収益 0 未払金 19,930,829 競争契約 0 0.00%

その他の収益 8,574,883 企画競争・公募 39,861,658 100.00%

計（A） 58,715,429 計（F） 0 競争性のない随意契約 0 0.00%

4,598,965 計 39,861,658 100.00%

事業費 47,270,820 -4,598,965

管理費 2,524,890 4,598,965

その他の費用 1,319,700 0

計（B） 51,115,410

（取引の関連図） 7,600,019

（業務外注） 26,574,437

情報・研修館 ⇒ 関連公益法人等 34,174,456 正味財産期末残高（K）=（E）+（J） 34,174,456

12 （情報・研修館との関係）　関連公益法人等 基本財産の状況 該当なし 法人に対する債務保証の明細 該当なし

資産の額 96,008,338 当期収入合計額 70,203,027

負債の額 29,910,140 当期支出合計額 70,203,027

（業務の概要） 正味財産の額 66,098,198 当期収支差額 0

法人に対する債権債務の明細 事業収入 50,112,220

受取補助金等 2,821,099 受取補助金等 0 未収金 0 27,217,380 54.31%

該当なし 事業収益 32,407,977 その他の収益 0 未払金 13,608,690 競争契約 0 0.00%

その他の収益 14,883,144 企画競争・公募 27,217,380 100.00%

計（A） 50,112,220 計（F） 0 競争性のない随意契約 0 0.00%

8,209,600 計 27,217,380 100.00%

事業費 24,789,371 -8,209,600

管理費 10,002,146 24,628,800

その他の費用 4,832,512 16,419,200

計（B） 39,624,029

（取引の関連図） 10,488,191

（業務外注） 39,190,807

情報・研修館 ⇒ 関連公益法人等 49,678,998 正味財産期末残高（K）=（E）+（J） 66,098,198

費用 費用等（G）

当期増減額(H）=（F）-（G）

指定正味財産期首残高（I）

指定正味財産期末残高（J）=（H）+（I）

当期増減額（C）=(A)-(B)

一般正味財産期首残高（D)

一般正味財産期末残高（E）=（C+(D)

　　※各計数は、消費税を税込方式により表示しています。

指定正味財産期首残高（I）

指定正味財産期末残高（J）=（H）+（I）

当期増減額（C）=(A)-(B)

一般正味財産期首残高（D)

一般正味財産期末残高（E）=（C+(D)

　　※各計数は、消費税を税込方式により表示しています。

法人名：一般社団法人富山県発明協会 貸借対照表 収支計算書

（法人番号1230005007768） 　
　外注業務等により、独立行政法人会計基準第１２９
の「関連公益法人等の範囲」のうち、事業収入に占め
る独立行政法人との取引に係る額が三分の一以上で
ある公益法人等

　法人の基本財産に対する出えん、拠出、
寄付等及び法人の運営費、事業費等に充
てるために平成２９年度において負担した会
費、負担金等発明の奨励、青少年等の創造性開発育成及び知的財産権制

度の普及啓発等を行うことにより、科学技術の振興を図り、
もって富山県の発展に寄与することを目的とする。

（１）発明の奨励に関する表彰及び展覧会等の事業
（２）青少年等の創造性開発に関する指導、相談及び情報提
供等の事業
（３）知的財産権制度の普及啓発に関する指導、相談及び情
報提供等の事業
（４）前各号に係る人材育成等の事業
（５）前各号の事業の推進に功績のあった者の表彰等の事業
等

正味財産増減計算書

（役員の氏名：（情報・研修館における最終役職名、順
不同）、常勤役員のみ記載）

一般正味財産増減の部 指定正味財産増減の部

収益 収益

　うち情報・研修館からの発注高

一般正味財産期末残高（E）=（C+(D)

　　※各計数は、消費税を税込方式により表示しています。

法人名：一般社団法人静岡県発明協会 貸借対照表 収支計算書

（法人番号8080005006093） 　
　外注業務等により、独立行政法人会計基準第１２９
の「関連公益法人等の範囲」のうち、事業収入に占め
る独立行政法人との取引に係る額が三分の一以上で
ある公益法人等

※公益法人会計基準には「収支計算書」の作成義
務がなく、作成していない。

　法人の基本財産に対する出えん、拠出、
寄付等及び法人の運営費、事業費等に充
てるために平成２９年度において負担した会
費、負担金等発明の奨励、青少年等の創造性開発育成及び知的財産権制

度の普及啓発等を行うことにより、科学技術の振興を図り、
もって地域経済の発展に寄与することを目的とする。

（１）　発明の奨励に関する表彰及び展覧会等の事業
（２）　青少年等の創造性開発に関する指導、相談及び情報提
供等の事業
（３）　知的財産権制度の普及啓発に関する指導、相談及び情
報提供等の事業
（４）　前各号に係る人材育成等の事業
（５）　前各号の事業の推進に功績のあった者の表彰等の事業
等

正味財産増減計算書

（役員の氏名：（情報・研修館における最終役職名、順
不同）、常勤役員のみ記載）

一般正味財産増減の部 指定正味財産増減の部

収益 収益

　うち情報・研修館からの発注高

費用 費用等（G）

当期増減額(H）=（F）-（G）

法人名：一般社団法人長野県発明協会 貸借対照表 収支計算書

（法人番号7100005010465） 　
　外注業務等により、独立行政法人会計基準第１２９
の「関連公益法人等の範囲」のうち、事業収入に占め
る独立行政法人との取引に係る額が三分の一以上で
ある公益法人等

　法人の基本財産に対する出えん、拠出、
寄付等及び法人の運営費、事業費等に充
てるために平成２９年度において負担した会
費、負担金等発明の奨励、青少年等の創造性開発育成及び知的財産権制

度の普及啓発等を行うことにより、科学技術の振興を図り、
もって地域経済の発展に寄与することを目的とする。

（１）　発明の奨励に関する表彰及び展覧会等の事業
（２）　青少年等の創造性開発に関する指導、相談及び情報提
供等の事業
（３）　知的財産権制度の普及啓発に関する指導、相談及び情
報提供等の事業
（４）　前各号に係る人材育成等の事業
（５）　前各号の事業の推進に功績のあった者の表彰等の事業
等

正味財産増減計算書

（役員の氏名：（情報・研修館における最終役職名、順
不同）、常勤役員のみ記載）

一般正味財産増減の部 指定正味財産増減の部

収益 収益

　うち情報・研修館からの発注高

費用 費用等（G）

当期増減額(H）=（F）-（G）

指定正味財産期首残高（I）

指定正味財産期末残高（J）=（H）+（I）

当期増減額（C）=(A)-(B)

一般正味財産期首残高（D)

注）予定価格が国の基準（予算決算及び会
計令第99条に定める基準）を超えないもの
は除く

注）予定価格が国の基準（予算決算及び会
計令第99条に定める基準）を超えないもの
は除く

注）予定価格が国の基準（予算決算及び会
計令第99条に定める基準）を超えないもの
は除く



金 額 金 額 金 額 金 額 割合
No. 関連公益法人等の概要

財 務 状 況 基本財産の状況及び取引の状況（※）

項 目 項 目 項 目 項 目

13 （情報・研修館との関係）　関連公益法人等 基本財産の状況 該当なし 法人に対する債務保証の明細 該当なし

資産の額 30,407,538 当期収入合計額 36,092,234

負債の額 20,616,955 当期支出合計額 35,018,799

（業務の概要） 正味財産の額 9,790,583 当期収支差額 1,073,435

法人に対する債権債務の明細 事業収入 36,092,234

受取補助金等 8,503,000 受取補助金等 0 未収金 0 22,447,623 62.20%

大川　昭夫 事業収益 22,556,193 その他の収益 0 未払金 11,223,812 競争契約 0 0.00%

その他の収益 5,033,041 企画競争・公募 22,447,623 100.00%

計（A） 36,092,234 計（F） 0 競争性のない随意契約 0 0.00%

0 計 22,447,623 100.00%

事業費 27,779,734 0

管理費 7,239,065 6,390,000

その他の費用 0 6,390,000

計（B） 35,018,799

（取引の関連図） 1,073,435

（業務外注） 2,327,148

情報・研修館 ⇒ 関連公益法人等 3,400,583 正味財産期末残高（K）=（E）+（J） 9,790,583

14 （情報・研修館との関係）　関連公益法人等 基本財産の状況 該当なし 法人に対する債務保証の明細 該当なし

資産の額 75,106,377 当期収入合計額 59,338,891

負債の額 3,783,196 当期支出合計額 60,771,886

（業務の概要） 正味財産の額 71,323,181 当期収支差額 -1,432,995

法人に対する債権債務の明細 事業収入 64,838,891

受取補助金等 2,581,200 受取補助金等 0 未収金 0 39,410,302 60.78%

傍島　章 事業収益 45,188,284 その他の収益 0 未払金 19,705,151 競争契約 0 0.00%

その他の収益 17,069,407 企画競争・公募 39,410,302 100.00%

計（A） 64,838,891 計（F） 0 競争性のない随意契約 0 0.00%

5,500,000 計 39,410,302 100.00%

事業費 53,667,174 -5,500,000

管理費 7,104,712 25,388,000

その他の費用 0 19,888,000

計（B） 60,771,886

（取引の関連図） 4,067,005

（業務外注） 47,368,176

情報・研修館 ⇒ 関連公益法人等 51,435,181 正味財産期末残高（K）=（E）+（J） 71,323,181

15 （情報・研修館との関係）　関連公益法人等 基本財産の状況 該当なし 法人に対する債務保証の明細 該当なし

資産の額 60,752,986 当期収入合計額 107,010,456

負債の額 0 当期支出合計額 97,548,072

（業務の概要） 正味財産の額 60,752,986 当期収支差額 9,462,384

法人に対する債権債務の明細 事業収入 115,435,839

受取補助金等 1,259,872 受取補助金等 0 未収金 0 68,770,401 59.57%

該当なし 事業収益 69,745,822 その他の収益 0 未払金 34,385,201 競争契約 0 0.00%

その他の収益 44,430,145 企画競争・公募 68,770,401 100.00%

計（A） 115,435,839 計（F） 0 競争性のない随意契約 0 0.00%

8,425,383 計 68,770,401 100.00%

事業費 47,892,458 -8,425,383

管理費 34,737,321 20,701,555

その他の費用 14,918,293 12,276,172

計（B） 97,548,072

（取引の関連図） 17,887,767

（業務外注） 30,589,047

情報・研修館 ⇒ 関連公益法人等 48,476,814 正味財産期末残高（K）=（E）+（J） 60,752,986

　　※各計数は、消費税を税込方式により表示しています。

当期増減額(H）=（F）-（G）

指定正味財産期首残高（I）

指定正味財産期末残高（J）=（H）+（I）

当期増減額（C）=(A)-(B)

一般正味財産期首残高（D)

一般正味財産期末残高（E）=（C+(D)

　　※各計数は、消費税を税込方式により表示しています。

当期増減額（C）=(A)-(B)

一般正味財産期首残高（D)

一般正味財産期末残高（E）=（C+(D)

　　※各計数は、消費税を税込方式により表示しています。

法人名：一般社団法人愛知県発明協会 貸借対照表 収支計算書

（法人番号1180005011602） 　
　外注業務等により、独立行政法人会計基準第１２９
の「関連公益法人等の範囲」のうち、事業収入に占め
る独立行政法人との取引に係る額が三分の一以上で
ある公益法人等

　法人の基本財産に対する出えん、拠出、
寄付等及び法人の運営費、事業費等に充
てるために平成２９年度において負担した会
費、負担金等発明の奨励、青少年等の創造性開発育成及び知的財産権制

度の普及啓発等を行うことにより、科学技術の振興を図り、
もって地域経済の発展に寄与することを目的とする。

（１）発明の奨励に関する表彰及び展覧会等の事業
（２）青少年等の創造性開発に関する指導、相談及び情報提
供等の事業
（３）知的財産権制度の普及啓発に関する指導、相談及び情
報提供等の事業
（４）前各号に係る人材育成等の事業
（５）前各号の事業の推進に功績のあった者の表彰等の事業
等

正味財産増減計算書

（役員の氏名：（情報・研修館における最終役職名、順
不同）、常勤役員のみ記載）

一般正味財産増減の部 指定正味財産増減の部

収益 収益

　うち情報・研修館からの発注高

費用 費用等（G）

一般正味財産期末残高（E）=（C+(D)

法人名：一般社団法人岐阜県発明協会 貸借対照表 収支計算書

（法人番号6200005009639） 　
　外注業務等により、独立行政法人会計基準第１２９
の「関連公益法人等の範囲」のうち、事業収入に占め
る独立行政法人との取引に係る額が三分の一以上で
ある公益法人等

　法人の基本財産に対する出えん、拠出、
寄付等及び法人の運営費、事業費等に充
てるために平成２９年度において負担した会
費、負担金等発明の奨励、青少年等の創造性開発育成及び知的財産権制

度の普及啓発等を行うことにより、科学技術の振興を図り、
もって地域経済の発展に寄与することを目的とする。

（１）発明の奨励に関する表彰及び展覧会等の事業
（２）青少年等の創造性開発に関する指導、相談及び情報提
供等の事業
（３）知的財産権制度の普及啓発に関する指導、相談及び情
報提供等の事業
（４）前各号に係る人材育成等の事業
（５）前各号の事業の推進に功績のあった者の表彰等の事業
等

正味財産増減計算書

（役員の氏名：（情報・研修館における最終役職名、順
不同）、常勤役員のみ記載）

一般正味財産増減の部 指定正味財産増減の部

収益 収益

　うち情報・研修館からの発注高

費用 費用等（G）

当期増減額(H）=（F）-（G）

指定正味財産期首残高（I）

指定正味財産期末残高（J）=（H）+（I）

法人名：一般社団法人石川県発明協会 貸借対照表 収支計算書

（法人番号3220005004500） 　
　外注業務等により、独立行政法人会計基準第１２９
の「関連公益法人等の範囲」のうち、事業収入に占め
る独立行政法人との取引に係る額が三分の一以上で
ある公益法人等

　法人の基本財産に対する出えん、拠出、
寄付等及び法人の運営費、事業費等に充
てるために平成２９年度において負担した会
費、負担金等発明の奨励、青少年等の創造性開発育成及び知的財産権制

度の普及啓発等を行うことにより、科学技術の振興を図り、
もって地域経済の発展に寄与することを目的とする。

（１）発明の奨励に関する表彰及び展覧会等の事業
（２）青少年等の創造性開発に関する指導、相談及び情報提
供等の事業
（３）知的財産権制度の普及啓発に関する指導、相談及び情
報提供等の事業
（４）前各号に係る人材育成等の事業
（５）前各号の事業の推進に功績のあった者の表彰等の事業
等

正味財産増減計算書

（役員の氏名：（情報・研修館における最終役職名、順
不同）、常勤役員のみ記載）

一般正味財産増減の部 指定正味財産増減の部

収益 収益

　うち情報・研修館からの発注高

費用 費用等（G）

当期増減額(H）=（F）-（G）

指定正味財産期首残高（I）

指定正味財産期末残高（J）=（H）+（I）

当期増減額（C）=(A)-(B)

一般正味財産期首残高（D)

注）予定価格が国の基準（予算決算及び会
計令第99条に定める基準）を超えないもの
は除く

注）予定価格が国の基準（予算決算及び会
計令第99条に定める基準）を超えないもの
は除く

注）予定価格が国の基準（予算決算及び会
計令第99条に定める基準）を超えないもの
は除く



金 額 金 額 金 額 金 額 割合
No. 関連公益法人等の概要

財 務 状 況 基本財産の状況及び取引の状況（※）

項 目 項 目 項 目 項 目

16 （情報・研修館との関係）　関連公益法人等 基本財産の状況 該当なし 法人に対する債務保証の明細 該当なし

資産の額 61,991,815

負債の額 16,356,904

（業務の概要） 正味財産の額 45,634,911

法人に対する債権債務の明細 事業収入 59,337,868

受取補助金等 47,769,235 受取補助金等 0 未収金 0 37,040,095 62.42%

宮川　栄一 事業収益 731,468 その他の収益 0 未払金 18,520,048 競争契約 0 0.00%

その他の収益 6,441,767 企画競争・公募 37,040,095 100.00%

計（A） 54,942,470 計（F） 0 競争性のない随意契約 0 0.00%

2,043,690 計 37,040,095 100.00%

事業費 46,481,880 -2,043,690

管理費 7,081,567 28,186,477

その他の費用 0 26,142,787

計（B） 53,563,447

（取引の関連図） 1,379,023

（業務外注） 18,113,101

情報・研修館 ⇒ 関連公益法人等 19,492,124 正味財産期末残高（K）=（E）+（J） 45,634,911

17 （情報・研修館との関係）　関連公益法人等 基本財産の状況 該当なし 法人に対する債務保証の明細 該当なし

資産の額 105,865,012 当期収入合計額 57,870,152

負債の額 18,043,174 当期支出合計額 57,586,061

（業務の概要） 正味財産の額 87,821,838 当期収支差額 284,091

法人に対する債権債務の明細 事業収入 65,736,915

受取補助金等 40,703,967 受取補助金等 0 未収金 0 38,310,282 58.28%

和田　宏隆 事業収益 1,911,821 その他の収益 0 未払金 38,310,282 競争契約 0 0.00%

その他の収益 23,121,127 企画競争・公募 38,310,282 100.00%

計（A） 65,736,915 計（F） 0 競争性のない随意契約 0 0.00%

7,866,763 計 38,310,282 100.00%

事業費 18,568,595 -7,866,763

管理費 1,896,147 7,866,763

その他の費用 37,421,319 0

計（B） 57,886,061

（取引の関連図） 7,850,854

（業務外注） 79,970,984

情報・研修館 ⇒ 関連公益法人等 87,821,838 正味財産期末残高（K）=（E）+（J） 87,821,838

18 （情報・研修館との関係）　関連公益法人等 基本財産の状況 該当なし 法人に対する債務保証の明細 該当なし

資産の額 93,194,477 当期収入合計額 110,180,000

負債の額 31,608,452 当期支出合計額 110,611,000

（業務の概要） 正味財産の額 61,586,025 当期収支差額 -431,000

法人に対する債権債務の明細 事業収入 119,296,380

受取補助金等 68,615,289 受取補助金等 0 未収金 0 74,104,511 62.12%

樋口　松夫 事業収益 15,984,322 その他の収益 0 未払金 37,052,256 競争契約 0 0.00%

宮野尾　哲司 その他の収益 25,860,000 企画競争・公募 74,104,511 100.00%

計（A） 110,459,611 計（F） 0 競争性のない随意契約 0 0.00%

280,000 計 74,104,511 100.00%

事業費 16,890,200 -280,000

管理費 31,959,507 1,400,000

その他の費用 61,823,152 1,120,000

計（B） 110,672,859

（取引の関連図） -213,248

（業務外注） 60,679,273

情報・研修館 ⇒ 関連公益法人等 60,466,025 正味財産期末残高（K）=（E）+（J） 61,586,025

費用等（G）

一般正味財産期末残高（E）=（C+(D)

　　※各計数は、「基本財産の状況及び取引の状況について」を除き、消費税を税抜方式により表示しています。

当期増減額(H）=（F）-（G）

指定正味財産期首残高（I）

指定正味財産期末残高（J）=（H）+（I）

当期増減額（C）=(A)-(B)

一般正味財産期首残高（D)

一般正味財産期首残高（D)

一般正味財産期末残高（E）=（C+(D)

　　※各計数は、消費税を税込方式により表示しています。

法人名：一般社団法人大阪発明協会 貸借対照表 収支計算書

（法人番号5120005014326） 　
　外注業務等により、独立行政法人会計基準第１２９
の「関連公益法人等の範囲」のうち、事業収入に占め
る独立行政法人との取引に係る額が三分の一以上で
ある公益法人等

　法人の基本財産に対する出えん、拠出、
寄付等及び法人の運営費、事業費等に充
てるために平成２９年度において負担した会
費、負担金等発明の奨励、青少年等の創造性開発育成及び知的財産権制

度の普及啓発等を行うことにより、科学技術の振興を図り、
もって地域経済の発展に寄与することを目的とする。

（１）発明の奨励に関する表彰及び展覧会等の事業
（２）青少年等の創造性開発に関する指導、相談及び情報提
供等の事業
（３）知的財産権制度の普及啓発に関する指導、相談及び情
報提供等の事業
（４）前各号に係る人材育成等の事業
（５）前各号の事業の推進に功績のあった者の表彰等の事業
等

正味財産増減計算書

（役員の氏名：（情報・研修館における最終役職名、順
不同）、常勤役員のみ記載）

一般正味財産増減の部 指定正味財産増減の部

収益 収益

　うち情報・研修館からの発注高

費用

　　※各計数は、「基本財産の状況及び取引の状況について」を除き、消費税を税抜方式により表示しています。

法人名：一般社団法人京都発明協会 貸借対照表 収支計算書

（法人番号9130005012300） 　
　外注業務等により、独立行政法人会計基準第１２９
の「関連公益法人等の範囲」のうち、事業収入に占め
る独立行政法人との取引に係る額が三分の一以上で
ある公益法人等

　法人の基本財産に対する出えん、拠出、
寄付等及び法人の運営費、事業費等に充
てるために平成２９年度において負担した会
費、負担金等発明の奨励、青少年等の創造性開発育成及び知的財産権制

度の普及啓発等を行うことにより、科学技術の振興を図り、
もって地域経済の発展に寄与することを目的とする。

（１）発明の奨励に関する表彰及び展覧会等の事業
（２）青少年等の創造性開発に関する指導、相談及び情報提
供等の事業
（３）知的財産権制度の普及啓発に関する指導、相談及び情
報提供等の事業
（４）前各号に係る人材育成等の事業
（５）前各号の事業の推進に功績のあった者の表彰等の事業
等

正味財産増減計算書

（役員の氏名：（情報・研修館における最終役職名、順
不同）、常勤役員のみ記載）

一般正味財産増減の部 指定正味財産増減の部

収益 収益

　うち情報・研修館からの発注高

費用 費用等（G）

当期増減額(H）=（F）-（G）

指定正味財産期首残高（I）

指定正味財産期末残高（J）=（H）+（I）

当期増減額（C）=(A)-(B)

（法人番号3160005008722） 　
　外注業務等により、独立行政法人会計基準第１２９
の「関連公益法人等の範囲」のうち、事業収入に占め
る独立行政法人との取引に係る額が三分の一以上で
ある公益法人等

※公益法人会計基準には「収支計算書」の作成義
務がなく、作成していない。

　法人の基本財産に対する出えん、拠出、
寄付等及び法人の運営費、事業費等に充
てるために平成２９年度において負担した会
費、負担金等発明の奨励、青少年等の創造性開発育成及び知的財産権制

度の普及啓発等を行うことにより、科学技術の振興を図り、
もって地域経済の発展に寄与することを目的とする。

（１）発明の奨励に関する表彰及び展覧会等の事業
（２）青少年等の創造性開発に関する指導、相談及び情報提
供等の事業
（３）知的財産権制度の普及啓発に関する指導、相談及び情
報提供等の事業
（４）前各号に係る人材育成等の事業
（５）前各号の事業の推進に功績のあった者の表彰等の事業
等

正味財産増減計算書

（役員の氏名：（情報・研修館における最終役職名、順
不同）、常勤役員のみ記載）

一般正味財産増減の部 指定正味財産増減の部

収益 収益

　うち情報・研修館からの発注高

費用 費用等（G）

当期増減額(H）=（F）-（G）

指定正味財産期首残高（I）

指定正味財産期末残高（J）=（H）+（I）

当期増減額（C）=(A)-(B)

一般正味財産期首残高（D)

一般正味財産期末残高（E）=（C+(D)

法人名：一般社団法人滋賀県発明協会 貸借対照表 収支計算書

注）予定価格が国の基準（予算決算及び会
計令第99条に定める基準）を超えないもの
は除く

注）予定価格が国の基準（予算決算及び会
計令第99条に定める基準）を超えないもの
は除く

注）予定価格が国の基準（予算決算及び会
計令第99条に定める基準）を超えないもの
は除く



金 額 金 額 金 額 金 額 割合
No. 関連公益法人等の概要

財 務 状 況 基本財産の状況及び取引の状況（※）

項 目 項 目 項 目 項 目

19 （情報・研修館との関係）　関連公益法人等 基本財産の状況 該当なし 法人に対する債務保証の明細 該当なし

資産の額 28,905,174 当期収入合計額 42,258,940

負債の額 18,171,204 当期支出合計額 41,207,618

（業務の概要） 正味財産の額 10,733,970 当期収支差額 1,051,322

法人に対する債権債務の明細 事業収入 42,258,940

受取補助金等 39,000 受取補助金等 未収金 0 34,999,092 82.82%

佐々野　勝 事業収益 40,388,335 その他の収益 未払金 17,499,546 競争契約 0 0.00%

中根　伸一 その他の収益 1,831,605 企画競争・公募 34,999,092 100.00%

計（A） 42,258,940 計（F） 0 競争性のない随意契約 0 0.00%

計 34,999,092 100.00%

事業費 40,053,540 0

管理費 1,154,078

その他の費用 0 0

計（B） 41,207,618

（取引の関連図） 1,051,322

（業務外注） 9,682,648

情報・研修館 ⇒ 関連公益法人等 10,733,970 正味財産期末残高（K）=（E）+（J） 10,733,970

20 （情報・研修館との関係）　関連公益法人等 基本財産の状況 該当なし 法人に対する債務保証の明細 該当なし

資産の額 58,175,438 当期収入合計額 61,513,057

負債の額 21,243,165 当期支出合計額 53,758,622

（業務の概要） 正味財産の額 36,932,273 当期収支差額 7,754,435

法人に対する債権債務の明細 事業収入 61,513,057

受取補助金等 0 受取補助金等 0 未収金 0 34,197,587 55.59%

岩城　徹 事業収益 61,513,057 その他の収益 0 未払金 17,098,794 競争契約 0 0.00%

小畑　俊嗣 その他の収益 0 企画競争・公募 34,197,587 100.00%

計（A） 61,513,057 計（F） 0 競争性のない随意契約 0 0.00%

5,700,000 計 34,197,587 100.00%

事業費 16,486,031 -5,700,000

管理費 32,002,561 6,562,500

その他の費用 5,270,030 862,500

計（B） 53,758,622

（取引の関連図） 7,754,435

（業務外注） 28,315,338

情報・研修館 ⇒ 関連公益法人等 36,069,773 正味財産期末残高（K）=（E）+（J） 36,932,273

21 （情報・研修館との関係）　関連公益法人等 基本財産の状況 該当なし 法人に対する債務保証の明細 該当なし

資産の額 26,575,553

負債の額 17,661,719

（業務の概要） 正味財産の額 8,913,834

法人に対する債権債務の明細 事業収入 37,834,041

受取補助金等 34,910,703 受取補助金等 0 未収金 0 32,074,703 84.78%

該当なし 事業収益 31,810 その他の収益 0 未払金 16,037,352 競争契約 0 0.00%

その他の収益 2,891,528 企画競争・公募 32,074,703 100.00%

計（A） 37,834,041 計（F） 0 競争性のない随意契約 0 0.00%

391,304 計 32,074,703 100.00%

事業費 35,273,337 -391,304

管理費 1,824,383 391,304

その他の費用 0 0

計（B） 37,097,720

（取引の関連図） 736,321

（業務外注） 8,177,513

情報・研修館 ⇒ 関連公益法人等 8,913,834 正味財産期末残高（K）=（E）+（J） 8,913,834

　　※各計数は、消費税を税込方式により表示しています。

当期増減額(H）=（F）-（G）

指定正味財産期首残高（I）

指定正味財産期末残高（J）=（H）+（I）

当期増減額（C）=(A)-(B)

一般正味財産期首残高（D)

（法人番号2150005007817） 　
　外注業務等により、独立行政法人会計基準第１２９
の「関連公益法人等の範囲」のうち、事業収入に占め
る独立行政法人との取引に係る額が三分の一以上で
ある公益法人等

　　※各計数は、消費税を税込方式により表示しています。

法人名：一般社団法人和歌山県発明協会 貸借対照表 収支計算書

（法人番号7170005004626） 　
　外注業務等により、独立行政法人会計基準第１２９
の「関連公益法人等の範囲」のうち、事業収入に占め
る独立行政法人との取引に係る額が三分の一以上で
ある公益法人等

　法人の基本財産に対する出えん、拠出、
寄付等及び法人の運営費、事業費等に充
てるために平成２９年度において負担した会
費、負担金等発明の奨励、青少年等の創造性開発育成及び知的財産権制

度の普及啓発等を行うことにより、科学技術の振興を図り、
もって地域経済の発展に寄与することを目的とする。

（１）発明の奨励に関する表彰及び展覧会等の事業
（２）青少年等の創造性開発に関する指導、相談及び情報提
供等の事業
（３）知的財産権制度の普及啓発に関する指導、相談及び情
報提供等の事業
（４）前各号に係る人材育成等の事業
（５）前各号の事業の推進に功績のあった者の表彰等の事業
等

正味財産増減計算書

（役員の氏名：（情報・研修館における最終役職名、順
不同）、常勤役員のみ記載）

一般正味財産増減の部 指定正味財産増減の部

収益 収益

　うち情報・研修館からの発注高

費用 費用等（G）

一般正味財産期末残高（E）=（C+(D)

指定正味財産期首残高（I）

指定正味財産期末残高（J）=（H）+（I）

　うち情報・研修館からの発注高

費用

当期増減額（C）=(A)-(B)

一般正味財産期首残高（D)

一般正味財産期末残高（E）=（C+(D)

費用等（G）

当期増減額(H）=（F）-（G） 注）予定価格が国の基準（予算決算及び会
計令第99条に定める基準）を超えないもの
は除く

注）予定価格が国の基準（予算決算及び会
計令第99条に定める基準）を超えないもの
は除く

貸借対照表 収支計算書法人名：一般社団法人奈良県発明協会

　法人の基本財産に対する出えん、拠出、
寄付等及び法人の運営費、事業費等に充
てるために平成２９年度において負担した会
費、負担金等発明の奨励、青少年等の創造性開発育成及び知的財産権制

度の普及啓発等を行うことにより、科学技術の振興を図り、
もって地域経済の発展に寄与することを目的とする。

（１）発明の奨励に関する表彰及び展覧会等の事業
（２）青少年等の創造性開発に関する指導、相談及び情報提
供等の事業
（３）知的財産権制度の普及啓発に関する指導、相談及び情
報提供等の事業
（４）前各号に係る人材育成等の事業
（５）前各号の事業の推進に功績のあった者の表彰等の事業
等

正味財産増減計算書

（役員の氏名：（情報・研修館における最終役職名、順
不同）、常勤役員のみ記載）

一般正味財産増減の部 指定正味財産増減の部

収益 収益

　うち情報・研修館からの発注高

費用 費用等（G）

当期増減額(H）=（F）-（G） 注）予定価格が国の基準（予算決算及び会
計令第99条に定める基準）を超えないもの
は除く

　法人の基本財産に対する出えん、拠出、
寄付等及び法人の運営費、事業費等に充
てるために平成２９年度において負担した会
費、負担金等

指定正味財産期首残高（I）

指定正味財産期末残高（J）=（H）+（I）

当期増減額（C）=(A)-(B)

一般正味財産期首残高（D)

一般正味財産期末残高（E）=（C+(D)

（法人番号5280005006514） 　
　外注業務等により、独立行政法人会計基準第１２９
の「関連公益法人等の範囲」のうち、事業収入に占め
る独立行政法人との取引に係る額が三分の一以上で
ある公益法人等

※公益法人会計基準には「収支計算書」の作成義
務がなく、作成していない。

発明の奨励、青少年等の創造性開発育成及び知的財産権制
度の普及啓発等を行うことにより、科学技術の振興を図り、
もって地域経済の発展に寄与することを目的とする。

（１）発明の奨励に関する表彰及び展覧会等の事業
（２）青少年等の創造性開発に関する指導、相談及び情報提
供等の事業
（３）知的財産権制度の普及啓発に関する指導、相談及び情
報提供等の事業
（４）前各号に係る人材育成等の事業
（５）前各号の事業の推進に功績のあった者の表彰等の事業
等

正味財産増減計算書

（役員の氏名：（情報・研修館における最終役職名、順
不同）、常勤役員のみ記載）

一般正味財産増減の部 指定正味財産増減の部

収益 収益

　　※各計数は、消費税を税込方式により表示しています。

法人名：一般社団法人島根県発明協会 貸借対照表 収支計算書



金 額 金 額 金 額 金 額 割合
No. 関連公益法人等の概要

財 務 状 況 基本財産の状況及び取引の状況（※）

項 目 項 目 項 目 項 目

22 （情報・研修館との関係）　関連公益法人等 基本財産の状況 該当なし 法人に対する債務保証の明細 該当なし

資産の額 187,472,458 当期収入合計額 73,995,869

負債の額 25,009,570 当期支出合計額 73,598,711

（業務の概要） 正味財産の額 162,462,888 当期収支差額 397,158

法人に対する債権債務の明細 事業収入 82,075,539

受取補助金等 1,621,112 受取補助金等 0 未収金 0 49,997,574 60.92%

西村　成美 事業収益 57,919,269 その他の収益 0 未払金 24,998,787 競争契約 0 0.00%

熊野　弘子 その他の収益 16,455,488 企画競争・公募 49,997,574 100.00%

計（A） 75,995,869 計（F） 0 競争性のない随意契約 0 0.00%

2,000,000 計 49,997,574 100.00%

事業費 73,598,711 -2,000,000

管理費 0 32,499,000

その他の費用 0 30,499,000

計（B） 73,598,711

（取引の関連図） 2,397,158

（業務外注） 129,566,730

情報・研修館 ⇒ 関連公益法人等 131,963,888 正味財産期末残高（K）=（E）+（J） 162,462,888

23 （情報・研修館との関係）　関連公益法人等 基本財産の状況 該当なし 法人に対する債務保証の明細 該当なし

資産の額 40,027,310 当期収入合計額 52,080,778

負債の額 27,802,156 当期支出合計額 51,003,897

（業務の概要） 正味財産の額 12,225,154 当期収支差額 1,076,881

法人に対する債権債務の明細 事業収入 52,080,778

受取補助金等 49,919,960 受取補助金等 0 未収金 0 34,904,892 67.02%

浦土井　邦人 事業収益 532,038 その他の収益 0 未払金 17,452,446 競争契約 0 0.00%

その他の収益 1,628,780 企画競争・公募 34,904,892 100.00%

計（A） 52,080,778 計（F） 0 競争性のない随意契約 0 0.00%

0 計 34,904,892 100.00%

事業費 689,427 0

管理費 2,732,124 0

その他の費用 47,582,346 0

計（B） 51,003,897

（取引の関連図） 1,076,881

（業務外注） 11,148,273

情報・研修館 ⇒ 関連公益法人等 12,225,154 正味財産期末残高（K）=（E）+（J） 12,225,154

24 （情報・研修館との関係）　関連公益法人等 基本財産の状況 該当なし 法人に対する債務保証の明細 該当なし

資産の額 31,721,388

負債の額 24,484,140

（業務の概要） 正味財産の額 7,237,248

法人に対する債権債務の明細 事業収入 54,110,757

受取補助金等 6,424,356 受取補助金等 0 未収金 0 37,300,978 68.93%

該当なし 事業収益 45,931,487 その他の収益 0 未払金 18,650,489 競争契約 0 0.00%

その他の収益 1,754,914 企画競争・公募 37,300,978 100.00%

計（A） 54,110,757 計（F） 0 競争性のない随意契約 0 0.00%

0 計 37,300,978 100.00%

事業費 51,641,326 0

管理費 2,841,334 0

その他の費用 414,500 0

計（B） 54,897,160

（取引の関連図） -786,403

（業務外注） 8,023,651

情報・研修館 ⇒ 関連公益法人等 7,237,248 正味財産期末残高（K）=（E）+（J） 7,237,248

費用等（G）

当期増減額(H）=（F）-（G）

指定正味財産期首残高（I）

指定正味財産期末残高（J）=（H）+（I）

当期増減額（C）=(A)-(B)

一般正味財産期首残高（D)

法人名：一般社団法人広島県発明協会 貸借対照表 収支計算書

（法人番号8240005007249） 　
　外注業務等により、独立行政法人会計基準第１２９
の「関連公益法人等の範囲」のうち、事業収入に占め
る独立行政法人との取引に係る額が三分の一以上で
ある公益法人等

　法人の基本財産に対する出えん、拠出、
寄付等及び法人の運営費、事業費等に充
てるために平成２９年度において負担した会
費、負担金等発明の奨励、青少年等の創造性開発育成及び知的財産権制

度の普及啓発等を行うことにより、科学技術の振興を図り、
もって地域経済の発展に寄与することを目的とする。

（１）発明の奨励に関する表彰及び展覧会等の事業
（２）青少年等の創造性開発に関する指導、相談及び情報提
供等の事業
（３）知的財産権制度の普及啓発に関する指導、相談及び情
報提供等の事業
（４）前各号に係る人材育成等の事業
（５）前各号の事業の推進に功績のあった者の表彰等の事業
等

正味財産増減計算書

（役員の氏名：（情報・研修館における最終役職名、順
不同）、常勤役員のみ記載）

一般正味財産増減の部 指定正味財産増減の部

収益 収益

　うち情報・研修館からの発注高

費用

一般正味財産期末残高（E）=（C+(D)

　　※各計数は、「基本財産の状況及び取引の状況について」を除き、消費税を税抜方式により表示しています。

法人名：一般社団法人徳島県発明協会 貸借対照表 収支計算書

（法人番号1480005004105） 　
　外注業務等により、独立行政法人会計基準第１２９
の「関連公益法人等の範囲」のうち、事業収入に占め
る独立行政法人との取引に係る額が三分の一以上で
ある公益法人等

　法人の基本財産に対する出えん、拠出、
寄付等及び法人の運営費、事業費等に充
てるために平成２９年度において負担した会
費、負担金等発明の奨励、青少年等の創造性開発育成及び知的財産権制

度の普及啓発等を行うことにより、科学技術の振興を図り、
もって地域経済の発展に寄与することを目的とする。

（１）発明の奨励に関する表彰及び展覧会等の事業
（２）青少年等の創造性開発に関する指導、相談及び情報提
供等の事業
（３）知的財産権制度の普及啓発に関する指導、相談及び情
報提供等の事業
（４）前各号に係る人材育成等の事業
（５）前各号の事業の推進に功績のあった者の表彰等の事業
等

正味財産増減計算書

（役員の氏名：（情報・研修館における最終役職名、順
不同）、常勤役員のみ記載）

一般正味財産増減の部 指定正味財産増減の部

収益 収益

　うち情報・研修館からの発注高

費用 費用等（G）

当期増減額(H）=（F）-（G）

指定正味財産期首残高（I）

指定正味財産期末残高（J）=（H）+（I）

当期増減額（C）=(A)-(B)

一般正味財産期首残高（D)

一般正味財産期末残高（E）=（C+(D)

　　※各計数は、消費税を税込方式により表示しています。

法人名：一般社団法人長崎県発明協会 貸借対照表 収支計算書

（法人番号4310005005975） 　
　外注業務等により、独立行政法人会計基準第１２９
の「関連公益法人等の範囲」のうち、事業収入に占め
る独立行政法人との取引に係る額が三分の一以上で
ある公益法人等

　法人の基本財産に対する出えん、拠出、
寄付等及び法人の運営費、事業費等に充
てるために平成２９年度において負担した会
費、負担金等発明の奨励、青少年等の創造性開発育成及び知的財産権制

度の普及啓発等を行うことにより、科学技術の振興を図り、
もって地域経済の発展に寄与することを目的とする。

（１）発明の奨励に関する表彰及び展覧会等の事業
（２）青少年等の創造性開発に関する指導、相談及び情報提
供等の事業
（３）知的財産権制度の普及啓発に関する指導、相談及び情
報提供等の事業
（４）前各号に係る人材育成等の事業
（５）前各号の事業の推進に功績のあった者の表彰等の事業
等

正味財産増減計算書

（役員の氏名：（情報・研修館における最終役職名、順
不同）、常勤役員のみ記載）

一般正味財産増減の部 指定正味財産増減の部

収益 収益

　うち情報・研修館からの発注高

費用 費用等（G）

一般正味財産期末残高（E）=（C+(D)

　　※各計数は、消費税を税込方式により表示しています。

※公益法人会計基準には「収支計算書」の作成義
務がなく、作成していない。

当期増減額(H）=（F）-（G）

指定正味財産期首残高（I）

指定正味財産期末残高（J）=（H）+（I）

当期増減額（C）=(A)-(B)

一般正味財産期首残高（D)

注）予定価格が国の基準（予算決算及び会
計令第99条に定める基準）を超えないもの
は除く

注）予定価格が国の基準（予算決算及び会
計令第99条に定める基準）を超えないもの
は除く

注）予定価格が国の基準（予算決算及び会
計令第99条に定める基準）を超えないもの
は除く



金 額 金 額 金 額 金 額 割合
No. 関連公益法人等の概要

財 務 状 況 基本財産の状況及び取引の状況（※）

項 目 項 目 項 目 項 目

25 （情報・研修館との関係）　関連公益法人等 基本財産の状況 該当なし 法人に対する債務保証の明細 該当なし

資産の額 29,377,767

負債の額 23,814,330

（業務の概要） 正味財産の額 5,563,437

法人に対する債権債務の明細 事業収入 42,275,526

受取補助金等 38,826,359 受取補助金等 0 未収金 0 34,071,032 80.59%

該当なし 事業収益 501,365 その他の収益 0 未払金 17,035,516 競争契約 0 0.00%

その他の収益 2,947,802 企画競争・公募 34,071,032 100.00%

計（A） 42,275,526 計（F） 0 競争性のない随意契約 0 0.00%

170,900 計 34,071,032 100.00%

事業費 1,193,079 -170,900

管理費 1,827,151 5,750,000

その他の費用 39,267,707 5,579,100

計（B） 42,287,937

（取引の関連図） -12,411

（業務外注） -3,252

情報・研修館 ⇒ 関連公益法人等 -15,663 正味財産期末残高（K）=（E）+（J） 5,563,437

26 （情報・研修館との関係）　関連公益法人等 基本財産の状況 該当なし 法人に対する債務保証の明細 該当なし

資産の額 36,337,345 当期収入合計額 65,797,507

負債の額 28,907,508 当期支出合計額 63,284,612

（業務の概要） 正味財産の額 7,429,837 当期収支差額 2,512,895

法人に対する債権債務の明細 事業収入 65,797,507

受取補助金等 0 受取補助金等 0 未収金 0 38,511,266 58.53%

該当なし 事業収益 858,500 その他の収益 0 未払金 19,255,633 競争契約 0 0.00%

その他の収益 64,939,007 企画競争・公募 38,511,266 100.00%

計（A） 65,797,507 計（F） 0 競争性のない随意契約 0 0.00%

0 計 38,511,266 100.00%

事業費 1,159,501 0

管理費 7,421,258 0

その他の費用 55,003,853 0

計（B） 63,584,612

（取引の関連図） 2,212,895

（業務外注） 5,216,942

情報・研修館 ⇒ 関連公益法人等 7,429,837 正味財産期末残高（K）=（E）+（J） 7,429,837

27 （情報・研修館との関係）　関連公益法人等 基本財産の状況 該当なし 法人に対する債務保証の明細 該当なし

資産の額 28,858,835 当期収入合計額 42,671,256

負債の額 12,723,063 当期支出合計額 41,044,245

（業務の概要） 正味財産の額 16,135,772 当期収支差額 1,627,011

法人に対する債権債務の明細 事業収入 42,671,256

受取補助金等 36,986,806 受取補助金等 0 未収金 0 34,988,806 82.00%

平岡　芳信 事業収益 487,629 その他の収益 0 未払金 17,494,403 競争契約 0 0.00%

その他の収益 5,196,821 企画競争・公募 34,988,806 100.00%

計（A） 42,671,256 計（F） 0 競争性のない随意契約 0 0.00%

0 計 34,988,806 100.00%

事業費 2,476,653 0

管理費 3,272,808 0

その他の費用 35,752,941 0

計（B） 41,502,402

（取引の関連図） 1,168,854

（業務外注） 14,966,918

情報・研修館 ⇒ 関連公益法人等 16,135,772 正味財産期末残高（K）=（E）+（J） 16,135,772

　　※各計数は、消費税を税込方式により表示しています。

一般正味財産期末残高（E）=（C+(D)

注）予定価格が国の基準（予算決算及び会
計令第99条に定める基準）を超えないもの
は除く

法人名：一般社団法人愛媛県発明協会 貸借対照表 収支計算書

（法人番号9500005005670） 　
　外注業務等により、独立行政法人会計基準第１２９
の「関連公益法人等の範囲」のうち、事業収入に占め
る独立行政法人との取引に係る額が三分の一以上で
ある公益法人等

　法人の基本財産に対する出えん、拠出、
寄付等及び法人の運営費、事業費等に充
てるために平成２９年度において負担した会
費、負担金等発明の奨励、青少年等の創造性開発育成及び知的財産権制

度の普及啓発等を行うことにより、科学技術の振興を図り、
もって地域経済の発展に寄与することを目的とする。

（１）発明の奨励に関する表彰及び展覧会等の事業
（２）青少年等の創造性開発に関する指導、相談及び情報提
供等の事業
（３）知的財産権制度の普及啓発に関する指導、相談及び情
報提供等の事業
（４）前各号に係る人材育成等の事業
（５）前各号の事業の推進に功績のあった者の表彰等の事業
等

正味財産増減計算書

（役員の氏名：（情報・研修館における最終役職名、順
不同）、常勤役員のみ記載）

一般正味財産増減の部 指定正味財産増減の部

収益 収益

　うち情報・研修館からの発注高

費用 費用等（G）

当期増減額(H）=（F）-（G）

指定正味財産期首残高（I）

指定正味財産期末残高（J）=（H）+（I）

当期増減額（C）=(A)-(B)

一般正味財産期首残高（D)

法人名：一般社団法人大分県発明協会 貸借対照表 収支計算書

（法人番号9320005002570） 　
　外注業務等により、独立行政法人会計基準第１２９
の「関連公益法人等の範囲」のうち、事業収入に占め
る独立行政法人との取引に係る額が三分の一以上で
ある公益法人等

※公益法人会計基準には「収支計算書」の作成義
務がなく、作成していない。

　法人の基本財産に対する出えん、拠出、
寄付等及び法人の運営費、事業費等に充
てるために平成２９年度において負担した会
費、負担金等発明の奨励、青少年等の創造性開発、育成及び知的財産権

制度の普及啓発等を行うことにより、科学技術の振興を図り、
もって地域経済の発展に寄与することを目的とする。

（１）発明の奨励に関する表彰及び展覧会等の事業
（２）青少年等の創造性開発に関する指導、相談及び情報提
供等の事業
（３）知的財産権制度の普及啓発に関する指導、相談及び情
報提供等の事業
（４）前各号に係る人材育成等の事業
（５）前各号の事業の推進に功績のあった者の表彰等の事業
等

正味財産増減計算書

（役員の氏名：（情報・研修館における最終役職名、順
不同）、常勤役員のみ記載）

一般正味財産増減の部 指定正味財産増減の部

収益 収益

　うち情報・研修館からの発注高

費用

費用 費用等（G）

当期増減額(H）=（F）-（G）

指定正味財産期首残高（I）

一般正味財産期首残高（D)

一般正味財産期末残高（E）=（C+(D)

　　※各計数は、消費税を税込方式により表示しています。

法人名：一般社団法人沖縄県発明協会 貸借対照表 収支計算書

費用等（G）

当期増減額(H）=（F）-（G）

指定正味財産期首残高（I）

指定正味財産期末残高（J）=（H）+（I）

当期増減額（C）=(A)-(B)

　　※各計数は、消費税を税込方式により表示しています。

指定正味財産期末残高（J）=（H）+（I）

当期増減額（C）=(A)-(B)

一般正味財産期首残高（D)

一般正味財産期末残高（E）=（C+(D)

（法人番号7360005004012） 　
　外注業務等により、独立行政法人会計基準第１２９
の「関連公益法人等の範囲」のうち、事業収入に占め
る独立行政法人との取引に係る額が三分の一以上で
ある公益法人等

　法人の基本財産に対する出えん、拠出、
寄付等及び法人の運営費、事業費等に充
てるために平成２９年度において負担した会
費、負担金等発明の奨励、青少年等の創造性開発育成および知的財産権

制度の普及啓発等を行うことにより、科学技術の振興を図り、
もって地域経済の発展に寄与することを目的とする。

（１）発明の奨励に関する表彰および展覧会等の事業
（２）青少年等の創造性開発に関する指導、相談および情報提
供等の事業
（３）知的財産権制度の普及啓発に関する指導、相談および情
報提供等の事業
（４）中小企業者等への総合的知的財産支援に関する事業
（５）前各号に係る人材育成等の事業
（６）前各号の事業の推進に功績のあった者の表彰等の事業
等

正味財産増減計算書

（役員の氏名：（情報・研修館における最終役職名、順
不同）、常勤役員のみ記載）

一般正味財産増減の部 指定正味財産増減の部

収益 収益

　うち情報・研修館からの発注高

注）予定価格が国の基準（予算決算及び会
計令第99条に定める基準）を超えないもの
は除く

注）予定価格が国の基準（予算決算及び会
計令第99条に定める基準）を超えないもの
は除く



金 額 金 額 金 額 金 額 割合
No. 関連公益法人等の概要

財 務 状 況 基本財産の状況及び取引の状況（※）

項 目 項 目 項 目 項 目

28 （情報・研修館との関係）　関連公益法人等 基本財産の状況 該当なし 法人に対する債務保証の明細 該当なし

資産の額 102,016,017 当期収入合計額 67,589,047

負債の額 21,409,736 当期支出合計額 78,918,169

（業務の概要） 正味財産の額 80,606,281 当期収支差額 -11,329,122

法人に対する債権債務の明細 事業収入 47,563,139

受取補助金等 700,000 受取補助金等 0 未収金 0 39,889,587 83.87%

三輪　寛 事業収益 39,969,402 その他の収益 0 未払金 19,944,794 競争契約 0 0.00%

その他の収益 6,893,737 企画競争・公募 39,889,587 100.00%

計（A） 47,563,139 計（F） 0 競争性のない随意契約 0 0.00%

0 計 39,889,587 100.00%

事業費 46,730,877 0

管理費 3,443,552 92,027,000

その他の費用 0 92,027,000

計（B） 50,174,429

（取引の関連図） -2,611,290

（業務外注） -8,809,429

情報・研修館 ⇒ 関連公益法人等 -11,420,719 正味財産期末残高（K）=（E）+（J） 80,606,281

29 （情報・研修館との関係）　関連公益法人等 基本財産の状況 該当なし 法人に対する債務保証の明細 該当なし

資産の額 30,992,262 当期収入合計額 50,455,749

負債の額 14,996,948 当期支出合計額 48,071,470

（業務の概要） 正味財産の額 15,995,314 当期収支差額 2,384,279

法人に対する債権債務の明細 事業収入 33,186,815

受取補助金等 6,138,000 受取補助金等 0 未収金 0 24,355,990 73.39%

澁谷　弘二 事業収益 24,892,999 その他の収益 0 未払金 12,177,995 競争契約 0 0.00%

その他の収益 2,155,816 企画競争・公募 24,355,990 100.00%

計（A） 33,186,815 計（F） 0 競争性のない随意契約 0 0.00%

312,527 計 24,355,990 100.00%

事業費 596,117 -312,527

管理費 2,231,315 1,964,658

その他の費用 27,975,104 1,652,131

計（B） 30,802,536

（取引の関連図） 2,384,279

（業務外注） 11,958,904

情報・研修館 ⇒ 関連公益法人等 14,343,183 正味財産期末残高（K）=（E）+（J） 15,995,314

30 （情報・研修館との関係）　関連公益法人等 基本財産の状況 該当なし 法人に対する債務保証の明細 該当なし

資産の額 22,937,092 当期収入合計額 64,158,268

負債の額 14,417,905 当期支出合計額 63,663,743

（業務の概要） 正味財産の額 8,519,187 当期収支差額 494,525

法人に対する債権債務の明細 事業収入 64,775,086

受取補助金等 61,847,554 受取補助金等 0 未収金 0 32,953,085 50.87%

該当なし 事業収益 200,000 その他の収益 0 未払金 16,476,543 競争契約 0 0.00%

その他の収益 2,727,532 企画競争・公募 32,953,085 100.00%

計（A） 64,775,086 計（F） 0 競争性のない随意契約 0 0.00%

344,384 計 32,953,085 100.00%

事業費 316,678 -344,384

管理費 639,901 975,122

その他の費用 63,311,910 630,738

計（B） 64,268,489

（取引の関連図） 506,597

（業務外注） 7,381,852

情報・研修館 ⇒ 関連公益法人等 7,888,449 正味財産期末残高（K）=（E）+（J） 8,519,187

　　※各計数は、消費税を税込方式により表示しています。

注）予定価格が国の基準（予算決算及び会
計令第99条に定める基準）を超えないもの
は除く

注）予定価格が国の基準（予算決算及び会
計令第99条に定める基準）を超えないもの
は除く

費用 費用等（G）

当期増減額(H）=（F）-（G）

指定正味財産期首残高（I）

指定正味財産期末残高（J）=（H）+（I）

当期増減額（C）=(A)-(B)

一般正味財産期首残高（D)

一般正味財産期末残高（E）=（C+(D)

指定正味財産期首残高（I）

指定正味財産期末残高（J）=（H）+（I）

当期増減額（C）=(A)-(B)

一般正味財産期首残高（D)

一般正味財産期末残高（E）=（C+(D)

　　※各計数は、消費税を税込方式により表示しています。

法人名：一般社団法人宮崎県発明協会 貸借対照表 収支計算書

（法人番号9350005004845） 　
　外注業務等により、独立行政法人会計基準第１２９
の「関連公益法人等の範囲」のうち、事業収入に占め
る独立行政法人との取引に係る額が三分の一以上で
ある公益法人等

　法人の基本財産に対する出えん、拠出、
寄付等及び法人の運営費、事業費等に充
てるために平成２９年度において負担した会
費、負担金等発明の奨励、青少年等の創造性開発育成及び知的財産権制

度の普及啓発等を行うことにより、科学技術の振興を図り、
もって地域経済の発展に寄与することを目的とする。

（１）発明の奨励に関する表彰及び展覧会等の事業
（２）青少年等の創造性開発に関する指導、相談及び情報提
供等の事業
（３）知的財産権制度の普及啓発に関する指導、相談及び情
報提供等の事業
（４）前各号に係る人材育成等の事業
（５）前各号の事業の推進に功績のあった者の表彰等の事業
等

正味財産増減計算書

（役員の氏名：（情報・研修館における最終役職名、順
不同）、常勤役員のみ記載）

一般正味財産増減の部 指定正味財産増減の部

収益 収益

　うち情報・研修館からの発注高

法人名：一般社団法人千葉県発明協会 貸借対照表 収支計算書

（法人番号9040005004967） 　
　外注業務等により、独立行政法人会計基準第１２９
の「関連公益法人等の範囲」のうち、事業収入に占め
る独立行政法人との取引に係る額が三分の一以上で
ある公益法人等

　法人の基本財産に対する出えん、拠出、
寄付等及び法人の運営費、事業費等に充
てるために平成２９年度において負担した会
費、負担金等発明の奨励、青少年等の創造性開発育成及び知的財産権制

度の普及啓発等を行うことにより、科学技術の振興を図り、
もって地域経済の発展に寄与することを目的とする。
（１） 発明の奨励に関する表彰及び展覧会等の事業
（２） 青少年等の創造性開発に関する指導、相談及び情報提
供等の事業
（３） 知的財産権制度の普及啓発に関する指導、相談及び情
報提供等の事業
（４） 前各号に係る人材育成等の事業
（５） 前各号の事業の推進に功績のあった者の表彰等の事業
（６） その他当会の目的を達成するために必要な事業　等

正味財産増減計算書

（役員の氏名：（情報・研修館における最終役職名、順
不同）、常勤役員のみ記載）

一般正味財産増減の部 指定正味財産増減の部

収益 収益

　うち情報・研修館からの発注高

費用 費用等（G）

当期増減額(H）=（F）-（G）

当期増減額（C）=(A)-(B)

一般正味財産期首残高（D)

法人名：一般社団法人青森県発明協会 貸借対照表 収支計算書

（法人番号1420005002460） 　
　外注業務等により、独立行政法人会計基準第１２９
の「関連公益法人等の範囲」のうち、事業収入に占め
る独立行政法人との取引に係る額が三分の一以上で
ある公益法人等

　法人の基本財産に対する出えん、拠出、
寄付等及び法人の運営費、事業費等に充
てるために平成２９年度において負担した会
費、負担金等本会は、発明の奨励、青少年等の創造性開発育成及び知的

財産権制度の普及啓発等を行うことにより、科学技術の振興
を図り、もって地域経済の発展に寄与することを目的とする。

（１） 発明の奨励に関する表彰及び展覧会等の事業
（２） 青少年等の創造性開発に関する指導、相談及び情報提
供等の事業
（３） 知的財産権制度の普及啓発に関する指導、相談及び情
報提供等の事業
（４） 前各号に係る人材育成等の事業
（５） 前各号の事業の推進に功績のあった者の表彰等の事業
（６） その他当会の目的を達成するために必要な事業
等

正味財産増減計算書

（役員の氏名：（情報・研修館における最終役職名、順
不同）、常勤役員のみ記載）

一般正味財産増減の部 指定正味財産増減の部

収益 収益

　うち情報・研修館からの発注高

費用 費用等（G）

当期増減額(H）=（F）-（G）

指定正味財産期首残高（I）

指定正味財産期末残高（J）=（H）+（I）

　　※各計数は、消費税を税込方式により表示しています。

一般正味財産期末残高（E）=（C+(D)

注）予定価格が国の基準（予算決算及び会
計令第99条に定める基準）を超えないもの
は除く



金 額 金 額 金 額 金 額 割合
No. 関連公益法人等の概要

財 務 状 況 基本財産の状況及び取引の状況（※）

項 目 項 目 項 目 項 目

31 （情報・研修館との関係）　関連公益法人等 基本財産の状況 該当なし 法人に対する債務保証の明細 該当なし

資産の額 52,321,858 当期収入合計額 40,925,079

負債の額 2,842,669 当期支出合計額 42,963,958

（業務の概要） 正味財産の額 49,479,189 当期収支差額 -2,038,879

法人に対する債権債務の明細 事業収入 44,451,549

受取補助金等 0 受取補助金等 0 未収金 0 35,322,787 79.46%

該当なし 事業収益 35,761,056 その他の収益 0 未払金 17,661,394 競争契約 0 0.00%

その他の収益 8,690,493 企画競争・公募 35,322,787 100.00%

計（A） 44,451,549 計（F） 0 競争性のない随意契約 0 0.00%

2,701,249 計 35,322,787 100.00%

事業費 37,580,148 -2,701,249

管理費 6,771,086 52,316,181

その他の費用 0 49,614,932

計（B） 44,351,234

（取引の関連図） 100,315

（業務外注） -236,058

情報・研修館 ⇒ 関連公益法人等 -135,743 正味財産期末残高（K）=（E）+（J） 49,479,189

32 （情報・研修館との関係）　関連公益法人等 基本財産の状況 該当なし 法人に対する債務保証の明細 該当なし

資産の額 31,243,825 当期収入合計額 45,044,944

負債の額 5,478,312 当期支出合計額 40,468,781

（業務の概要） 正味財産の額 25,765,513 当期収支差額 4,576,163

法人に対する債権債務の明細 事業収入 40,994,944

受取補助金等 34,253,547 受取補助金等 0 未収金 0 33,831,629 82.53%

今西　隆男 事業収益 715,133 その他の収益 0 未払金 16,915,815 競争契約 0 0.00%

その他の収益 6,026,264 企画競争・公募 33,831,629 100.00%

計（A） 40,994,944 計（F） 0 競争性のない随意契約 0 0.00%

1,368,324 計 33,831,629 100.00%

事業費 2,395,154 -1,368,324

管理費 5,445,429 3,105,812

その他の費用 25,628,198 1,737,488

計（B） 33,468,781

（取引の関連図） 7,526,163

（業務外注） 16,501,862

情報・研修館 ⇒ 関連公益法人等 24,028,025 正味財産期末残高（K）=（E）+（J） 25,765,513

33 （情報・研修館との関係）　関連公益法人等 基本財産の状況 該当なし 法人に対する債務保証の明細 該当なし

資産の額 45,598,109 当期収入合計額 65,458,982

負債の額 2,992,278 当期支出合計額 65,398,712

（業務の概要） 正味財産の額 42,605,831 当期収支差額 60,270

法人に対する債権債務の明細 事業収入 65,458,982

受取補助金等 5,919,568 受取補助金等 500,000 未収金 0 58,199,943 88.91%

今村　宇通 事業収益 59,539,414 その他の収益 0 未払金 29,099,972 競争契約 0 0.00%

その他の収益 0 企画競争・公募 58,199,943 100.00%

計（A） 65,458,982 計（F） 500,000 競争性のない随意契約 0 0.00%

439,730 計 58,199,943 100.00%

事業費 61,429,453 60,270

管理費 3,969,259 42,545,561

その他の費用 60,270 42,605,831

計（B） 65,458,982

（取引の関連図） 0

（業務外注） 0

情報・研修館 ⇒ 関連公益法人等 0 正味財産期末残高（K）=（E）+（J） 42,605,831

費用 費用等（G）

当期増減額(H）=（F）-（G）

　　※各計数は、消費税を税込方式により表示しています。

注）予定価格が国の基準（予算決算及び会
計令第99条に定める基準）を超えないもの
は除く

法人名：一般社団法人高知県発明協会 貸借対照表 収支計算書

法人名：一般社団法人福井県発明協会 貸借対照表 収支計算書

（法人番号2210005006845） 　
　外注業務等により、独立行政法人会計基準第１２９
の「関連公益法人等の範囲」のうち、事業収入に占め
る独立行政法人との取引に係る額が三分の一以上で
ある公益法人等

　法人の基本財産に対する出えん、拠出、
寄付等及び法人の運営費、事業費等に充
てるために平成２９年度において負担した会
費、負担金等発明の奨励、青少年等の創造性開発育成及び知的財産権制

度の普及啓発等を行うことにより、科学技術の振興を図り、
もって地域経済の発展に寄与することを目的とする。

（１）発明の奨励に関する表彰及び展覧会等の事業
（２）青少年等の創造性開発に関する指導、相談及び情報提
供等の事業
（３）知的財産権制度の普及啓発に関する指導、相談及び情
報提供等の事業
（４）前各号に係る人材育成等の事業
（５）前各号の事業の推進に功績のあった者の表彰等の事業
等

正味財産増減計算書

（役員の氏名：（情報・研修館における最終役職名、順
不同）、常勤役員のみ記載）

一般正味財産増減の部 指定正味財産増減の部

収益 収益

　うち情報・研修館からの発注高

当期増減額（C）=(A)-(B)

指定正味財産期首残高（I）

指定正味財産期末残高（J）=（H）+（I）

当期増減額（C）=(A)-(B)

一般正味財産期首残高（D)

一般正味財産期末残高（E）=（C+(D)

指定正味財産期首残高（I）

指定正味財産期末残高（J）=（H）+（I）

当期増減額（C）=(A)-(B)

一般正味財産期首残高（D)

一般正味財産期末残高（E）=（C+(D)

費用等（G）

当期増減額(H）=（F）-（G）

指定正味財産期首残高（I）

指定正味財産期末残高（J）=（H）+（I）

費用

（法人番号5490005001956） 　
　外注業務等により、独立行政法人会計基準第１２９
の「関連公益法人等の範囲」のうち、事業収入に占め
る独立行政法人との取引に係る額が三分の一以上で
ある公益法人等

　法人の基本財産に対する出えん、拠出、
寄付等及び法人の運営費、事業費等に充
てるために平成２９年度において負担した会
費、負担金等発明の奨励、青少年等の創造性開発育成及び知的財産権制

度の普及啓発等を行うことにより、科学技術の振興を図り、
もって地域経済の発展に寄与することを目的とする。

（１）発明の奨励に関する表彰及び展覧会等の事業
（２）青少年等の創造性開発に関する指導、相談及び情報提
供等の事業
（３）知的財産権制度の普及啓発に関する指導、相談及び情
報提供等の事業
（４）前各号に係る人材育成等の事業
（５）前各号の事業の推進に功績のあった者の表彰等の事業
等

正味財産増減計算書

（役員の氏名：（情報・研修館における最終役職名、順
不同）、常勤役員のみ記載）

一般正味財産増減の部 指定正味財産増減の部

収益 収益

　うち情報・研修館からの発注高

費用 費用等（G）

当期増減額(H）=（F）-（G） 注）予定価格が国の基準（予算決算及び会
計令第99条に定める基準）を超えないもの
は除く

注）予定価格が国の基準（予算決算及び会
計令第99条に定める基準）を超えないもの
は除く

一般正味財産期首残高（D)

一般正味財産期末残高（E）=（C+(D)

　　※各計数は、消費税を税込方式により表示しています。

　　※各計数は、消費税を税込方式により表示しています。

法人名：一般社団法人神奈川県発明協会 貸借対照表 収支計算書

（法人番号9020005009522） 　
　外注業務等により、独立行政法人会計基準第１２９
の「関連公益法人等の範囲」のうち、事業収入に占め
る独立行政法人との取引に係る額が三分の一以上で
ある公益法人等

　法人の基本財産に対する出えん、拠出、
寄付等及び法人の運営費、事業費等に充
てるために平成２９年度において負担した会
費、負担金等発明の奨励、青少年等の創造性開発育成及び知的財産権制

度の普及啓発等を行うことにより、科学技術の振興を図り、
もって地域経済の発展に寄与することを目的とする。

（1） 発明の奨励に関する表彰及び展覧会等の事業
（2） 青少年等の創造性開発に関する指導、相談及び情報提
供等の事業
（3） 知的財産権制度の普及啓発に関する指導、相談及び情
報提供等の事業
（4） 前各号に係る人材育成等の事業
（5） 前各号の事業の推進に功績のあった者の表彰等の事業
（6） その他本会の目的を達成するために必要な事業　等

正味財産増減計算書

（役員の氏名：（情報・研修館における最終役職名、順
不同）、常勤役員のみ記載）

一般正味財産増減の部 指定正味財産増減の部

収益 収益

　うち情報・研修館からの発注高



金 額 金 額 金 額 金 額 割合
No. 関連公益法人等の概要

財 務 状 況 基本財産の状況及び取引の状況（※）

項 目 項 目 項 目 項 目

34 （情報・研修館との関係）　関連公益法人等 基本財産の状況 該当なし 法人に対する債務保証の明細 該当なし

資産の額 45,577,539

負債の額 4,242,483

（業務の概要） 正味財産の額 41,335,056

法人に対する債権債務の明細 事業収入 67,423,789

受取補助金等 16,841,266 受取補助金等 0 未収金 0 28,162,782 41.77%

該当なし 事業収益 35,402,782 その他の収益 0 未払金 14,081,391 競争契約 0 0.00%

その他の収益 15,179,741 企画競争・公募 28,162,782 100.00%

計（A） 67,423,789 計（F） 0 競争性のない随意契約 0 0.00%

0 計 28,162,782 100.00%

事業費 42,282,789 0

管理費 17,700,002 0

その他の費用 81,069 0

計（B） 60,063,860

（取引の関連図） 7,359,929

（業務外注） 33,975,127

情報・研修館 ⇒ 関連公益法人等 41,335,056 正味財産期末残高（K）=（E）+（J） 41,335,056

35 （情報・研修館との関係）　関連公益法人等 基本財産の状況 該当なし 法人に対する債務保証の明細 該当なし

資産の額 30,468,942 当期収入合計額 49,251,783

負債の額 18,213,893 当期支出合計額 47,829,191

（業務の概要） 正味財産の額 12,255,049 当期収支差額 1,422,592

法人に対する債権債務の明細 事業収入 45,180,326

受取補助金等 200,000 受取補助金等 0 未収金 0 33,619,655 74.41%

該当なし 事業収益 33,619,655 その他の収益 0 未払金 16,809,828 競争契約 0 0.00%

その他の収益 11,360,671 企画競争・公募 33,619,655 100.00%

計（A） 45,180,326 計（F） 0 競争性のない随意契約 0 0.00%

0 計 33,619,655 100.00%

事業費 38,614,010 0

管理費 5,143,724 0

その他の費用 0 0

計（B） 43,757,734

1,422,592

（取引の関連図） 10,832,457

（業務外注） 12,255,049 正味財産期末残高（K）=（E）+（J） 12,255,049

情報・研修館 ⇒ 関連公益法人等

指定正味財産期首残高（I）

指定正味財産期末残高（J）=（H）+（I）

当期増減額（C）=(A)-(B)

一般正味財産期首残高（D)

一般正味財産期末残高（E）=（C+(D)

　　※各計数は、消費税を税込方式により表示しています。

※公益法人会計基準には「収支計算書」の作成義
務がなく、作成していない。

鹿児島県下において製造業及びこれに関連する事業を営む
者が、業種、業態等の相異にかかわらず交流を深めるととも
に、組織的な事業推進を通じて、地域企業の経営基盤の強
化、技術の高度化、新技術・新製品の開発による新規事業分
野への進出等を促進し、もって本県工業の健全な発展を図る
ことを目的とする。
（1）異業種間の交流・融合化の推進に関する事業
（2）産・学・官の交流の推進に関する事業
（3）人材の確保・養成に関する事業
（4）研修会、講演会、展示会等の開催に関する事業
（5）新規事業分野開拓のための調査研究及び情報の収集・提
供に関する事業
（6）地域産業の振興方策に関する意見の公表・具申に関する
事業
（7）県外及び国外の企業、団体等との交流に関する事業
（8）知的財産権制度の普及啓発に係る指導、相談及び情報提
供に関する事業　　　 　等

一般正味財産期末残高（E）=（C+(D)

　　※各計数は、消費税を税込方式により表示しています。

法人名：公益社団法人鹿児島県工業倶楽部 貸借対照表 収支計算書

（法人番号7340005000244） 　
　外注業務等により、独立行政法人会計基準第１２９
の「関連公益法人等の範囲」のうち、事業収入に占め
る独立行政法人との取引に係る額が三分の一以上で
ある公益法人等

　法人の基本財産に対する出えん、拠出、
寄付等及び法人の運営費、事業費等に充
てるために平成２９年度において負担した会
費、負担金等

正味財産増減計算書

（役員の氏名：（情報・研修館における最終役職名、順
不同）、常勤役員のみ記載）

一般正味財産増減の部 指定正味財産増減の部

収益 収益

　うち情報・研修館からの発注高

費用 費用等（G）

当期増減額(H）=（F）-（G） 注）予定価格が国の基準（予算決算及び会
計令第99条に定める基準）を超えないもの
は除く

法人名：一般社団法人熊本県工業連合会 貸借対照表 収支計算書

（法人番号1330005007980） 　
　外注業務等により、独立行政法人会計基準第１２９
の「関連公益法人等の範囲」のうち、事業収入に占め
る独立行政法人との取引に係る額が三分の一以上で
ある公益法人等

　法人の基本財産に対する出えん、拠出、
寄付等及び法人の運営費、事業費等に充
てるために平成２９年度において負担した会
費、負担金等熊本県内において、産業の振興を図ることにより、会員の発展

に資することを目的とし、その目的を達成するため、次の事業
を行う。

（１）県内企業の経営基盤強化に関する事業
（２）県内企業の販路開拓支援に関する事業
（３）県内外企業の連携促進に関する事業
（４）人材確保及び人材育成に関する事業
（５）産業技術に関する企画調査研修事業及び交流事業
（６）産学行政の連携促進に関する事業
　等

正味財産増減計算書

（役員の氏名：（情報・研修館における最終役職名、順
不同）、常勤役員のみ記載）

一般正味財産増減の部 指定正味財産増減の部

収益 収益

　うち情報・研修館からの発注高

費用 費用等（G）

当期増減額(H）=（F）-（G） 注）予定価格が国の基準（予算決算及び会
計令第99条に定める基準）を超えないもの
は除く

指定正味財産期首残高（I）

指定正味財産期末残高（J）=（H）+（I）

当期増減額（C）=(A)-(B)

一般正味財産期首残高（D)


