
７　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 11,084,860,965

負債の額 2,435,738,347

（業務の概要） 正味財産の額 8,649,122,618

法人に対する債権債務の明細 事業収入 3,389,036,019

受取補助金等 0 受取補助金等 0 未収金 0 1,716,354,997 50.64%

中嶋　誠 事業収益 3,137,657,977 その他の収益 0 未払金 893,306,983 競争契約 1,667,369,638 97.15%

加部　正光 その他の収益 9,689,013 企画競争・公募 48,985,359 2.85%

計（A） 3,147,346,990 計（F） 0 競争性のない随意契約 0 0.00%

計 1,716,354,997 100.00%

事業費 3,085,828,835 0

管理費 167,288,222 0

その他の費用 240,002 0

計（B） 3,253,357,059

（取引の関連図） -106,010,069

（業務委託等） 8,755,132,687

情報・研修館 ⇒ 関連公益法人等 8,649,122,618 正味財産期末残高（K）=（E）+（J） 8,649,122,618

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 48,330,420 当期収入合計額 106,153,543

負債の額 31,981,381 当期支出合計額 103,357,073

（業務の概要） 正味財産の額 16,349,039 当期収支差額 2,796,470

法人に対する債権債務の明細 事業収入 93,907,362

受取補助金等 161,728 受取補助金等 0 未収金 0 64,586,740 68.78%

東川　敏文 事業収益 77,714,723 その他の収益 0 未払金 32,589,639 競争契約 0 0.00%

その他の収益 8,277,092 企画競争・公募 64,586,740 100.00%

計（A） 86,153,543 計（F） 0 競争性のない随意契約 0 0.00%

0 計 64,586,740 100.00%

事業費 64,018,111 0

管理費 16,969,462 0

その他の費用 1,369,500 0

計（B） 82,357,073

（取引の関連図） 3,796,470

（業務外注） 12,552,569

情報・研修館 ⇒ 関連公益法人等 16,349,039 正味財産期末残高（K）=（E）+（J） 16,349,039

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 25,563,609

負債の額 10,891,244

（業務の概要） 正味財産の額 14,672,365

法人に対する債権債務の明細 事業収入 45,215,202

受取補助金等 485,407 受取補助金等 0 未収金 0 36,141,982 79.93%

酒井　俊巳 事業収益 42,436,734 その他の収益 0 未払金 18,236,780 競争契約 0 0.00%

その他の収益 2,293,061 企画競争・公募 36,141,982 100.00%

計（A） 45,215,202 計（F） 0 競争性のない随意契約 0 0.00%

0 計 36,141,982 100.00%

事業費 38,664,949 0

管理費 3,985,192

その他の費用 717,000 0

計（B） 43,367,141

（取引の関連図） 1,848,061

（業務外注） 12,824,304

情報・研修館 ⇒ 関連公益法人等 14,672,365 正味財産期末残高（K）=（E）+（J） 14,672,365

　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)

法人名：一般社団法人発明推進協会 貸借対照表 収支計算書

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
てるために令和元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
てるために令和元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）

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。

　　※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
てるために令和元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。

　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）

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

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 26,666,089 当期収入合計額 47,287,472

負債の額 7,254,475 当期支出合計額 43,609,494

（業務の概要） 正味財産の額 19,411,614 当期収支差額 3,677,978

法人に対する債権債務の明細 事業収入 47,630,695

受取補助金等 3,531,241 受取補助金等 0 未収金 0 41,338,015 86.79%

該当なし 事業収益 42,278,939 その他の収益 200,000 未払金 20,858,632 競争契約 0 0.00%

その他の収益 1,820,515 企画競争・公募 41,338,015 100.00%

計（A） 47,630,695 計（F） 200,000 競争性のない随意契約 0 0.00%

0 計 41,338,015 100.00%

事業費 40,640,115 200,000

管理費 3,941,200 900,000

その他の費用 524,200 1,100,000

計（B） 45,105,515

（取引の関連図） 2,525,180

（業務外注） 15,786,434

情報・研修館 ⇒ 関連公益法人等 18,311,614 正味財産期末残高（K）=（E）+（J） 19,411,614

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 34,512,432 当期収入合計額 44,414,032

負債の額 3,944,448 当期支出合計額 40,202,369

（業務の概要） 正味財産の額 30,567,984 当期収支差額 4,211,663

法人に対する債権債務の明細 事業収入 44,414,032

受取補助金等 40,553,331 受取補助金等 0 未収金 0 35,305,605 79.49%

嶋貫　栄次 事業収益 530,000 その他の収益 0 未払金 17,814,755 競争契約 0 0.00%

その他の収益 3,330,701 企画競争・公募 35,305,605 100.00%

計（A） 44,414,032 計（F） 0 競争性のない随意契約 0 0.00%

0 計 35,305,605 100.00%

事業費 1,863,998 0

管理費 9,938,127 0

その他の費用 28,400,244 0

計（B） 40,202,369

（取引の関連図） 4,211,663

（業務外注） 26,356,321

情報・研修館 ⇒ 関連公益法人等 30,567,984 正味財産期末残高（K）=（E）+（J） 30,567,984

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 30,573,624 当期収入合計額 50,454,517

負債の額 3,111,705 当期支出合計額 46,325,216

（業務の概要） 正味財産の額 27,461,919 当期収支差額 4,129,301

法人に対する債権債務の明細 事業収入 50,454,517

受取補助金等 47,662,791 受取補助金等 0 未収金 0 43,390,216 86.00%

渡邉　正幸 事業収益 320,000 その他の収益 0 未払金 21,894,145 競争契約 0 0.00%

その他の収益 2,471,726 企画競争・公募 43,390,216 100.00%

計（A） 50,454,517 計（F） 0 競争性のない随意契約 0 0.00%

697,008 計 43,390,216 100.00%

事業費 697,008 -697,008

管理費 1,957,513 10,555,191

その他の費用 43,817,908 9,858,183

計（B） 46,472,429

（取引の関連図） 3,982,088

（業務外注） 13,621,648

情報・研修館 ⇒ 関連公益法人等 17,603,736 正味財産期末残高（K）=（E）+（J） 27,461,919

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

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
てるために令和元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
てるために令和元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）

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

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。

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
てるために令和元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

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

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 34,668,287 当期収入合計額 45,300,716

負債の額 24,861,268 当期支出合計額 45,083,137

（業務の概要） 正味財産の額 9,807,019 当期収支差額 217,579

法人に対する債権債務の明細 事業収入 45,300,716

受取補助金等 0 受取補助金等 0 未収金 0 35,064,878 77.40%

近藤　一博 事業収益 0 その他の収益 0 未払金 17,804,142 競争契約 0 0.00%

その他の収益 45,300,716 企画競争・公募 35,064,878 100.00%

計（A） 45,300,716 計（F） 0 競争性のない随意契約 0 0.00%

1,500,000 計 35,064,878 100.00%

事業費 0 -1,500,000

管理費 0 3,430,217

その他の費用 43,383,137 1,930,217

計（B） 43,383,137

（取引の関連図） 1,917,579

（業務外注） 5,959,223

情報・研修館 ⇒ 関連公益法人等 7,876,802 正味財産期末残高（K）=（E）+（J） 9,807,019

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 24,158,178

負債の額 1,700,413

（業務の概要） 正味財産の額 22,457,765

法人に対する債権債務の明細 事業収入 33,826,809

受取補助金等 30,750,365 受取補助金等 0 未収金 0 30,535,179 90.27%

田中　徹 事業収益 26,332 その他の収益 0 未払金 15,410,959 競争契約 0 0.00%

比企　修 その他の収益 3,050,112 企画競争・公募 30,535,179 100.00%

計（A） 33,826,809 計（F） 0 競争性のない随意契約 0 0.00%

0 計 30,535,179 100.00%

事業費 751,651 0

管理費 0 0

その他の費用 31,686,591 0

計（B） 32,438,242

（取引の関連図） 1,388,567

（業務外注） 21,069,198

情報・研修館 ⇒ 関連公益法人等 22,457,765 正味財産期末残高（K）=（E）+（J） 22,457,765

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 29,069,052 当期収入合計額 40,383,174

負債の額 3,019,488 当期支出合計額 39,048,248

（業務の概要） 正味財産の額 26,049,564 当期収支差額 1,334,926

法人に対する債権債務の明細 事業収入 40,383,174

受取補助金等 34,922,065 受取補助金等 0 未収金 0 30,276,977 74.97%

原   修 二 事業収益 542,894 その他の収益 0 未払金 15,277,374 競争契約 0 0.00%

その他の収益 4,918,215 企画競争・公募 30,276,977 100.00%

計（A） 40,383,174 計（F） 0 競争性のない随意契約 0 0.00%

0 計 30,276,977 100.00%

事業費 1,984,338 0

管理費 2,374,722 0

その他の費用 34,689,188 0

計（B） 39,048,248

（取引の関連図） 1,334,926

（業務外注） 24,714,638

情報・研修館 ⇒ 関連公益法人等 26,049,564 正味財産期末残高（K）=（E）+（J） 26,049,564一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
てるために令和元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
てるために令和元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)

※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
てるために令和元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)

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



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 56,820,323

負債の額 12,603,446

（業務の概要） 正味財産の額 44,216,877

法人に対する債権債務の明細 事業収入 58,233,664

受取補助金等 0 受取補助金等 0 未収金 0 42,316,572 72.67%

該当なし 事業収益 54,266,832 その他の収益 0 未払金 21,387,709 競争契約 0 0.00%

その他の収益 3,966,832 企画競争・公募 42,316,572 100.00%

計（A） 58,233,664 計（F） 0 競争性のない随意契約 0 0.00%

0 計 42,316,572 100.00%

事業費 44,951,846 0

管理費 5,378,857 0

その他の費用 2,000,000 0

計（B） 52,330,703

（取引の関連図） 5,902,961

（業務外注） 38,313,916

情報・研修館 ⇒ 関連公益法人等 44,216,877 正味財産期末残高（K）=（E）+（J） 44,216,877

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 100,328,432 当期収入合計額 46,151,336

負債の額 27,903,410 当期支出合計額 46,151,336

（業務の概要） 正味財産の額 72,425,022 当期収支差額 0

法人に対する債権債務の明細 事業収入 46,115,728

受取補助金等 2,936,000 受取補助金等 0 未収金 0 23,838,484 51.69%

該当なし 事業収益 28,690,505 その他の収益 0 未払金 12,028,593 競争契約 0 0.00%

その他の収益 14,489,223 企画競争・公募 23,838,484 100.00%

計（A） 46,115,728 計（F） 0 競争性のない随意契約 0 0.00%

8,209,600 計 23,838,484 100.00%

事業費 20,126,271 -8,209,600

管理費 9,732,807 8,209,600

その他の費用 4,576,836 0

計（B） 34,435,914

（取引の関連図） 11,679,814

（業務外注） 60,745,208

情報・研修館 ⇒ 関連公益法人等 72,425,022 正味財産期末残高（K）=（E）+（J） 72,425,022

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 29,784,201 当期収入合計額 35,761,495

負債の額 17,782,540 当期支出合計額 34,397,677

（業務の概要） 正味財産の額 12,001,661 当期収支差額 1,363,818

法人に対する債権債務の明細 事業収入 35,761,495

受取補助金等 8,632,000 受取補助金等 0 未収金 0 22,030,439 61.60%

柴田　政秋 事業収益 22,247,432 その他の収益 0 未払金 11,116,276 競争契約 0 0.00%

その他の収益 4,882,063 企画競争・公募 22,030,439 100.00%

計（A） 35,761,495 計（F） 0 競争性のない随意契約 0 0.00%

0 計 22,030,439 100.00%

事業費 27,381,387 0

管理費 7,016,290 6,390,000

その他の費用 0 6,390,000

計（B） 34,397,677

（取引の関連図） 1,363,818

（業務外注） 4,247,843

情報・研修館 ⇒ 関連公益法人等 5,611,661 正味財産期末残高（K）=（E）+（J） 12,001,661

　　※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)

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
てるために令和元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)

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
てるために令和元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

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
てるために令和元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

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 76,723,475 当期収入合計額 71,996,866

負債の額 2,586,799 当期支出合計額 69,356,275

（業務の概要） 正味財産の額 74,136,676 当期収支差額 2,640,591

法人に対する債権債務の明細 事業収入 71,046,866

受取補助金等 2,181,951 受取補助金等 0 未収金 0 45,056,669 63.42%

傍島　章 事業収益 50,915,035 その他の収益 0 未払金 22,735,016 競争契約 0 0.00%

その他の収益 17,949,880 企画競争・公募 45,056,669 100.00%

計（A） 71,046,866 計（F） 0 競争性のない随意契約 0 0.00%

5,500,000 計 45,056,669 100.00%

事業費 59,794,404 -5,500,000

管理費 5,061,650 14,388,000

その他の費用 0 8,888,000

計（B） 64,856,054

（取引の関連図） 6,190,812

（業務外注） 59,057,864

情報・研修館 ⇒ 関連公益法人等 65,248,676 正味財産期末残高（K）=（E）+（J） 74,136,676

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 72,879,903

負債の額 27,306,411

（業務の概要） 正味財産の額 45,573,492

法人に対する債権債務の明細 事業収入 68,191,000

受取補助金等 54,536,582 受取補助金等 0 未収金 0 43,164,611 63.30%

佐藤　隆道 事業収益 761,462 その他の収益 0 未払金 21,780,309 競争契約 0 0.00%

その他の収益 7,262,506 企画競争・公募 43,164,611 100.00%

計（A） 62,560,550 計（F） 0 競争性のない随意契約 0 0.00%

2,621,851 計 43,164,611 100.00%

事業費 53,630,744 -2,621,851

管理費 5,669,165 23,852,465

その他の費用 0 21,230,614

計（B） 59,299,909

（取引の関連図） 3,260,641

（業務外注） 21,082,237

情報・研修館 ⇒ 関連公益法人等 24,342,878 正味財産期末残高（K）=（E）+（J） 45,573,492

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 107,776,762 当期収入合計額 59,871,053

負債の額 18,501,250 当期支出合計額 61,369,176

（業務の概要） 正味財産の額 89,275,512 当期収支差額 -1,498,123

法人に対する債権債務の明細 事業収入 65,259,448

受取補助金等 42,269,635 受取補助金等 0 未収金 0 40,418,377 61.93%

和田　宏隆 事業収益 1,525,026 その他の収益 0 未払金 20,394,594 競争契約 0 0.00%

その他の収益 16,076,392 企画競争・公募 40,418,377 100.00%

計（A） 59,871,053 計（F） 0 競争性のない随意契約 0 0.00%

0 計 40,418,377 100.00%

事業費 15,135,344 0

管理費 2,233,738 0

その他の費用 43,000,094 0

計（B） 60,369,176

（取引の関連図） -498,123

（業務外注） 89,773,635

情報・研修館 ⇒ 関連公益法人等 89,275,512 正味財産期末残高（K）=（E）+（J） 89,275,512

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、消費税を税抜方式により表示しています。

　　※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
てるために令和元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
てるために令和元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

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
てるために令和元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）

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 99,882,709 当期収入合計額 112,469,000

負債の額 41,223,615 当期支出合計額 110,272,000

（業務の概要） 正味財産の額 58,659,094 当期収支差額 2,197,000

法人に対する債権債務の明細 事業収入 122,591,319

受取補助金等 73,895,607 受取補助金等 0 未収金 0 80,546,277 65.70%

上野　亮 事業収益 13,853,493 その他の収益 0 未払金 40,642,617 競争契約 0 0.00%

その他の収益 24,720,000 企画競争・公募 80,546,277 100.00%

計（A） 112,469,100 計（F） 0 競争性のない随意契約 0 0.00%

280,000 計 80,546,277 100.00%

事業費 14,081,641 -280,000

管理費 30,755,173 840,000

その他の費用 65,434,697 560,000

計（B） 110,271,511

（取引の関連図） 2,197,589

（業務外注） 55,901,505

情報・研修館 ⇒ 関連公益法人等 58,099,094 正味財産期末残高（K）=（E）+（J） 58,659,094

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 30,907,250 当期収入合計額 40,549,252

負債の額 18,142,678 当期支出合計額 39,283,319

（業務の概要） 正味財産の額 12,764,572 当期収支差額 1,265,933

法人に対する債権債務の明細 事業収入 40,549,252

受取補助金等 39,000 受取補助金等 未収金 0 35,295,007 87.04%

中根　伸一 事業収益 38,806,197 その他の収益 未払金 17,809,407 競争契約 0 0.00%

その他の収益 1,704,055 企画競争・公募 35,295,007 100.00%

計（A） 40,549,252 計（F） 0 競争性のない随意契約 0 0.00%

計 35,295,007 100.00%

事業費 37,872,445 0

管理費 1,410,874

その他の費用 0 0

計（B） 39,283,319

（取引の関連図） 1,265,933

（業務外注） 11,498,639

情報・研修館 ⇒ 関連公益法人等 12,764,572 正味財産期末残高（K）=（E）+（J） 12,764,572

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 64,374,342 当期収入合計額 63,535,844

負債の額 24,321,433 当期支出合計額 61,121,032

（業務の概要） 正味財産の額 40,052,909 当期収支差額 2,414,812

法人に対する債権債務の明細 事業収入 63,535,844

受取補助金等 0 受取補助金等 0 未収金 0 39,359,010 61.95%

森本　修司 事業収益 0 その他の収益 0 未払金 19,860,051 競争契約 0 0.00%

小畑　俊嗣 その他の収益 63,535,844 企画競争・公募 39,359,010 100.00%

計（A） 63,535,844 計（F） 0 競争性のない随意契約 0 0.00%

0 計 39,359,010 100.00%

事業費 0 0

管理費 0 0

その他の費用 61,121,032 0

計（B） 61,121,032

（取引の関連図） 2,414,812

（業務外注） 37,638,097

情報・研修館 ⇒ 関連公益法人等 40,052,909 正味財産期末残高（K）=（E）+（J） 40,052,909

　　※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
てるために令和元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

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。

法人名：一般社団法人奈良県発明協会

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
てるために令和元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

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
てるために令和元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

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 27,183,867

負債の額 13,366,950

（業務の概要） 正味財産の額 13,816,917

法人に対する債権債務の明細 事業収入 37,311,693

受取補助金等 35,496,561 受取補助金等 0 未収金 0 32,768,901 87.82%

該当なし 事業収益 34,894 その他の収益 0 未払金 16,534,766 競争契約 0 0.00%

その他の収益 1,780,238 企画競争・公募 32,768,901 100.00%

計（A） 37,311,693 計（F） 0 競争性のない随意契約 0 0.00%

0 計 32,768,901 100.00%

事業費 33,595,696 0

管理費 886,997 0

その他の費用 0 0

計（B） 34,482,693

（取引の関連図） 2,829,000

（業務外注） 10,987,917

情報・研修館 ⇒ 関連公益法人等 13,816,917 正味財産期末残高（K）=（E）+（J） 13,816,917

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 205,401,174

負債の額 37,330,820

（業務の概要） 正味財産の額 168,070,354

法人に対する債権債務の明細 事業収入 93,993,394

受取補助金等 6,460,150 受取補助金等 0 未収金 0 55,508,258 59.06%

西村　成美 事業収益 62,479,953 その他の収益 0 未払金 28,008,754 競争契約 0 0.00%

熊野　弘子 その他の収益 17,292,369 企画競争・公募 55,508,258 100.00%

計（A） 86,232,472 計（F） 0 競争性のない随意契約 0 0.00%

3,000,000 計 55,508,258 100.00%

事業費 78,518,045 -3,000,000

管理費 0 28,499,000

その他の費用 0 25,499,000

計（B） 78,518,045

（取引の関連図） 7,714,427

（業務外注） 134,856,927

情報・研修館 ⇒ 関連公益法人等 142,571,354 正味財産期末残高（K）=（E）+（J） 168,070,354

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 40,092,964 当期収入合計額 51,721,860

負債の額 23,325,972 当期支出合計額 50,709,672

（業務の概要） 正味財産の額 16,766,992 当期収支差額 1,012,188

法人に対する債権債務の明細 事業収入 51,721,860

受取補助金等 48,982,070 受取補助金等 0 未収金 0 37,953,092 73.38%

浦土井　邦人 事業収益 1,139,729 その他の収益 0 未払金 19,150,643 競争契約 0 0.00%

その他の収益 1,600,061 企画競争・公募 37,953,092 100.00%

計（A） 51,721,860 計（F） 0 競争性のない随意契約 0 0.00%

0 計 37,953,092 100.00%

事業費 2,732,867 0

管理費 4,609,444 0

その他の費用 43,367,361 0

計（B） 50,709,672

（取引の関連図） 1,012,188

（業務外注） 15,754,804

情報・研修館 ⇒ 関連公益法人等 16,766,992 正味財産期末残高（K）=（E）+（J） 16,766,992

　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
てるために令和元年度において負担した会
費、負担金等

費用等（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

※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)

　　※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
てるために令和元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
てるために令和元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。

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

法人名：一般社団法人島根県発明協会



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 38,109,844

負債の額 28,249,908

（業務の概要） 正味財産の額 9,859,936

法人に対する債権債務の明細 事業収入 54,851,237

受取補助金等 2,066,043 受取補助金等 0 未収金 0 43,810,318 79.87%

該当なし 事業収益 50,532,708 その他の収益 0 未払金 22,106,124 競争契約 0 0.00%

その他の収益 2,252,486 企画競争・公募 43,810,318 100.00%

計（A） 54,851,237 計（F） 0 競争性のない随意契約 0 0.00%

0 計 43,810,318 100.00%

事業費 50,314,383 0

管理費 2,029,661 0

その他の費用 714,300 0

計（B） 53,058,344

（取引の関連図） 1,792,893

（業務外注） 8,067,043

情報・研修館 ⇒ 関連公益法人等 9,859,936 正味財産期末残高（K）=（E）+（J） 9,859,936

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 32,435,445

負債の額 25,007,961

（業務の概要） 正味財産の額 7,427,484

法人に対する債権債務の明細 事業収入 45,800,946

受取補助金等 43,390,859 受取補助金等 0 未収金 0 40,363,699 88.13%

該当なし 事業収益 511,153 その他の収益 483,113 未払金 20,367,004 競争契約 0 0.00%

その他の収益 1,898,934 企画競争・公募 40,363,699 100.00%

計（A） 45,800,946 計（F） 483,113 競争性のない随意契約 0 0.00%

0 計 40,363,699 100.00%

事業費 1,858,598 483,113

管理費 2,684,054 7,929,100

その他の費用 42,194,649 8,412,213

計（B） 46,737,301

（取引の関連図） -936,355

（業務外注） -48,374

情報・研修館 ⇒ 関連公益法人等 -984,729 正味財産期末残高（K）=（E）+（J） 7,427,484

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 33,483,465 当期収入合計額 64,655,465

負債の額 27,753,417 当期支出合計額 65,467,243

（業務の概要） 正味財産の額 5,730,048 当期収支差額 -811,778

法人に対する債権債務の明細 事業収入 60,715,465

受取補助金等 0 受取補助金等 0 未収金 0 42,077,010 69.30%

該当なし 事業収益 1,353,300 その他の収益 0 未払金 21,231,519 競争契約 0 0.00%

その他の収益 59,362,165 企画競争・公募 42,077,010 100.00%

計（A） 60,715,465 計（F） 0 競争性のない随意契約 0 0.00%

0 計 42,077,010 100.00%

事業費 3,004,196 0

管理費 12,167,793 0

その他の費用 46,705,254 0

計（B） 61,877,243

（取引の関連図） -1,161,778

（業務外注） 6,891,826

情報・研修館 ⇒ 関連公益法人等 5,730,048 正味財産期末残高（K）=（E）+（J） 5,730,048

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
てるために令和元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)

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
てるために令和元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
てるために令和元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

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 31,788,588 当期収入合計額 52,670,989

負債の額 15,878,425 当期支出合計額 49,935,223

（業務の概要） 正味財産の額 15,910,163 当期収支差額 2,735,766

法人に対する債権債務の明細 事業収入 52,670,989

受取補助金等 45,136,152 受取補助金等 0 未収金 0 41,379,510 78.56%

平岡　芳信 事業収益 1,444,854 その他の収益 0 未払金 20,879,569 競争契約 0 0.00%

その他の収益 6,089,983 企画競争・公募 41,379,510 100.00%

計（A） 52,670,989 計（F） 0 競争性のない随意契約 0 0.00%

0 計 41,379,510 100.00%

事業費 3,172,411 0

管理費 4,364,786 0

その他の費用 42,398,026 0

計（B） 49,935,223

（取引の関連図） 2,735,766

（業務外注） 13,174,397

情報・研修館 ⇒ 関連公益法人等 15,910,163 正味財産期末残高（K）=（E）+（J） 15,910,163

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 103,502,524 当期収入合計額 55,343,316

負債の額 21,944,171 当期支出合計額 56,168,181

（業務の概要） 正味財産の額 81,558,353 当期収支差額 -824,865

法人に対する債権債務の明細 事業収入 55,343,316

受取補助金等 700,000 受取補助金等 0 未収金 0 47,332,974 85.53%

三輪　寛 事業収益 47,334,144 その他の収益 0 未払金 23,883,611 競争契約 0 0.00%

その他の収益 7,309,172 企画競争・公募 47,332,974 100.00%

計（A） 55,343,316 計（F） 0 競争性のない随意契約 0 0.00%

0 計 47,332,974 100.00%

事業費 54,247,128 0

管理費 1,921,053 92,027,000

その他の費用 0 92,027,000

計（B） 56,168,181

（取引の関連図） -824,865

（業務外注） -9,643,782

情報・研修館 ⇒ 関連公益法人等 -10,468,647 正味財産期末残高（K）=（E）+（J） 81,558,353

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 28,544,518 当期収入合計額 40,220,199

負債の額 3,817,728 当期支出合計額 37,177,102

（業務の概要） 正味財産の額 24,726,790 当期収支差額 3,043,097

法人に対する債権債務の明細 事業収入 36,987,444

受取補助金等 3,950,000 受取補助金等 0 未収金 0 30,100,465 81.38%

安井　伸二 事業収益 30,616,112 その他の収益 0 未払金 15,188,308 競争契約 0 0.00%

その他の収益 2,421,332 企画競争・公募 30,100,465 100.00%

計（A） 36,987,444 計（F） 0 競争性のない随意契約 0 0.00%

651,193 計 30,100,465 100.00%

事業費 30,793,002 -651,193

管理費 1,555,083 1,352,344

その他の費用 0 701,151

計（B） 32,348,085

（取引の関連図） 4,639,359

（業務外注） 19,386,280

情報・研修館 ⇒ 関連公益法人等 24,025,639 正味財産期末残高（K）=（E）+（J） 24,726,790

　　※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。

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
てるために令和元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

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
てるために令和元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）

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
てるために令和元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)



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 24,440,469 当期収入合計額 57,805,021

負債の額 14,745,993 当期支出合計額 57,054,700

（業務の概要） 正味財産の額 9,694,476 当期収支差額 750,321

法人に対する債権債務の明細 事業収入 57,935,616

受取補助金等 55,240,892 受取補助金等 0 未収金 0 33,907,253 58.53%

該当なし 事業収益 220,000 その他の収益 100,000 未払金 17,109,164 競争契約 0 0.00%

その他の収益 2,474,724 企画競争・公募 33,907,253 100.00%

計（A） 57,935,616 計（F） 100,000 競争性のない随意契約 0 0.00%

130,595 計 33,907,253 100.00%

事業費 680,998 -30,595

管理費 684,682 211,202

その他の費用 55,789,020 180,607

計（B） 57,154,700

（取引の関連図） 780,916

（業務外注） 8,732,953

情報・研修館 ⇒ 関連公益法人等 9,513,869 正味財産期末残高（K）=（E）+（J） 9,694,476

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 52,411,700

負債の額 3,300,391

（業務の概要） 正味財産の額 49,111,309

法人に対する債権債務の明細 事業収入 44,781,364

受取補助金等 0 受取補助金等 0 未収金 0 36,161,900 80.75%

該当なし 事業収益 36,647,071 その他の収益 0 未払金 18,246,830 競争契約 0 0.00%

その他の収益 8,134,293 企画競争・公募 36,161,900 100.00%

計（A） 44,781,364 計（F） 0 競争性のない随意契約 0 0.00%

467,441 計 36,161,900 100.00%

事業費 38,289,484 -467,441

管理費 6,828,302 48,222,923

その他の費用 0 47,755,482

計（B） 45,117,786

（取引の関連図） -336,422

（業務外注） 1,692,249

情報・研修館 ⇒ 関連公益法人等 1,355,827 正味財産期末残高（K）=（E）+（J） 49,111,309

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 39,217,237 当期収入合計額 48,869,512

負債の額 5,158,534 当期支出合計額 44,725,533

（業務の概要） 正味財産の額 34,058,703 当期収支差額 4,143,979

法人に対する債権債務の明細 事業収入 48,809,512

受取補助金等 44,367,661 受取補助金等 0 未収金 0 37,183,348 76.18%

今西　隆男 事業収益 1,028,000 その他の収益 0 未払金 18,762,240 競争契約 0 0.00%

その他の収益 3,413,851 企画競争・公募 37,183,348 100.00%

計（A） 48,809,512 計（F） 0 競争性のない随意契約 0 0.00%

0 計 37,183,348 100.00%

事業費 2,263,822 0

管理費 4,389,363 0

その他の費用 38,072,348 0

計（B） 44,725,533

（取引の関連図） 4,083,979

（業務外注） 29,974,724

情報・研修館 ⇒ 関連公益法人等 34,058,703 正味財産期末残高（K）=（E）+（J） 34,058,703

※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（C）=(A)-(B)

一般正味財産期首残高（D)

費用 費用等（G）

当期増減額(H）=（F）-（G）

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
てるために令和元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。

　　※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

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
てるために令和元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

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)

（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
てるために令和元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

　　※各計数は、消費税を税込方式により表示しています。



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 38,211,190 当期収入合計額 71,749,912

負債の額 1,270,371 当期支出合計額 75,893,312

（業務の概要） 正味財産の額 36,940,819 当期収支差額 -4,143,400

法人に対する債権債務の明細 事業収入 75,893,312

受取補助金等 5,950,000 受取補助金等 500,000 未収金 0 64,553,004 85.06%

今村　宇通 事業収益 65,799,912 その他の収益 0 未払金 32,572,617 競争契約 0 0.00%

その他の収益 4,143,400 企画競争・公募 64,553,004 100.00%

計（A） 75,893,312 計（F） 500,000 競争性のない随意契約 0 0.00%

4,643,400 計 64,553,004 100.00%

事業費 69,429,286 -4,143,400

管理費 6,464,026 41,084,219

その他の費用 0 36,940,819

計（B） 75,893,312

（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） 36,940,819

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 50,063,781

負債の額 5,973,730

（業務の概要） 正味財産の額 44,090,051

法人に対する債権債務の明細 事業収入 67,433,480

受取補助金等 16,980,779 受取補助金等 0 未収金 0 27,553,296 40.86%

該当なし 事業収益 34,303,296 その他の収益 0 未払金 13,779,876 競争契約 0 0.00%

その他の収益 16,149,405 企画競争・公募 27,553,296 100.00%

計（A） 67,433,480 計（F） 0 競争性のない随意契約 0 0.00%

0 計 27,553,296 100.00%

事業費 46,079,204 0

管理費 18,599,062 0

その他の費用 81,000 0

計（B） 64,759,266

（取引の関連図） 2,674,214

（業務外注） 41,415,837

情報・研修館 ⇒ 関連公益法人等 44,090,051 正味財産期末残高（K）=（E）+（J） 44,090,051

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 33,922,876

負債の額 20,739,250

（業務の概要） 正味財産の額 13,183,626

法人に対する債権債務の明細 事業収入 51,453,980

受取補助金等 200,000 受取補助金等 0 未収金 0 39,654,010 77.07%

該当なし 事業収益 39,654,010 その他の収益 0 未払金 19,908,215 競争契約 0 0.00%

その他の収益 11,599,970 企画競争・公募 39,654,010 100.00%

計（A） 51,453,980 計（F） 0 競争性のない随意契約 0 0.00%

0 計 39,654,010 100.00%

事業費 25,245,765 0

管理費 26,785,143 0

その他の費用 2 0

計（B） 52,030,910

-576,930

（取引の関連図） 13,760,556

（業務外注） 13,183,626 正味財産期末残高（K）=（E）+（J） 13,183,626

情報・研修館 ⇒ 関連公益法人等

※「法人に対する債権債務の明細」及び「うち情報・研修館からの発注高」を除き、仮決算数字を用いて表示しています。

※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。

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
てるために令和元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
てるために令和元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)

当期増減額（C）=(A)-(B)

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

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。

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
てるために令和元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


