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措置の内容を公表する｡

監査箇所名

監査項目

平成20年３月28日

商工政策課

青森県信用
保証協会補
助金

同

同

同

青森県監査委員

監査結果
[期中管理の強化]
期中管理について新しい取組
み体制が滞りなく実施されてい
た｡ また､ ｢延滞先企業等管理
票｣ による管理状況の文書化も
適切に行われていた｡ ただし､

林
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広

男
世
悦
之保留

平成18年11月21
日､ 青森市内の保
証先企業の巡回・
実地調査を行った｡

措置の内容

森

賀

があったので､ 地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第252条の38第6項の規定により､

平成18年度の包括外部監査の結果に基づき､ 青森県知事から措置を講じた旨の通知
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(毎週月･水･金曜日発行)
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青森県商工
会議所連合
会補助金

[補助金の検査確認について]
交付要綱には実施報告書の提
出を求めるのみで事後検査に関
する記載がないため､ 補助金の
検査確認が行われていない｡ 補
助金が交付目的に従って適切に
使われたことを確認するために
は､ 実施報告書の検討のみでは
不十分であり原始証憑との突合
せも必要である｡

青森市内の巡回・実地調査は支
所よりも後回しになっており､
これを早急に行う必要がある｡

小規模事業
経営支援事
業費補助金

大都市対策特別
[事業費補助金の効果について]
大都市対策特別普及振興事業 普及振興事業費に
費､ ポスター及びパンフレット ついては､ 平成19
の作成 (小規模事業施策普及費) 年度から廃止して
の補助についてはその効果が曖 いる｡
また､ ポスター
昧である｡ 広報や広告宣伝の効
及びパンフレット
果を測定することは難しいが､
補助金を交付する以上､ 具体的 作成に係る補助に
な成果や結果を把握し､ 補助事 ついては､ 小規模
業を継続するか廃止するかを意 事業者に対するＰ
Ｒや非会員の勧誘
思決定する必要がある｡
といった活動の上
で､ とりわけパン
フレットは必要不
可欠であると考え
る｡ 平成19年度は､
本事業費を前年度
比約85％に減額す
るとともに､ 今後
は具体的成果の把
握検証を行ってい
く｡

補助金の検査確
認については､ 完
了報告により行っ
てきたところであ
るが､ 元帳や伝票
等との突合せを行
い､ 検査確認を行っ
ていく｡

青森県商工
会連合会活
動運営費補
助金

補助金の検査確
認については､ こ
れまで完了報告書
による書面検査を
行ってきたところ
であるが､ 今後は
元帳や伝票等との
突合を行い､ 検査
確認を実施してい
く｡

[補助金の検査確認について]
交付要綱には実施報告書の提
出を求めるのみで事後検査に関
する記載がない｡ その結果現地
調査が行われていない｡ 補助金
が適切に使われたかどうかは実
施報告書の検討のみでは不十分
であり原始証憑との突合せも必
要である｡
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青森県特別
保証融資制
度貸付金

青森県中小
企業団体中
央会貸付金

全国信用協
同組合連合
会貸付金

[預託金額の算定について]
融資倍率の算定が預託金額を
決定する関係になっていること
から､ 融資倍率の計算が正しく
行われていることを確認した結
果､ 不一致のものがあった｡
融資倍率算定の算式が要綱上
定められていることから､ 今後
の融資倍率の算定事務において
は十分注意するべきである｡

[貸付状況についての報告書の
記載内容について]
青森県中小企業等協同組合合
理化資金特別融資制度要領の規
定で翌月20日までに県に報告す
ることとされている商工中金か
らの ｢貸付状況の報告について｣
を査閲したところ､ 日付が記載
されておらず､ また､ 収受印も
ないため､ 実施要領どおりに20
日までに報告されているか不明
であった｡ 中央会に日付の記載
を指導するとともに､ 県も受領
時に収受印を押すことが望まし
い｡

[貸付状況報告書の記載内容に
ついて]
県信用組合は所定の様式で四
半期ごとに貸付状況を県に報告
しなければならないが､ この報
告書を閲覧した結果､ 第３四半
期までの合計が誤った数字になっ
ていた｡ ただ文書を受領すれば
よいということではなく､ 文書
内容を確認し､ 誤っていた場合
には指摘し､ 訂正後の正しい報
告書を受領すべきである｡

委託業務の検査
確認については､
これまで完了報告
書による書面検査
を行ってきたとこ
ろであるが､ 今後
このような事業報
告があった場合は､

融資倍率の算定
式に必要な数値を
あてはめることで
自動的に算出され
るように改め､ 各
資金及び融資対象
要件毎に個別に融
資倍率のチェック
を行った｡

中小企業団体中
央会に対し､ 日付
の記載を指導する
とともに､ 受領時
に収受印を押すよ
う改めた｡

貸付状況報告に
おいて､ 所要の項
目を前回の報告書
とも突合するなど
して書類を確実に
確認するよう改め
た｡

雇用創出緊
急創業支援
業務委託費

[委託業務の検査について]
委託契約書では委託業務を完
了後､ 事業完了報告書の作成・
提出を求めており､ これに基づ
き検査が行われることになって
いる｡ 委託業務経費が適切に使
われたかどうかは事業完了報告
書の検討のみならず実績報告書

企業組合設
立推進支援
業務委託費

[委託業務の検査について]
委託業務経費が適正に使われ
たことを確認するためには､ 委
託業務実績報告書等の検討のみ
ならず実績報告書と帳簿との突
合は最低限必要であるし､ 計画
と実績と比較して異常な増減項
目については一部領収書等の原
始証憑との突合せも必要である
と考えるが､ 中央会に対する業
務検査ではこの委託業務に関す
る原始証憑との突合せまでを実
施している事は事後的に確認で
きなかった｡ 検査時に一部原始
証憑との突合せを行い､ 委託業
務経費が適正に使われた事を検
査する必要がある｡

[事業の効果的な実施方法等に
ついて]
当該創業支援講座 (初心者向
け) に人が集まらなかったのは､
既に県内５商工会議所が同じ県
の補助事業である ｢小規模事業
経営支援事業費補助金｣ のむら
おこし事業費によって､ ほぼ同
一内容･講師による同一の創業・
経営改革講座 (玄人向け) が開
催されていたことも一因と考え
られる｡ 業務委託を行う際は､
既に同趣旨の事業 (補助事業等
も含む) が県あるいは他の経済
団体において実施されていない
か､ また行政目的を達成するの
に最も効果的・効率的な方法・
内容であるかについて予め十分
検討する必要があるものと考え
る｡

と帳簿との突合は最低限必要で
あるし､ 計画と実績と比較して
異常な増減項目については一部
領収書等の原始証憑との突合せ
も必要であると考える｡ 関連資
料を調べたところ､ そのような
証跡は残されていなかった｡ 従っ
て､ 今後は､ このような事後検
査を適切に行う必要がある｡

平成18年度の業
務委託検査時に､
経費精算書と領収
書等の原始証憑と
の突合を行った｡

本事業は既に終
了しているところ
であるが､ 今後は
事業の内容を勘案
するとともに､ よ
り効率的な事業の
実施方法について
検討していく｡

元帳や伝票等との
突合を行い､ 検査
確認を実施してい
く｡
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工業振興課
青森県地域
産業技術開
発研究費補
助金

青森中核工
業団地企業
立地促進対
策費補助金

[利息の運用に関する取決めに
ついて]
土地開発公社に対する補助金
600百万円は､ 平成18年10月現
在､ 土地開発公社が500百万円

[補助事業の継続的フォローに
ついて]
このような研究開発費補助金
は一般に､ 企業化により生じた
一定額以上の利益については､
補助金相当額を返還する義務を
負っている｡
補助金交付要綱第６条には､
補助事業者は平成18年度から５
年間､ 過去１年間の企業化状況
について企業化状況報告書を知
事に提出しなければならないと
されている｡ 当該補助事業は平
成17年度で終了したとのことで
あるが､ 事業終了後も継続的な
フォローアップや報告､ 検査確
認などの手続が十分行われる必
要がある｡

平成19年度青森
中核工業団地企業
立地促進対策費補
助金の交付要綱に
おいて､ 引当金

補助金交付要綱
第６条にもとづく
企業化状況報告書
は､ 平成17年度の
補助企業者にかか
わらず､ それ以前
の年度に対象となっ
た事業者について
も､ 毎年４月15日
までに提出を受け､
それを取りまとめ
て､ 国に報告して
いる (平成18年度
分については､ 平
成19年４月27日提
出済み) ｡
また､ 企業化状
況報告の他､ 国か
らの依頼により､
補助対象事業年度
の翌年から５年間
の間は､ 企業化実
績等について回答
するため､ 毎年対
象企業に接触し状
況を把握している｡
これら対象企業の
中には当該補助事
業を足がかりに､
ステップアップす
る企業 (平成19年
度ものづくり300
社で選定されたニッ
コーム､ 新連携事
業に選定された㈱
興和等) があり､
納付額を期待した
いが､ 収益が経費
を下回っており､
納付額が発生して
いないのが現状で
ある｡

テレマーケ
ティング関
連産業立地
促進費補助
金

[引当金取崩額の使途について]
補助金要綱上は､ 引当金は以
下の経費に充てるものとされて
いる｡
 工場用地の譲渡に伴って生じ

る当該工場用地に係る公社の
取得原価と譲渡額の公社の持
分割合に応じた額の差額
 工場用地の譲渡に必要な区画

の再分割に係る工事費等
県が1,002百万円という将来
の財政負担にこれらを含めてい
るのに対して､ 公社で同額の引
当金計上の根拠としているのは
 で示した価格補填相当額のみ

である｡
この点については､ 県と土地
開発公社とで本来一致すべき認
識が異なっていることとなる｡

県は､ 土地開発公社に対して
も含めた形で経費の見積りを作
成し､ それに基づいて引当を計
上するよう指導することが必要
である｡

平成19年度より
本制度の雇用奨励
費補助について制
度を拡充､ これま
で青森中核工業団
地に立地する場合
に限定していた対
象範囲を全県適用
とし､ より利用し
やすい制度に改善
したところである｡
また､ 本制度の
内容についてパン
フレット､ ホーム
ページ､ 業界誌等

引当金について
 の価格補填
は､ 
 の区
相当額及び
画の再分割に係る
工事費等の経費に
充てることで､ 県
と土地開発公社で
認識の統一を図る
こととし､ 平成19
年度においては､
補助金の交付申請
に当たって経費の
見積りを適切に行
うよう指導する｡

を定期預金に､ 約100百万円を (預金) から生ず
普通預金に預け入れて運用して る利息は､ 当引当
いる｡ しかし､ これらの預金に 金に積み立てる旨
係る利息に対する取扱について を記載した｡
は文書の形では残っておらず確
認できない｡ 今後は補助要綱に
も当該預金の利息をどう扱うか
明記すべきである｡

[誘致施策のＰＲ方法について]
県は､ 制度の利用件数につい
ては､ 想定よりは若干少ないと
認識している｡ その原因として､
県の企業立地雇用奨励助成金制
度は､ 金矢工業団地と中核工業
団地に立地する企業に限定して
いるなど､ 補助金の交付要件が､
全国の他の自治体の支援制度と
の比較でみると､ 多少見劣りす
る面があると説明を受けた｡ ま
た､ 平成17年度においては､ 通
信費補助である本制度と人件費
補助である雇用奨励助成制度を
重複して利用することができな
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むつ小川原
工業基地企
業立地促進
費補助金

[操業開始期限延長申請企業に
ついて]
用地取得に対して補助金の交
 用地取得
付を受けたものの､ 
後､ 原則として３年以内に創業
 操業
等が見込まれるもの及び
開始後､ １年以内に雇用創出効
果が５人以上見込まれるものの
要件が満たせずに延長申請を続
けている企業が数件ある｡
延長申請の理由は､ ほとんど
が再処理施設の竣工時期・本格
操業時期の遅延等のため当初予
定していた業務量を確保できな
いためとなっているが､ 他の複
数の企業が同じ条件であるにも
かかわらず交付要件を達成して
いることを考えれば､ このよう
な理由は一概に妥当であるとは
言い切れないのではないかと思
われる｡
今後は､ 延長申請が適正なも
のであることを明らかにするた
めの根拠資料として､ 事業計画・
雇用計画等を入手し書類保存す
べきである｡
また､ 延長申請後のフォロー
アップ時期は､ 延長申請期限近
くとなってから行っているが､
延長申請期限は２〜３年ほどの
期間があるものがあり､ 少なく
とも１年に１回は事業計画・雇
用計画の進捗状況等の把握をし､
計画の妥当性の検証を行う必要
がある｡

いことも理由に挙げられる｡ よ
り有効な施策とするためには､
制度を利用しやすいものにする
ことに加えて､ 本制度の利用企
業の業種はある程度特定される
と思われることから､ これまで
以上に対象事業者の範囲を広げ､
ＰＲのツールについても市町村
や関係団体とのタイアップやコ
ラボレーションの方法により､
積極的に働きかけるよう期待し
たい｡
操業等延長につ
いては､ 直近では
平成19年２月に､
事業計画・雇用計
画等により進捗状
況を把握した上で
承認しており､ 今
後も引き続き事業
計画・雇用計画等
の具体的な根拠の
提出を求め､ 適切
に対処していく｡

へ掲載することに
より､ 積極的に施
策のＰＲに努めて
いるところである｡

社団法人青
森県工業会
運営費補助
金

[工業会への県職員の派遣につ
いて]
工業会に対する工業会運営費
補助金については平成18年度に
終了し､ 平成19年度以降は､ 県
派遣職員を引揚げ､ 県職員の人
件費補助金はなくなる見込みで
ある｡ 昨今の公社等の自主的・
自立的運営が期待されている中
で､ 派遣ポストが固定化され､
県が実質的に主体となって法人
運営を行い続けてきたことには
疑問を呈するものである｡ 県の
支援は､ 必要性や目的を明確に
した上で必要最小限にとどめる
必要があろう｡ 今後は､ 県は本
法人の事業の公共性・公益性を
十分検討し､ 県との人的関係を
見直した上で､ 効果的・効率的
な支援の方法について協議する
ことが望まれる｡

産業振興､ 雇用
拡大に即効性のあ
る企業誘致を促進
するためには､
｢税制面での優遇｣､
｢補助金制度｣ ､
｢低利融資制度｣

平成18年度で県
職員の派遣を終了
している｡ 以降､
県の工業会に対す
る支援のあり方に
ついて検討を行っ
ている｡

現地企業調査に
[操業開始期限延長申請企業に
ついては､ ほぼ同
ついて]
現地企業調査については､ 交 一のスキームによ
付要件達成後１年以上の期間を り補助事業者に補
あけて実施しているものもあり､ 助金を交付してい
現地調査の実施時期が統一され る経済産業省及び
ていない｡ 交付要綱上の記載は 財団法人電源地域
なく､ 操業後企業が落ち着いて 振興センターと軌
からとのことが理由だが､ 業務 を一にして､ 交付
の遅延及び恣意性の排除のため 要件達成後速やか
に現地企業調査の実施時期につ に実施することと
いてルール作りが必要であると した｡ (平成19年
に要件を達成した
思われる｡
企業３件について
は､ １月､ ７月及
び８月に現地調査
を実施したところ
である｡ )

青森県企業
立地促進資
金貸付金

[制度利用の低迷について]
平成13年度から平成17年度ま
で､ 新規の貸付預託は件数､ 金
額ともゼロである｡ この間の経
済環境や県誘致企業の実績の少
なさを考えると､ やむを得ない
と感じる部分もあるが､ 実績的
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青森県企業

平成19年度実施

には優遇制度の未利用状況が継 の優遇措置は不可
続している｡ 現在の景気判断は､ 欠であると認識し
都市部のみならず景気回復基調 ている｡ これまで
が地方に波及しつつあり､ 企業 も税制面において
は新たな設備投資意欲を持ちな も過疎地域や農村
がら経営戦略実現のための用地 地域工業等導入地
取得を選別している状況にある｡ 区などの指定地域
公共投資に頼ってきた県経済の において事業税な
構造改革のためには､ 製造業を ど県税の減免措置
中心とした県外企業を県に引き を講じており､ さ
付ける必要がある｡ そのために らに県と同調して
は､ ｢税制面での優遇｣､ ｢補助 市町村においても
金制度｣､ ｢低利融資制度｣ の三 固定資産税の減免
位一体の優遇措置を総合的にラ 措置を講じている｡
また､ 補助制度
インアップし､ 県の有する勤勉
な人財､ 安価な労働力などを企 においても､ 企業
業に対して大いにアピールして の立地ニーズや県
の施策に連動して
いくことが望まれる｡
業種の拡大などの
措置を講じてきて
おり､ さらに市町
村においても補助
制度を新設・拡大
するなど企業の受
け入れ体制を充実
してきている｡
併せて､ 低利融
資制度についても､
県の施策と連動し
て業種の拡大を図っ
ている｡
これら施策と相
まって､ 県の有す
る勤勉で実直な人
材､ 労働力の豊富
さを県外で行う産
業立地セミナーな
どを通じて､ 県外
の企業にアピール
するなど､ 様々な
手法を組み合わせ
ながらこれまでに
も増して企業誘致
に力を入れて取り
組むこととしてい
る｡
[業者選定の適切性及び透明性

経営支援課

立地ガイド
改訂版作成
業務委託費

青森県商店
街振興組合
連合会補助
金

[研修会・交流会の報告書につ
いて]
平成17年度の事業経費の内訳
を見ると旅費の多さがわかる｡
これだけの旅費を費やして参加
者が何を見､ 聞き､ 学び､ 習得
し､ 理解し､ どのような新しい
発想をもたらしたか､ それはど
のように顧客に受入れられ､ そ
れによって個店や商店街の活性
化がどのように図られ､ もって
県経済の活性化につながるもの
であったか､ という視点に立っ

[著作権の明確化について]
写真の著作権については写真
撮影者との間に著作権譲渡契約
があるかどうかによって判断さ
れ､ 広告代理店が直接著作権を
有していないケースもある｡ 明
確な著作権譲渡契約がない場合
には､ 写真等を転載する場合に
は撮影者等の承諾を得る必要が
ある｡ 当該委託契約のケースに
ついては､ 個々の写真について
著作権が誰にあるのかは確認で
きなかったが､ 写真を他に掲載
するケースも少なからず想定さ
れるものであり､ 後日の紛争を
避けるためにも著作権譲渡契約
を明確にしておく必要があると
考えられる｡

について]
随意契約の理由にある ｢前回
の版権を所有している業者が本
業務を行うことが版権制作料等､
最も安価に制作できるものであ
る｣ ことの妥当性を客観的に立
証するためにも､ 他者に対して
見積書を徴することは必要であっ
たと思われる｡
パンフレットは企業誘致を推
進する重要なツールであり､ 価
格だけではなく他県との優位性
を効果的に示すなど企画内容に
優れたものを評価して業者選定
を行う ｢総合評価入札｣ の導入
が望まれる｡

平成19年度事業
からは､ 青森県商
店街振興組合連合
会が､ 研修会等の
参加者に対するア
ンケート調査や､
交流会の参加者か
らのレポート提出
を実施し､ その内
容及び課題への対
応策を取りまとめ
て県に報告するよ
う青森県商店街振

平成19年度の青
森県企業立地ガイ
ド作成業務委託契
約に当たっては､
契約書に､ ｢受託
業者は､ 県に対し
て､ 納入物件が第
三者の著作権を侵
害していないこと
を保証する｣ 等の
条文を明記した｡

分の青森県企業立
地ガイド作成業務
委託については､
委託業者の選定に
当たり､ 複数 (６
社) の企画案の中
から最も優秀であ
ると認められる業
者を選定する ｢コ
ンペ形式｣ を採用
したところである
が､ 今後は選定方
式として総合評価
入札方式も選択肢
に入れることとす
る｡
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財団法人21
あおもり産
業総合支援
センター補
助金

て､ 県は連合会の行う指導事業
の効果や有効性を測定・認識す
る必要があると考える｡
事業の効果や成果は一朝一夕
に実現するとは考えられないが､
事業実施後の効果を測定する際
には検証可能な書類が必要であ
るため､ 例えば出席者にその研
修会や交流会の参加報告書を作
成させたり､ その後の事業活動
に役立った情報や知識､ 技術に
ついて追跡調査を行い､ 事業の
検証可能性を確保することが望
ましいと考える｡
[会計区分の簡素化・統合化]
当該補助金は非常に幅広い事
業を対象にしたものであり､ 交
付先のセンターでは､ ５つの会
計区分に分けてこれらの収支を
管理している｡ その結果､ セン
ターにおける実施面・収支面の
全般的な管理と個別管理が複雑
となり､ 極めて煩雑な事務処理
になっていることから､ 県が実
施する検査確認業務も非常に手
のかかる状況にある｡ 平成18年
度から国の財源が一般財源化さ
れたこともあり､ このような複
雑な管理状況を改善するため､
センターにおいてはもう少し簡
素化して経理できるよう､ 事業
会計区分の統合・一元化を提案
する｡

興組合指導事業実
施要領を新たに定
め､ 事業実施効果
について検証する
こととした｡

センターにおい
て､ 平成19年度か
ら､ 当該補助金に
係る事業会計を１
会計に統合した｡

平成19年度から､
[補助金交付事業の統合化]
平成17年度にセンターが行っ センターに対する
た取引推進事業に対する県補助 補助金を１本に統
金は70,840千円である｡ この内 合した｡
訳は本事業による57,974千円と
｢青森県中小企業経営資源強化
対策費補助金｣ による12,866千
円からなっている｡ 後者は平成
16年度まで国の補助金であった
ものを平成17年度から県が引き
継いだものであるため､ 平成17
年度以降は両者とも県の一般財
源からの補助金となった｡ この
ことから､ 両者を分ける特別な

新産業創造
課

｢科学する
心｣ 応援隊
創造的活動
支援事業等
開催負担金

[収支決算の明瞭性について]
本事業に関連しては､ 実施主
体の実行委員会の構成員に県も
入っているため､ ｢補助金｣ で
はなく ｢負担金｣ と称し､ 処理
している｡ 県の担当者が事務局
となり､ 所定の文書等を作成し
ている｡ その中の収支決算に関
連し､ 支出の部は大きく事業費
と事務局費に分かれ､ 前者は､
さらに会場費､ 直接運営費､ 広
報・印刷費に分かれている｡ こ
の数字の元資料として日付順に
支出が記載された経理簿がある｡
この支出が費目ごとに正確に集
計されていることを確認したと
ころ､ その正確性に関する心証
を形成することができなかった｡
数字を作成した担当者も確認に
時間を要した｡ 支出を整理する
書類を作成する際には､ その支
出科目が決算報告書上､ どの費
目に集計されるのかを意識して､
費目を示す欄を設けるなど､ 経
理事務を改善する必要がある｡
収支決算報告書の作成に際し
ては､ 真実性と正確性を確保す
ることは当然として､ 第三者の
検証可能性を確保することが求
められる｡

当該事業は､ 17
年度で終了してお
り､ 18年度からは､
補助事業として実
施している｡
平成19年度事業
を実施するにあたっ
ては､ 意見を踏ま
え､ ホームページ
への掲載はもちろ
んのこと､ 募集期
間に余裕を持たせ､
健康福祉部等との

平成19年度は､
｢地域ＩＣＴ未来
フェスタ2007inあ
おもり｣ との合同
開催となったこと
から､ 実施主体は
地域ＩＣＴ未来フ
ェスタ2007inあお
もり実行委員会へ
変更されたところ
である｡
当該実行委員会
における経理事務
においては､ 実行
委員会設立当初か
ら費目管理が行わ
れているものであ
る｡ (同委員会設
立 平成18年10月
16日)

理由はないと思われ､ 事務作業
効率化と歳出項目の明確化の観
点から２つの補助金は統合すべ
きである｡

健康増進サ
ービス産業
創出育成事
業委託費

[事業実施の効果および報告書
の活用状況について]
平成18年３月に開催された健
康増進サービス産業創出育成事
業パイロット事業成果報告発表
会は35人の参加であったこと､
平成18年度の新規公募では応募
事業者が集まらず追加募集を行っ
たこと等から､ 全般的に事業の
ＰＲ不足なのではないかと感じ
られた｡ 今後は､ ホームページ
で報告書が紹介される予定であ
り､ これまで以上に県の健康福
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研究開発シ
ーズ熟成事
業委託費

[実績報告の内容について]
報告書には､ 研究終了後の構
想､ 例えば､ 試作品等の開発や
技術及び製品開発を目指した共
同研究への移行､ 企業化へのプ
ロセスなどの記載を求めている
が､ Ｂ大学の報告の内容は､ あ
まりに抽象的なものであり､ そ
の他の研究者の報告書も実用化
へのプロセスが見えないもので
あった｡ 基礎研究とはいえ､ 県
の新たな技術や産業創出を目的
にした事業であり､ 将来の実用
化・商品化を目指すことが前提
であることから､ より詳細な記
載を求めるべきである｡
現在は地域中小
企業を対象とする
研究開発助成事業
をセンターに一元
化するなど､ 県と
センターとの事業
内容の整理等を行
い新たな事業体系
のもとに実施して
いるところである
が､ 今後もより効
率的かつ効果的な
施策を実施すべく
連携していく｡

今後報告書の提
出を受ける際には､
事前に報告内容に
ついての協議をも
ち､ 必要に応じて､
より詳細な内容を
求めることなどに
より適切な報告内
容とする｡

祉部等とも連携してＰＲ不足解 連携も密にし､ 事
消に向けた取組を実施し､ 健康 業のＰＲを行った｡
サービス産業の社会的認知度アッ
プを図っていくことが期待され
る｡

熟成シーズ
活用産学官
共同研究事
業委託費

[県とセンターとの連携の必要
性]
本事業は､ 研究開発シーズ熟
成事業と同様､ 産学官が連携し
て､ 新技術・新産業を創出し育
成することを目的にした事業と
して位置づけられるが､ これに
類似した事業がセンターにおい
て ｢技術振興支援事業｣ として
行われている｡ 例えば､ ｢研究
開発構築事業｣ は､ ｢シーズ熟
成事業｣ より前段階の研究シー
ズ発掘を目的としているし､
｢広域的新事業支援ネットワー
ク拠点重点強化事業｣ は､ ｢熟
成シーズ事業｣ の後段階におい
て､ 事業化を推進していくこと
を目的としている｡ ｢研究開発
委託事業｣ や ｢地域技術開発助
成事業｣ の目的は､ ｢シーズ熟
成事業｣ や ｢熟成シーズ事業｣
の目的とほぼ同じである｡
これらの事業は､ 基礎研究か
ら事業化までを一貫して遂行し
ていくほうが効率的かつ経済的
に進められると考えられること

海外産業経
済交流推進
チーム

21あおも
り産業総合
支援センタ
ー

から､ 事業経過や事業成果､ 情
報等の一元管理の観点､ 利用者
側のわかりやすさの観点からも､
県とセンターがそれぞれ別の事
業として行うより､ どちらかで
一括一貫して実施したほうが望
ましいと考える｡

[プロパー職員の県への無償派
遣]
センターは､ プロパー職員を
研修目的で､ 研修派遣協定書に
基づき､ 平成14年度から県商工
労働部に無償派遣をしているが､
これらの職員の人件費は､ セン
ターの負担になっている｡
センターが県に職員を無償派
遣するという形の研修制度は､
センターの経済的負担とメリッ
トを考慮して限定的な範囲で運
用することが望ましいと考えら
れる｡

[成果物の帰属について]
県は成果物の扱いについて契
約書上明確にするとともに､ 県
の事業としての平成18年度以降
の青森・大連ビジネスモデル推
進事業の展開に支障が生じない
よう法律上の手当てを適正に行
う必要がある｡

県では､ 前年度
の事業実績を踏ま

県の中小企業支
援業務等を研修し､
今後のセンター業
務に活かすという
一定の目的を達成
したことから､ 平
成18年度をもって
県への派遣を取り
止めた｡

青森・大連ビジ
ネス資源等調査・
研究事業業務委託
で作成された成果
物の著作権につい
ては､ 平成19年７
月６日付けの覚書
において､ 受託者
(青森中央学院大
学地域マネジメン
ト研究所) から委
託者 (県) への譲
渡を行った｡

平成18年度の委
[委託事業終了後の実績報告に
託関係事業につい
ついて]
ては､ 各完了報告
委託事業を完了したときは､
県はその事業の成果を適切に評 書に記載された費
価するとともに､ 実際にかかっ 用等について､ 見
た費用等を確認する必要がある｡ 積書､ 請求書及び
領収書等の証拠書
類により確認を行っ
た｡

管理運営事
業会計

[制度の効果の把握とセンター
の役割]

大連ビジネ
スサポート
センター運
営事業業務
委託費､ 青
森・大連ビ
ジネス資源
等調査・研
究事業業務
委託費､ 大
連ビジネス
商談会・展
示会企画運
営業務委託
費

設備貸与事
業会計
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[設備貸与事業の低利用につい
て]
設備貸与と機械類貸与 (県単)
は､ 利用者にとって区別はない｡
しかし､ センターでは､ 機械類
貸与のほうが調達利率が有利と
して､ 機械類貸与の枠のほうを
優先的に利用している｡ 県全体
(県とセンターと一体として)
で見た場合は､ 必ずしも機械類
貸与のほうが有利とは限らない｡
県の調達利率が1.7666％より低
ければ機械類貸与のほうが全体
として有利といえるが､ それ以
上の場合は設備貸与事業のほう
が利率面では有利といえる｡
しかし､ 利率の有利不利を論
ずるまでもなく､ このような高
度に政策的な金融制度は､ 県経
済に果たす役割とその効果を常

本制度は､ 中小企業振興とい
う県の政策目的を達成するため
の一つの手段であり､ その意義
は現在でも失われていないと思
われる｡ しかし､ これまで中小
企業振興という政策目的に､ 本
制度がどの程度貢献してきたか
については､ 県及びセンターい
ずれにおいても殆ど評価されて
こなかった｡
県及びセンターは､ 制度の趣
旨に立ち戻り､ 本来の目的に照
らして必要な案件を積極的に開
拓するとともにそれらに貸付を
絞り込み､ 成果を上げる努力が
必要である｡ またそれらの効果
を適切に把握しフィードバック
する必要がある｡

平成18年度は､
制度要件の緩和等
を実施したことに
より､ 設備貸与事
業は予算額700百
万円に対し実績622
百万円 (前年度76
百万円) ､ 機械類
貸与事業は予算額
400百万円に対し
395百万円 (同242
百万円) とほぼ予
算額に近い実績と
なったことから､
設備貸与事業の低
利用は解消された｡
また､ ｢設備貸
与事業｣ が国・県
の施策であるのに
対し､ ｢機械類貸

え､ ①事業の目標
達成状況､ ②事業
の効率性､ ③事業
の必要性､ ④成果
と課題､ ⑤施策評
価を踏まえた事業
の方向性について､
毎年度､ 事業評価
をしている｡
また､ センター
では､ ①設備利用
状況報告書 (毎年
度) ､ ② ｢事後訪
問｣ ､ ③ ｢貸与制
度顧客アンケート
調査｣ (平成18年
１月) により､ 貸
与制度利用者から､
設置効果等の確認
や意見聴取を行っ
ている｡ この結果
を受けて､ 平成18
年度から制度要件
の緩和等を実施
(フィードバック)
し､ 利用拡大を図
った｡

に検討することにより制度を見 与事業｣ が ｢設備
貸与事業｣ を補完
直していくことも必要である｡
貸与制度全体として予算1,100 する県の単独施策
百万円に対して執行が300百万 であり､ それぞれ
円程度に留まっている現状では､ 制度要件が異なる
類似制度を一本化することも選 ことから､ 一本化
は困難である｡
択肢としてありうる｡
なお､ 今回の意
見を踏まえ､ 金利
の動向を注視する
ほか､ 県の余剰資
金を増加させない
よう､ 今後とも制
度利用の向上に努
めていく｡

申請書類の不備
[申請書類の整備状況]
平成17年度貸与案件すべてに については､ 平成
ついて申請書類を調べたところ､ 18年度末までにす
割賦契約書上､ 設備の引渡日が べて是正 (補正)
記載されていないもの､ 連帯保 した｡ さらに､ 申
証人承諾書及び個人情報承諾書 請書類の不備を防
上､ 債務者名が記載されておら 止するため､ ｢設
ず､ 債務が特定されていないな 備貸与制度に係る
業務マニュアル｣
どの書類の不備が散見された｡
また､ 審査を行う貸付案件が 中､ ｢設備貸与提
本制度何回目の利用かについて､ 出資料確認表｣ に
審査資料に記載することとなっ よるチェックのほ
ているが､ 債務者別に貸付が名 か､ ｢設備貸与引
寄せされていないために､ 正確 渡し確認表｣ を平
に記載されていない例が見られ 成19年度に改正し､
た｡ いずれも事務的な書類の不 チェック態勢を強
備であるが､ 設備投資助成審査 化した｡
また､ 審査会資
委員会で的確な投資判断を行う
ための資料であることから､ 正 料中､ ｢投資実績
(過去の利用実績)
確を期すようにすべきである｡
｣ の誤りについて､
今後同様の誤りを
防止するため､ 自
己査定のため作成
した債権査定表
(18年度末現在に
おける名寄せ後の
全債権) と債権管
理台帳により､チェッ
ク態勢を強化した｡

[事業計画について]
平成17年度の貸
助成法上の条件を充たすため､ 与申込案件につい
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設備投融資申込審査調書には､
｢今回設備投資に係る事業計画
および資金計画｣ (今期〜５年
後まで) を記載する欄がある｡
本来は､ 事業計画は申込者が策
定すべきであるが､ そのような
能力が期待できないことから､
調査員が過去の決算内容に今後
の経営見通し等を加味して､ 法
定の条件をクリアするように､
増収増益の計画を作っている｡
中には､ 事業計画が増収増益と
なっているにも拘らず､ その根
拠が一切記載されていない例も
あった｡ また､ 貸付後1年経過
時点の実績と融資時の事業計画
を対比したところ､ ３社すべて
において､ 売上高・利益双方と
も事業計画の数値を下回ってい
た｡
確かに､ 法律上の要件を充た
すことは貸付に最低限必要なこ
とであるが､ だからといって非
現実的な事業計画を設備投資助
成審査委員会に示すことは適切
ではない｡ 調査員に求められて
いるのは､ 法律要件をクリアす
る事業計画を策定することでは
なく､ クリアすることが合理的
に予想できる成長性ある企業を
見出すことと認識を改める必要
がある｡

て､ 一部事業計画
が適切でない事例
が見受けられたも
のである｡ 平成18
年４月１日以降の
貸与申込案件につ
いては､ 事業計画
を精査していると
ともに､ 設備投資
助成審査委員会に
おいて､ 事業計画
の詳細説明を行っ
ている｡
なお､ 今回の意
見を踏まえ､ 事業
計画については､
一層の精度向上に
努めていきたい｡

平成19年度から
[設備投資助成審査委員会にお
ける審議内容 (機械類貸与事業 設備投資助成審査
委員会議事録を作
と共通) ]
設備投資助成審査委員会では､ 成した｡
投資支援を行うことが適当かど
うかについての実質的な判断が
行われるが､ この委員会の議事
録は作成されていないため､ ど
のような議論がなされたかにつ
いて不明な状況となっている｡
議事録を作成し､ 委員会での議
論の過程や結論を明確に記録す
ることにより､ 委員会の位置付
けや責任を明確にする必要があ
る｡

未収債権管理表
は､ 伝票により電
算処理した結果に
基づき作成し､ ま
た､ 補助元帳は手
書きにより作成し

｢設備貸与制度
[貸与後の事後調査について]
センターでは平成16年度実施 に係る業務マニュ
貸付案件から､ 貸付後概ね１年 アル｣ に基づき､
経過時点で貸与先を訪問して状 貸与後の事後訪問
(事後調査) を実
況を把握するようになったとの
ことである｡ 平成16年度貸付先 施している｡ この
から金額が10百万円以上の相手 際､ 要訪問企業先
先を抽出してその企業ファイル の抽出から一部漏
を閲覧し､ それらに対して適切 れたものである｡
にフォローがなされているかど このため､ 名寄せ
うかを調べた結果､ 延滞先１件 後の債権残高10百
を除く７件のうち､ ３件につい 万円以上 (平成18
ては事後訪問がなされていなかっ 年３月末現在) で
た｡ 事後訪問がなされた４件の あって､ 決算書を
うち２件については､ 訪問時に 入手可能な貸与先
入手できるはずの直近の決算書 については､ 平成
が入手されていなかった｡ 少な 18年９月10日まで
くとも財務内容に問題があると に訪問し､ 直近の
思われる相手先については､ 毎 決算書を入手した｡
さらに､ 平成19
年訪問等により状況を把握する
とともに､ 決算書の入手が必要 年３月末現在で自
己査定を行うため､
と思われる｡
｢設備貸与事業・
機械類貸与事業・
設備資金貸付事業
に係る債権管理規
程｣ に基づき､ 決
算書を入手可能な
先については､ 訪
問により直近の決
算書をすべて入手
した｡
また､ 入手した
決算書は､ 当該企
業の財務内容の把
握に努めるととも
に､ 試行的に自己
査定 (債務者区分・
貸倒引当金の算定)
を行うために使用
した｡

[補助元帳の記載不備]
延滞先について､ 未収債権管
理表と手書きの補助元帳とを照
合したところ､ 手書きの補助元
帳には残高があるのに未収債権
管理表には記載のないものが見
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られた｡ この点について担当者
にヒアリングしたところ､ これ
らは全て､ 補助元帳の記載の不
備であるとのことであった｡ こ
れらについては定期的に照合を
行い､ 一致することを確認する
ことが必要である｡

ている｡ 契約解除
により損害賠償金
に振替処理した場
合､ 及び貸倒償却
処理した場合に､
補助元帳の記載不
備が発生したもの
である｡ 原因とし
ては､ 補助元帳の
管理担当者が明確
でなかったため､
伝票処理した者が
補助元帳の処理を
行わなかったため
である｡ 平成19年
度からは､ 補助元
帳の管理担当者を
明確にするととも
に､ 伝票処理と補
助元帳の処理を同
一の者が行い､ さ
らに､ 未収債権管
理表と補助元帳を
定期的 (四半期ご
と) に照合するこ
ととした｡
なお､ 指摘のあっ
た補助元帳の記載
の不備は平成18年
度末までに是正し
た｡

｢設備貸与事業・
[回収方針の明確化]
債権回収を担当しているのは 機械類貸与事業・
設備投資課長と課員２名の計３ 設備資金貸付事業
人である｡ ３人の間には明確な に係る債権管理規
業務の区分があるわけではなく､ 程｣ (平成19年３
顧客別に分担が分かれているわ 月30日) を整備し､
けでもないことから､ 業務範囲 平成18年度末にお
や責任の所在が曖昧になってい ける ｢債務者区分｣
る｡ 企業ごとや地域ごとに担当 を行ったことから､
を分担し､ 一定期間でのローテー 当 該 債 務 者 区 分
(企業ごと) に基
ションを行うことが内部統制上
づき､ 平成19年７
望ましい｡
月２日より､ 債権
管理業務に係る事
務分担を明確化し
た｡

機械類貸与
事業会計

[売却設備の債権管理]
割賦或いはリース契約を解除
して転売を行った場合の債権に
ついては､ 割賦設備勘定或いは
未収リース料と同等の債権管理
が行われる必要があるが､ 十分
な債権管理が行われていない｡
一つには､ 売却に際して売却先
の信用調査が行われていない｡
また､ 個別の債権者ごとのファ
イルは作成されておらず､ その
後の財政状態等の調査も一切行
われていない｡ 折角解約により
設備を取り戻したとしても再売
却先に対する債権が回収できな
ければ意味がないため､ これに
ついても十分な管理体制を構築
する必要がある｡

平成18年10月１
日､ 売却先ファイ
ルを整備した｡
また､ 今後の対
応として ｢設備貸
与事業・機械類貸
与事業・設備資金
貸付事業に係る債
権管理規程｣ (平
成19年３月30日)
を整備したことか
ら､ 当該規程に基
づき､ 売却設備の
管理については､
売却先の信用調査
(決算書類の提出
等) を実施すると
ともに､ 売却代金
が完済するまでは､
割賦・リース設備
と同様､ 適切な債
権管理をしていく｡

契約書類の不備
[契約書の署名について]
(同一人物による
契約書における署名は必ず本
人に記入してもらうよう徹底す 署名) については､
る必要がある｡ また､ 重要な文 平成18年度末まで
書の署名について疑義がないか にすべて是正した｡
注意しながら書類の作成・入手・ さらに､ 今後､ 同
保管を行うことは金融機関の基 様の書類不備を防
止するため､ ｢設
本的業務である｡
代表者及び連帯保証人の署名 備貸与制度に係る
する文書は全ての書類を入手し 業務マニュアル｣
た段階で､ 再度筆跡等を分析し､ 中､ ｢設備貸与引
同一人物による署名がないか確 渡し確認表｣ を平
認すべきである｡ なお､ この確 成 19年 度 に 改 正
認業務は複数の担当者により確 し､ チェック態勢
認されることが内部統制上望ま を強化した｡
具体的には､
しい｡
｢設備貸与引渡し
確認表｣ について､
｢申込書・添付書
類及び契約書類の
不備｣ に係るチェ
ック項目を追加し､
不備の内容を記載
するとともに､ 是
正した場合には､
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[割賦設備検収書の記載につい
て]
Ｃ社の割賦対象設備は､ 冷凍
車２台である｡ Ｃ社の受領を示
す割賦設備検収書の日付は平成
17年10月26日であった｡ 実際の
納入日は､ １台目の納品日が10
月12日頃で､ ２台目が10月26日
であったが､ 両方とも２台目の
納品日の日付で記録してしまっ
たということである｡ 検収書に
は事実に即して､ ２台それぞれ
の日付を記載すべきである｡
割賦 (リース)
設備受領書の日付
については､ ゴム
印に代えて受領者
が記載するよう､
平成19年７月２日
から改正し､ 徹底
している｡

複数の割賦対象
設備の納入日が異
なる場合､ それぞ
れの納入日を記載
するよう､ ｢設備
貸与制度に係る業
務マニュアル｣ を
平成19年度に改正
し､ 徹底している｡

確認印の押印及び
確認日を記載する
こととした｡ また､
｢貸与申込書・添
付資料確認表｣ も
改正し､ 不備の内
容を記載するとと
もに､ 是正した場
合には､ 確認印の
押印及び確認日を
記載することとし
た｡

[各種証憑の日付の記入につい
て]
割賦事業､ リース事業の各貸
与先の管理ファイル (通称 ｢企
業ファイル｣ ) には､ ①割賦
(リース) 設備検収書､ ②割賦
(リース) 設備引渡通知書､ ③
割賦 (リース) 設備受領書が綴
じられている｡ ③の割賦 (リー
ス) 設備受領書は､ 割賦事業の
利用者がセンターに対し､ 当該
対象設備を受領した事実を証明
する重要文書である｡
平成17年度に実施した割賦､
リースの合計14件を査閲した結
果､ １件を除いて他の全ては､
③についても①②に押されてい
るゴム印と同じゴム印で日付印
が押されていた｡ つまり､ ③の
割賦 (リース) 設備受領書の日
付は後日､ センターでゴム印を
押すという暗黙のルールの存在

[設備貸与提出資料確認表の記
載について]
センターは､ ｢設備貸与提出
資料確認表｣ を作成し､ 必要な
資料が網羅的に入手されている
か確認を行っている｡ ただ､ こ
の表の記載に関し､ 入手した資
料はただのチェックマークで記
載されている｡ 遅滞なく､ 適時
に入手されているかを事後的に
確認するためにも､ 入手した日
付を記載すべきである｡

[連帯保証人の最新の状況把握
について]
割賦､ リースいずれについて
も､ 連帯保証人の人数により利
率が異なってくる｡ つまり､ 連
帯保証人の状況は貸与判断にお
いて極めて重要な要素となる｡
また､ 保証人が死亡した場合に
は､ その相続人が保証人になる
が､ 資力によっては他の保証人
を求める必要も出てくる｡ セン
ターは､ ｢資金貸付及び割賦
(リース) 設備利用状況報告書｣
を毎期発送し受領している｡ こ
の報告書は､ 設備の状況､ 設備
効果､ 今後の設備投資計画､ セ
ンターに対する希望・意見の項
目を借受者が記載するものであ
り､ センターにとって情報収集
の重要なツールである｡ この報
告書の項目の一つに連帯保証人
の状況変化等に関する欄を設け
ることにより､ 早期に､ 多くの
情報を収集できることになると
思われる｡

四半期毎に未収
状況については､

｢設備貸与提出資
料確認表｣ の確認
の記載方法につい
ては､ 平成19年度
より､ チェックマー
クから日付を記載
するよう､ 改正し
徹底している｡

平成19年７月２
日に ｢事後訪問報
告書｣ 及び ｢資金
貸付及び割賦 (リー
ス) 設備利用状況
報告書｣ を改正し､
連帯保証人の欄を
設けた｡

が推察された｡ 日付が記載され
ていれば問題ないという考え方
は適切ではなく､ 割賦 (リース)
設備受領書は受領した者がその
事実を証明する文書であり､ 受
領書の日付については本来､ 受
領者が記載すべきものである｡

[延滞債権に対する組織体制と
回収意識の欠如]
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今回の指摘を踏
まえ ｢設備貸与事
業・機械類貸与事
業・設備資金貸付
事業に係る債権管
理規程｣ (平成19

平成18年４月28
日に訂正処理を行
い､ 平成18年度決
算においては正し
い数値が計上され
ている｡
以降､ 決算期毎
に残高確認を行っ
ている｡

組織全体として延滞債権に対 専務理事まで報告
している｡ また､
する取組の意識が欠けている｡
｢設備貸与事業・
まず､ 発生した延滞債権につい
て組織内部で報告・検討する仕 機械類貸与事業・
組み・組織体制が整っていない｡ 設備資金貸付事業
担当者ベースで個々のケースを に係る債権管理規
話し合う程度であり､ 問題意識 程｣ (平成19年３
が課内では共有されていても組 月30日) を整備し､
平成18年度末の全
織全体では共有されていない｡
設備貸与及び機械類貸与事業は 債権についての自
センターの社会的存在意義を最 己査定を実施し､
もＰＲできる中核的自主事業で 債務者区分・債権
あり､ それから生じた多額の未 査定一覧を作成し､
回収金は､ センターの経営全体 専務理事まで報告
に悪影響を与え､ センターの存 している｡
さらに今回の意
続にも係る重要問題であること
を認識しなければならない｡ 回 見を踏まえ､ 未収
収担当者だけではなく､ 貸付実 債権に対する検討
行の担当者は勿論､ 産業振興部 会議を設置する旨､
長､ 事務局長､ 担当理事まで含 上記規程を改正し
めたベースで定期的に検討会議 て体制整備を行い､
四半期ごとに実施
を実施するべきである｡
することにより共
通理解に努める｡
[長期厚生貸付金の残高につい
て]
長期厚生貸付金は､ 職員の福
利厚生生活安定を図るために､
財団法人青森県中小企業振興公
社厚生資金貸付規程に基づき､
厚生資金 (生計資金及び住宅資
金) を勤続１年以上のプロパー
職員に貸付けるものである｡
平成17年度末計算書類上の残
高は5,533,262円に対して､ 個人
別残高内訳は４件分合計5,533,
033円であり､ 229円の不一致が
生じていた｡ 個人別明細の残高
のほうが正しいことから､ 平成
18年度において訂正処理する必
要がある｡
[貸倒引当金の不計上について
(オーダーメイド型貸工場事業
と共通) ]
センターでは､ 資金貸付事業
における期末貸出金残高に対し
て貸倒引当金を計上していない｡

[自己査定及び債務者区分につ
いて (設備貸与､ 機械類貸与事
業と共通) ]
未収債権管理規程上､ 債務者
区分を行った上で債権分類を行
うルールになっているが､ セン
ターは債務者区分を行っておら
ず､ 民間金融機関において一般
的に実施されている自己査定手
続が実施されていない｡ 事後助
言手続は債務者の状況に応じた

この理由について､ センターは､
県とは100％の損失補償契約を
締結しており､ 公社に損失が生
じる恐れはないこと､ 現在のと
ころ全く延滞債権が発生してい
ないこと､ 無利息のため収入が
公社に入らない (財源が無い)
ことを挙げている｡
県との損失補償契約について
は､ 損失が確定した期に速やか
に県に対して履行請求を行うべ
きと考えるが､ 歴史的に一度も
請求したことがないことから､
契約が履行されることは経験的
には確実ではない｡ センターの
債権管理は ｢未収債権管理規程｣
に準拠して行われ､ 設備資金貸
付事業に係る貸倒引当金を繰入
する場合の目安は設備貸与事業
の繰入率に準じた率とすること
とされている｡ すなわち､ 正常
債権に対しても２％を繰り入れ
ることとされていることから､
平成17年度決算においては4,880
千円の貸倒引当金計上不足となっ
ている｡ また､ 新公益法人会計
基準第２３において ｢受取
手形､ 未収金､ 貸付金等の債権
については､ 取得価額から貸倒
引当金を控除した額をもって貸
借対照表価額とする｣ とあるた
め､ 貸倒引当金の計上は今後必
須となることは明白である｡ こ
の場合､ 貸倒実績のない場合に
引当金を計上することについて
は検討が必要であろう｡

貸倒引当金に係
る指摘等を踏まえ
｢設備貸与事業・
機械類貸与事業・
設備資金貸付事業
に係る債権管理規
程｣ (平成19年３
月30日) を整備し､
｢債 務 者 区 分 ｣
｢債権分類｣ 及び
｢貸倒引当金｣ の

年３月30日) を整
備し､ ｢債務者区
分｣ ｢債権分類｣
及び ｢貸倒引当金｣
の判断基準並びに
算定基準等の明確
化と決算書類の徴
求等について規定
し､ 貸倒引当金の
必要額を適切に算
定できるように整
備した｡
平成18年度の決
算処理では､ 本規
程に基づき､ 設備
資金貸付事業に係
る全債権 (平成18
年度末現在) につ
いての自己査定を
行った結果､ 貸倒
引当金は不要と算
定した｡
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オーダーメ
イド型貸工
場事業会計
[リース料猶予に伴う未収利息
計上漏れについて]
センターとＡ社との間で締結
した協議書 (平成14年１月28日
付) により､ 平成13年４月分か
ら平成15年４月分までのリース
料854,960千円を猶予したこと
に伴い､ 新たに発生する支払利
息を平成23年４月30日に受取る
こととしている｡
当該未収利息29,613千円につ
いて､ 失念により決算において
未収計上していなかったもので
ある｡ 結果として平成17年度決
算においてリース料収入が29,6
13千円過少計上となっている｡

頻度 (リスクが高い先は頻繁に
行うが､ 安定していると考えら
れる先は1度きり､ など) で行
われており､ 直近決算書等の入
手ができている債務者も一部あ
るが､ センターには公的金融機
関として､ 適正な資産査定を行
うことが要求されることから､
決算期ごとに決算書及び税務申
告書等の提出を義務化して､ 債
務者の最近の経営状況・実態を
十分把握する必要がある｡

過少納付に係る
申告及び納付を行
うとともに､ 再発
防止のため､ 今後
同様なケースがな
いよう会計事務所
と確認を行った｡

平成18年度決算
において､ 過年度
分及び今年度分の
適正な額を計上し､
是正するとともに､
今後､ 未収金を毎
期計上することを
会計事務所と確認
した｡

判断基準並びに算
定基準等の明確化
と決算書類の徴求
等について規定し
た｡
今後は､ 規程に
従い適正に処理す
る｡

財務規程を改正
し､ 固定資産の減
価償却方法を定額
法及び定率法の両

[預金利息等にかかわる源泉所
得税の過少納付について]
預金利息・貸付利息について
源泉所得税が課税されていない
ものにつき､ 法人税申告書上差
引清算しているため､ 平成17年
度において､ 納付税額が200千
円過少となっている｡ 同様に平
成15年度49千円､ 平成16年度42
千円についても納付税額過少と
なっている｡ 単純ミスであると
思われるが､ 過少金額について
は本来税務署に納付すべき金額
である｡
[固定資産の減価償却方法につ
いて]
オーダーメイド型貸工場事業
会計の減価償却方法は､ 建物勘

[法人税等の計上時期について]
法人税等の計上時期について､
従前より税金支払時に費用処理
しているが､ 当期の所得に係る
税額であるので､ 当期決算に折
り込むべきものである｡ 平成17
年度の法人税等についても税金
支払時 (平成18年５月31日つま
り平成18年度) に費用処理して
いるが､ 法人税等 (総額3,530
千円) ・消費税額 (4,678千円)
は平成17年度決算に未払計上す
べきものである｡

[Ａ社との債権残高確認につい
て]
センターは､ Ａ社から割賦元
金及びリース料残高についての
残高証明依頼に基づく債権債務
残高の確認を毎年実施している｡
この際､ センターは､ 返済予定
表のみで債権金額を確認し､ 決
算書金額との照合を怠っていた｡
結果として会計処理誤りにより
割賦債権残高は､ 当初の平成13
年度からＡ社と一致しておらず､
平成17年度に割賦債権を全額繰
上償還した際に､ 割賦設備勘定
が残ったため金額相違に気付い
たとのことである｡ 形式的な残
高確認手続は無意味であり､ 実
施する目的を再認識し､ 今後は
債権管理を徹底する必要がある｡

定以外は定率法が採用されてい
る｡ おそらく税務上の原則的償
却方法を採用することで節税メ
リットを享受するためのものと
思われるが､ 財務規程上は､ 固
定資産の減価償却方法を定額法
としており､ 財務規程違反であ
る｡ 決算書においても有形固定
資産の減価償却方法につき定額
法によっている旨の注記がなさ
れており､ 定率法の記載がない
のは事実を反映しない注記であ
る｡

平成18年度決算
にて未払計上し､
今後も同様に､ 適
切に計上すること
とした｡

平成19年５月に
｢センターの決算
書におけるＡ社の
割賦元金及びリー
ス料残高｣ と ｢Ａ
社からの割賦元金
及びリース料残高
についての残高証
明依頼に基づく債
権債務残高｣ との
照合を行なった｡
再発防止のため､
今後とも､ これら
の照合を徹底する
とともに､ チェッ
ク機能を働かせる
ため､ 決裁に当たっ
ては､ 決算書の写
しを添付すること
とした｡

方で対応できるこ
ととした｡
平成18年度決算
書の注記について
は､ 両方の減価償
却方法を記載した｡

 
号外第30号

報
県
森
青
金曜日
平成20年３月28日

地域産業総
合支援事業
会計

[貸倒引当金の不計上について
(設備資金貸付事業と共通) ]
平成13年４月分から平成15年
４月分までのＡ社のリース料を
猶予したことによる未収リース
料残高543,256千円に対して適
切な基準により貸倒引当金を計
上すべきである｡ Ａ社は民間会
社であり､ センターの有する期
末債権は必ず回収できるとは言
い切れない｡ その場合には回収
可能性を検討し､ 一定の貸倒見
積額を決算上計上する必要があ
る｡ 仮に正常債権の繰入率 (２
/100) を採用すると貸倒引当金
は10,865千円となり､ この額が
貸倒引当金計上不足額である｡
なお､ 本事業により生じた所得
は税務申告を行っていることか
ら､ 税法上の法定繰入率 (６/1
000) で算定した貸倒引当金の
計上金額分は税法上も損金とさ
れるため節税の観点からも有用
である｡

[消費税預り金について]
平成15年度・平成16年度に他
会計区分から振替えられてきた
消費税預り金4,013千円は､ 雑
収入に振替すべきものである｡

平成18年度決算
にて貸倒引当金を
計上するとともに､
今後も適切に計上
する｡

消費税預り金
4,013 千 円 に つ い
ては､ 平成19年２
月２日に雑収入に
振替えした｡
今後､ 消費税の
還付があった場合
は､ 雑収入に振替
えることを会計事
務所と確認した｡

[通信費について]
通信費の主な内訳はインター
ネット利用のための専用回線
(光ファイバケーブル) 使用料
である｡ 月額219千円 (税込)
の支払であるが､ 近年通信コス
トが著しく下落していることを
勘案すると､ コスト削減の余地
がないかどうか検討することが
望まれる｡

事業を進めるに
当たってネットワー
クの安定的な運用
が可能か､ コスト
低減が出来ないか
をポイントに検討
してきた結果､ 通
信の安定確保にや
や不安が残るもの
のコスト低減を優
先し､ 平成19年４
月１日付けで回線

地域技術起
業化推進事
業会計

[基金の有効活用]
地域産業活性化基金の残高440
百万円に対し､ 平成17年度の利
用実績は０件であった｡ これで
は､ 多額の基金が有効活用され
ずに眠っていることになる｡
例えば､ 産学官交流推進事業
は､ 基礎研究の段階から実用化､
事業化までを､ 研究開発構築事
業､ 研究開発委託事業､ 地域技
術開発助成事業､ 地域新生コン
ソーシアム研究開発事業という
ステップアップしていく事業を
ワンストップで支援する目的が
あるのだから､ 財源となる基金
が別とはいえ､ 技術振興事業会
計と地域技術起業化推進事業会
計とを一本化して資金管理した
ほうが､ 効果的効率的な支援事
業を展開できるものと思われる｡
このような例も含め､ センター
は､ 基金の効率的､ 効果的利用
を早急に検討すべきである｡

当該制度は､ 平
成13年度を最後に
利用実績がないこ
とから､ 平成18年
度をもって廃止し
たところである｡
今後は､ 債権管
理に努めることと
する｡

技術振興事業会
計と地域技術起業
化推進事業会計と
の一本化について
は､ 地域技術起業
化推進事業会計に
おける基金が､ 国
と県からの出資金
であり､ 基金運用
に制限があること
から一本化するこ
とは出来ないと考
える｡
平成19年度､ 技
術振興事業会計と
債務保証事業会計
の基金を統合・整
理し､ 新たに国の
｢地域中小企業応
援ファンド｣ を活
用した基金へ移行
するなど効率的な
活用を図っていく
こととしている｡

契約変更を行った｡
なお､ 変更した
ことにより､ 月額
44千円となり､ 月
額175千円のコス
ト削減となってい
る｡

債務保証事
業会計

[事業の有効性]
本貸付制度は､ 金融機関に対
して預託を行うとともに､ 債務
保証を行うという利用者にとっ
て手厚い内容となっているが､
制度自体の知名度の低さや他の
貸付制度との違いが分かりにく
い等の理由等から､ 殆ど利用が
なされていない状況である｡
センターは､ すでにこの制度
が社会経済的存在意義を失って
いるのかどうかを見極め､ その
ように判断される場合は､ 制度
を廃止する方策を採ることが望
ましい｡
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創造的企業
創出支援事
業会計

平成18年度決算
にて､ 債務保証残
高相当額を除き戻
し入れした｡

平成19年３月31
[㈲Ｉ社に対する債権の回収可
日現在で代位弁済
能性]
平成17年度末に債務残高とし 引当金11,166千円
を計上した｡
て残っている１件 (21百万円)
については､ 平成17年度中に経
営難から延滞が始まり､ 同年度
末までにはすでに金融機関が期
限の利益の喪失を通告していた｡
その後､ 平成18年５月に保証債
務の実行を求められ､ センター
は求償権を計上している｡ なお､
金融機関から根抵当を継承して
いるが､ これからの回収は殆ど
望めない｡
平成17年度末において､ セン
ターはこのような事情を金融機
関経由で把握していたのである
から､ 求償権に転換する前の段
階であっても合理的な債務保証
損失の見積額について引当金を
計上することが必要であったと
思われる｡ 直接債権の償却を行
うかどうかに関係なく､ 将来の
確実な損失の発生が見込める場
合は､ 原因となる事象の発生し
た時期に引当金を計上すること
が必要である｡
[代位弁済引当金について]
現在､ 貸借対照表上､ 15,400
千円の求償権 (流動資産) が計
上されている｡ これは､ 平成16
年度に代位弁済したN㈱に対す
る求償権である｡ 平成17年度末
においては､ まだ連帯保証人全
員の破産が確定しておらず償却
基準を充たしていないとのこと
で償却処理を行っていない｡ し
かし､ 実質的には回収可能性は
乏しいと思われる｡ なお､ 本事
業の債権については､ 中小企業
金融公庫の研究開発等促進保険
包括保証保険の対象となってお
り､ 回収不能額の半額は担保さ
れる仕組みとなっている｡ 従っ
て､ 回収不能額は上記の求償権
額の半分7,700千円と見積るこ
とができる｡

出稼労働者
事故見舞金
給付事業会
計

[出稼ぎ指導員の人件費に係る
勘定科目について]
出稼ぎ指導員は１年更新の委
嘱契約である｡ 平成15年度の決
算において､ 出稼ぎ指導員に係
る人件費2,640千円を ｢賃金｣
勘定で処理､ 表示している｡ 平
成16､ 17年度は ｢謝金｣ 勘定で
処理しており､ 平成15年度決算
の ｢賃金｣ 勘定は誤りで､ ｢謝
金｣ 勘定で処理､ 表示すべきも
のであったと思われる｡

平成19年度より､
支援業務責任者及
び窓口専門家を委
嘱する際に､ 中小
企業再生支援協議
会支援業務責任者
等設置要綱に基づ
き､ 委嘱状及び労
働条件通知書を交
付するとともに､
労働保険料の負担
について労働条件
通知書に明記した｡

平成16年度より
｢謝金｣ 勘定で処
理､ 表示している｡
なお､ 出稼労働
者事故見舞金給付
事業は､ 平成17年
度をもって終了し
ている｡

一方､ 貸借対照表には代位弁
済引当金が186,857千円計上さ
れている｡ 代位弁済引当金には､
定まった計上基準がなく､ これ
まで剰余が生じた際に引当金繰
入を行ってきたため､ ここまで
残高が膨らんだとのことである｡
平成17年度において､ 代位弁済
引当金に21,096千円が繰入られ
ているが､ これも剰余相当額の
繰入である｡
債務保証事業と同様､ 代位弁
済引当金は利益留保性の引当金
であり､ 新公益法人会計基準で
は計上は認められるものではな
い｡ 従って､ 上述の合理的な損
失発生額の見積による引当金計
上額を除いては､ 早急に戻入の
手続を採る等の措置が必要であ
る｡

中小企業再
生支援協議
会事業会計

[労働保険料負担について]
支援業務責任者及び窓口専門
家計３名は､ 雇用契約はなく､
いずれも委嘱状が交付されるこ
とにより職位に付いている｡ 他
に事務を担当している１名の臨
時職員は､ 労働条件通知書によ
り雇用条件が明示されているに
も拘らず､ これら３名について
は､ 労働条件を明記した書面は
取り交わされていない｡ 実際に
は､ 非常勤である支援業務責任
者については､ センターは社会
保険料の事業者負担分を負担し
ないが､ 常勤委嘱の窓口専門家
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若年者就職
支援事業会
計

２名については負担している｡
また､ ３名とも､ 退職金の支給
対象とはしていない｡ 負担関係
を明確にし､ 適正な会計処理を
行うためにもこれらの条件を労
働条件通知書等の形で明記して
おくことが必要である｡
[人件費の振替について]
支援業務責任者は実質的に臨
時職員､ 窓口専門家は常勤職員
とほぼ同様の扱いがなされてい
るにも拘らず､ 会計上はいずれ
も ｢謝金｣ として計上されてい
る｡ また､ 事務局員は通常の常
勤職員であるが､ この人件費は､
機械類貸与事業会計に ｢給与｣
として計上された後､ 一部が本
会計の ｢謝金｣ 勘定に振り替え
られる｡
この理由として､ センターは
中小企業庁から公表されている
｢中小企業再生支援協議会事業
委託実施要領｣ に､ 支援業務責
任者及び窓口専門家に対する報
酬は ｢謝金｣ として計上する例
が記載されていることを挙げて
いる｡
しかし､ 通常の正職員・臨時
職員と同様の勤務を行っている
にも拘らず､ 一時的に業務に従
事する外部有識者等と同様に､
｢謝金｣ として計上することは
実態と乖離するため､ 財務諸表
の利用者にとって誤解を招くこ
とになりかねない｡
従って､ 会計上は実態に合わ
せた給与等の科目で計上し､ 中
小企業庁への報告上必要な場合
にのみ､ 別科目で報告するほう
が適切と思われる｡
[再委託契約書の様式について]
センターは､ 平成16年度､ 平
成17年度とも､ Ａ社に就職活動
応援セミナー業務､ 進路指導担
当セミナー業務及び保護者セミ
ナー業務を再委託している｡ こ
の業務委託契約書によると､ Ａ

当該事業の委託
先である東北経済
産業局に確認し､
支援業務責任者及
び窓口専門家並び
に事務局員への報
酬等は､ 実態に合
わせた給料等の科
目で計上すること
とした｡

委託事業に要し
た経費を記載した
過去２年分の完了
報告書を再提出さ
せ再確認した｡
また､ 平成19年
度からは､ ｢完了

[謝金に係る消費税の扱いにつ
いて]
センターは､ 上記で指摘した
３つの契約について予定価格調
書を作成している｡ この計算に
際し､ 講師謝金を算出するが､
その際､ 講師謝金を消費税の計
算対象に含めたり含めなかった
りと計算に統一が取られていな
い｡ 会計・税務実務上､ 外部の
講師に払う ｢謝金｣ には消費税
が課税されるが､ 委託先が自社
の内部の人材を講師として受託

社はセンターに対し､ 所定の様
式に基づいて､ 委託業務が完了
した時に､ 速やかに､ 委託業務
の内容を記載した完了報告書を
提出する義務がある｡ 所定の完
了報告書では､ 4番目に ｢委託
事業に要した経費｣ を記載する
フォームになっている｡ ２年分
の３つそれぞれの完了報告書を
査閲したところ､ 全ての完了報
告書についてこの記載がなかっ
た｡ これでは要件を満たしてい
ない完了報告書を受領している
ことになるため､ 再度､ 適正な
完了報告書を入手する必要があ
る｡
また､ 委託契約書の様式上も､
｢委託事業に要した経費｣ とい
う記載のみで､ ｢報告書フォー
ム｣ や ｢経費の細目､ 費目｣ 等
が何ら規定されていない｡ これ
では､ 経費の総額を合計のみで
記載しても様式違反にはならな
いことになる｡ 通常予想される
経費の費目をあらかじめ規定す
る､ あるいは､ ｢提出された見
積書に従って経費を報告する｣
などの規定を様式上明記する必
要がある｡ このような経費に対
する厳しい管理姿勢を見せるこ
とが､ 委託先への牽制となり､
次年度以降の有利かつ適正な価
格の委託契約につながるものと
思われる｡

講師謝金を消費
税の計算対象に含
めることに統一し
た｡ また､ 銀行等
に支払う振込手数
料が生じた場合は､
課税項目として計
算する｡

報告書｣ に､ ｢委
託事業に要した経
費｣ の欄を設け､
内訳として､ 品名・
規格､ 単価・数量､
及び金額を記入す
ることとした｡
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事業を行う場合には､ ｢給与｣
として扱われ､ 消費税は不課税
となる｡ センターは､ 消費税の
課税区分に関する会計実務の認
識が薄く､ 無意識で会計処理を
行っていたものである｡ この誤
りはセンター全体の消費税の申
告納税額への影響はないが､ 予
定価格の計算に誤りがあったこ
とになるため､ 今後注意が必要
である｡
なお､ センターは青森労働局
に委託事業に要する経費として
｢委託費交付内訳｣ を提出する｡
この中で､ 銀行等に支払う振込
手数料等を消費税の非課税項目
として計算しているが､ これは
課税項目として計算する必要が
ある｡
[退職給与引当金の過大計上に
ついて]
退職給与引当金は原則として､
職員の自己都合退職要支給額を
計上するものであり､ センター
職員の平成17年度末退職金要支
給額は152,690千円と計算され
る｡ また､ 退職金規程第10条に
おいて､ 中小企業退職金共済法
の規定による退職手当を受ける
場合には､ この規定による退職
金から控除して支給するとされ
ており､ 確認したところ､ ２名
が同制度に加入しており､ その
平成17年度末時点の試算額は4,
858千円であった｡ 従って､ こ
の額を控除した147,832千円が
退職給与引当金残高になるべき
であると考えるが､ センター計
上額は161,821千円であり13,989
千円の過大計上となっている｡
センターの会計方針を ｢自己都
合要支給額の100％を計上する｣
ことに変更し､ 余剰額について
は取り崩す必要がある｡

平成18年度決算
より､ 自己都合要
支給額の100％の
みを引き当てし､
余剰額については
剰余金として処理
した｡

[会計方針等の注記事項の記載
平成18年度決算
について]
より､ 新公益法人
旧公益法人会計基準第８ １ 会計基準第４ １

において､ 引当金の計上基準 に従い注記した｡
は計算書類の注記事項とされて
いるが､ センターは注記を記載
していない｡ 設備貸与標準会計
基準においても注記が要求され
ており､ 注記しないことの合規
性は認められない｡ 新公益法人
会計基準第４ １  においても
同様に規定されており､ 今後は
注記する必要がある｡

平成20年３月28日
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