
平成27年度　出資法人経営評価表

法人名 公益財団法人滋賀県産業支援プラザ

代表者名 田口 𡧃一郎 所管部課名

所在地 大津市打出浜２番１号 設立年月日

１【法人の概要】

 (1) 設立の趣旨・目的

 (千円、％)
出資額 構成比 出資額 構成比

滋賀県 43,900 87.8% 滋賀県
(一社）滋賀経
済産業協会 2,830 5.7%

滋賀県商工会
議所連合会

1,200 2.4%

滋賀県中小企
業団体中央会

870 1.7%

滋賀県商工会
連合会

600 1.2%

滋賀経済同友会 600 1.2% 小計 100%

小計 50,000 100% 合計 50,000 100%

３【組織・人員】

〈公益法人等用〉

商工観光労働部商工政策課

平成11年4月1日

 滋賀県の地域資源を生かした新事業の創出および既存企業の経営革新を支援するとともに、情報化
の推進、人材の育成確保、資金の調達、技術の開発等について総合的に支援し、もって地域経済の
発展に寄与する。

①　中小企業の経営基盤強化を図るため、経営革新支援、企業人材の育成支援等の事業。
②　販路開拓およびマッチング強化を図るため、販路開拓支援、国際ビジネス支援等の事業。
③　起業・創業および新たな事業活動の支援を図るため、インキュベーション施設を活用した支援、起業・創業者
の発掘支援および地域資源の活用に向けた支援等の事業
④　産学官金連携による新事業創出の促進を図るため、新技術の研究開発支援、医工連携によるものづくり支
援及び成長が期待される分野の育成事業。

区分
２【出資の状況】（平成26年度末）

　①組織図　（平成27年４月１日現在）

 (2) 業務概要

基本財産等

連絡先等

区分

TEL　　077-511-1410

URL  http://www.shigaplaza.or.jp/

その他

 総務企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

 情報支援ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

 ものづくり経営改善ｾﾝﾀｰ 

 経営･国際ﾋﾞｼﾞﾈｽ支援ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

経営相談室 

 創業支援ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

 連携推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

(4人) 

(３人) 

(４人) 

（12人） 

(3人) 

(14人) 

(11人) 

総務企画部長 

経営支援部長 

連携推進部長 

評議員会 

理事長 

理事会 

監 事 

常務理事 

 （ 兼 事務局長 ） 

常務理事 

 （技術担当） 

常務理事 

 （産業・雇用創造推進センター担当） 

副理事長 



単位：人

②会員の状況（社団法人のみ） ２４年度 ２５年度 ２６年度
２５→２６増

減

③役員の状況 ２４年度 ２５年度 ２６年度
２５→２６増

減
２７年度

評議員総数 10 10 10 10

うち県職員（特別職を含む。） 2 1 1 1

うち県退職職員（ＯＢ）

理事総数 10 10 10 11

うち県職員（特別職を含む。） 1 2 1 △ 1 1

うち県退職職員（ＯＢ） 4 3 4 1 5

うち常勤役員数 4 4 4 5

うち県職員（特別職を含む。） 1 △ 1

うち県退職職員（ＯＢ） 4 3 4 1 5

監事総数 2 2 2 2

うち県職員（特別職を含む。）

うち県退職職員（ＯＢ）

うち常勤監事数

うち県職員（特別職を含む。）

うち県退職職員（ＯＢ）

常勤役員の平均年齢 64.8 64.5 65.5 1.0 65

常勤役員の平均報酬年額（千円） 3,992 3,649 4,216 567 4,167

④職員の状況 ２４年度 ２５年度 ２６年度
２５→２６増

減
２７年度

職員総数 43 42 48 6 54

常勤職員 37 35 42 7 45

プロパー職員 16 15 15 15

うち県退職職員（ＯＢ） 4 3 3 3

県等からの派遣職員 9 12 12 12

うち県派遣職員 2 2 2

臨時・嘱託職員 12 8 15 7 18

うち県退職職員（ＯＢ）

非常勤職員 6 7 6 △ 1 9

うち県派遣職員

うち県退職職員（ＯＢ） 1 1

プロパー職員の平均年齢 53.1 53.3 49.4 △ 3.9 50

プロパー職員の平均給与（年額）（千円） 5,962 5,986 5,729 △ 257 5,988

年代別職員数

10代 20代 30代 40代 50代 60代～ 合計

(平成27年度当初実数) 2 2 2 6 3 15

⑤役員名簿 平成27年6月30日現在

役 職 名 氏　　　　名 区 分 役 職 名 氏　　　　名 区 分

評議員 大　道　良　夫 理事長 田　口 𡧃一郎 ○

評議員 川　瀬　重　雄 副理事長 中　山　久　司 ○

評議員 北　村　嘉　英 常務理事 中  西  道  幸 ○

評議員 秋　村　田津夫 常務理事 中　村　吉　紀 ○

評議員 藤　田　義　嗣 常務理事 清　水　正　博 ○

評議員 木　下　繁　樹 理　事 宮　嶋　誠一郎

評議員 濵　﨑　一　志 理　事 西　沢　恵　利

評議員 上　田　一　志 理　事 池　田　喜久子

評議員 理　事 野　間　圭　介

評議員 福　永　忠　克 理　事 奥　　　博

監　事 村　井　純　彦 理　事 東　　　勝

監　事 廣　田　光　政

※区分欄には、常勤役員は○印を記入のこと

プロパー職員の年齢
構成等

北　川　陽　子



４【財務】
(1)貸借対照表に関する項目

単位：千円

①資産の状況 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２５→２６増減

現金・預金 91,737 81,704 82,098 394

その他 218,468 159,508 376,219 216,711

流動資産　計 310,205 241,212 458,317 217,105

基本財産 50,000 50,000 50,000

うち預金 325 325 25 △ 300

その他の固定資産 4,569,123 4,550,169 4,550,563 394

土地・建物

退職給与引当預金 63,518 42,270 42,270

減価償却引当預金

特定目的預金 4,451,100 4,455,344 4,456,671 1,327

その他の固定資産 54,505 52,555 51,622 △ 933

固定資産　計 4,619,123 4,600,169 4,600,563 394

資産合計額 4,929,328 4,841,381 5,058,880 217,499

②負債の状況 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２５→２６増減

短期借入金 195,000 100,000 349,400 249,400

うち県からの借入金

その他の流動負債 31,838 66,376 35,070 △ 31,306

流動負債　計 226,838 166,376 384,470 218,094

長期借入金 4,001,355 4,000,445 4,000,000 △ 445

うち県からの借入金 3,401,355 3,800,445 3,800,000 △ 445

退職給付引当金 63,518 42,270 42,270

その他の固定負債 358,816 356,996 356,698 △ 298

固定負債　計 4,423,689 4,399,711 4,398,968 △ 743

負債合計額 4,650,527 4,566,087 4,783,438 217,351

③正味財産の状況 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２５→２６増減

指定正味財産 50,000 50,000 50,000

うち基本財産への充当額 50,000 50,000 50,000

うち特定資産への充当額

一般正味財産 228,801 225,294 225,441 147

うち基本財産への充当額

うち特定資産への充当額 145,281 150,105 151,441 1,336

正味財産額　計 278,801 275,294 275,441 147

(2) 損失補償、債務保証の状況 単位：千円

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２５→２６増減

　県の損失補償または債務保証に係る債務残高

(理由・内容と返済の見通し）

④期間中の県からの借入で、同一年度に貸付けと返済の双
方が行われるものの額



(3) 正味財産増減計算書(20年基準適用年度から記入してください） 単位：千円

①一般正味財産増減の状況 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２５→２６増減 ２７年度

基本財産運用益 650 650 1,135 485 250

特定資産運用益 59,812 59,812 62,209 2,397 56,075

受取会費

事業収益 408,831 226,566 452,970 226,404 279,694

自主事業収益(受託以外の事業収益) 36,155 18,675 47,296 28,621 2,228

受託事業収益 372,676 207,891 405,674 197,783 277,466

うち県からの受託事業収益 22,603 31,017 24,159 △ 6,858 38,541

受取補助金等 367,272 259,626 446,969 187,343 414,989

うち県からの補助金 239,965 255,356 245,202 △ 10,154 275,478

受取負担金 10,145 14,729 7,617 △ 7,112 8,047

うち県からの負担金

受取寄付金等

うち県からの寄付金等

雑収益 177 268 144 △ 124 13

うち県からのその他の収益

引当金取崩額 1,411 1,128 200 △ 928

経常収益計 848,298 562,779 971,244 408,465 759,068

事業費 810,420 540,733 944,530 403,797 756,098

管理費 25,309 25,553 26,567 1,014 30,005

経常費用計 835,729 566,286 971,097 404,811 786,103

当期経常増減額 12,569 △ 3,507 147 3,654 △ 27,035

経常外収益計

経常外費用計

当期経常外増減額

当期一般正味財産増減額 12,569 △ 3,507 147 3,654 △ 27,035

一般正味財産期首残高 216,232 228,801 225,294 △ 3,507 217,990

一般正味財産期末残高 228,801 225,294 225,441 147 190,955

②指定正味財産増減の状況 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２５→２６増減 ２７年度

当期指定正味財産増減額

指定正味財産期首残高 50,000 50,000 50,000 50,000

指定正味財産期末残高 50,000 50,000 50,000 50,000

③正味財産期末残高 278,801 275,294 275,441 147 240,955

再 人件費 186,640 196,043 190,217 △ 5,826 211,553

うち退職給付費用 7,421 △ 7,421 8,028

うち役員人件費 18,198 17,661 18,923 1,262 18,965

うち非常勤職員人件費 13,263 13,386 14,193 807 18,647

減価償却費

掲 法人税等

(4) 長期借入金の内訳

残存額　（千円）
平均借入
残存年数

借入先
平均借入
残存年数

平均借入残
存年数（全

体）

24年度末 3,401,355 6.0 滋賀県以外 6.0 6.0

25年度末 3,800,455 5.0 滋賀県以外 5.0 5.0

26年度末 3,800,000 4.0 滋賀県以外 4.0 4.0

借入先

滋賀県

滋賀県

滋賀県

残存額　（千円）

600,000

200,000

200,000



借入先

滋賀県

滋賀県

滋賀県

滋賀県

滋賀県

５【主たる事業の実施状況】

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２５→２６増減

610,133 815,402 845,833 30,431

1,514 1,529 1,545 16

348 523 751 228

概　要

ホームページのアクセス件数

事　業　名

情報・発信事業

下請中小企業振興事業

相談事業 窓口相談件数

下請取引あっせん紹介件数

(5) 指標、伸び率等
項 目 H２４ H２５ H２６ 25→26増減 算出方法

自己資本比率 5.7% 5.7% 5.4% △ 0.2 正味財産額／ 資産合計額×100

借入金依存率 85.1% 84.7% 86.0% 1.3 （短期借入額＋長期借入額）／ 資産合計額×100

流動比率 136.8% 145.0% 119.2% △ 25.8 流動資産／流動負債×100

長期借入金返済（所要）年数 50年以上 － 50年以上 #VALUE!
長期借入金／（当期経常増減額＋減価償却費－
法人税等）

長期借入金平均借入残存年数 6.0 5.0 4.0 -1.0 長期借入金について、償還期間を金額で加重平均

基本財産運用収入構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 基本財産運用収入／収入計

基本財産運用益構成比 0.1% 0.1% 0.1% 0.0 基本財産運用益／経常収益計

受取会費構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 受取会費／経常収益計

自主事業収益構成比（20年基準） 4.3% 3.3% 4.9% 1.6 自主事業収益／経常収益計

受託事業収益構成比（20年基準） 43.9% 36.9% 41.8% 4.8 受託事業収益／経常収益計

補助金収益構成比（20年基準） 43.3% 46.1% 46.0% △ 0.1 補助金収益／経常収益計

管理費構成比（20年基準） 3.0% 4.5% 2.7% △ 1.8 管理費／ 経常費用計

基本財産運用効率（20年基準） 1.30% 1.30% 2.27% 1.0 基本財産運用益／基本財産

人件費の構成比（20年基準） 22.3% 34.6% 19.6% △ 15.0 人件費／ 経常経費計



H24 H25 H26
効果性 中期経営計画、年度目標とも策定している。 ○ ○ ○

中期経営計画のみ策定している。

年度目標のみ策定している。

策定していない。

全ての事業が社会情勢に適合し、その意義は大きい。 ○ ○ ○
　 社会情勢に照らして意義が薄れてきた事業がいくつかある。

社会情勢に照らして意義の薄れてきた事業が多くある。

活動について成果目標を定め、目標以上に達成している。

活動について成果目標を定め、目標どおり達成している。

活動について成果目標を定め、概ね目標どおりに達成している。 ○ ○ ○
活動について成果目標を定め、達成しているものもあるが、十分ではない。

活動について成果目標を定めていない。

多様な調査を実施し、積極的にニーズの把握に努めている。 ○ ○
ニーズを把握するための手段を講じている。 ○
具体的な取組はしていない。

効率性 管理費比率が２期連続で減少した。

管理費比率が前期に比べ減少した。 ○ ○
管理費比率が前期に比べ増加した。 ○
管理費比率が２期連続で増加した。

経常収益が２期連続で経常費用を上回った。

経常収益が、当期は経常費用を上回った。 ○ ○
経常収益が、当期は経常費用を下回った。 ○
経常収益が、２期連続して経常費用を下回った。

健全性 当期末において債務超過でない。 ○ ○ ○
２期連続で改善した。

前期に比べ改善した。

前期に比べ悪化した。

２期連続で悪化した。

２期連続で増加した。

前期に比べ増加した。 ○ ○
前期に比べ減少した。 ○
２期連続で減少した。

当期末において累積欠損金はない。 ○ ○ ○
累積欠損金は、２期連続で減少した。

累積欠損金は、前期に比べ減少した。

累積欠損金は、前期に比べ増加した。

累積欠損金は、２期連続で増加した。

流動比率は、２期連続で100%以上であった。 ○ ○ ○
流動比率は、当期は100%以上であった。

流動比率は、当期は100%未満であった。

流動比率は、２期連続で100%未満であった。

当期末において借入金はない。

２期連続で低下した。

前期に比べ低下した。 ○
前期に比べ上昇した。 ○ ○
２期連続で上昇した。

長期借入金の返済（所要）年数が平均借入残存年数より短い

長期借入金の返済（所要）年数と平均借入残存年数がほぼ同じ

長期借入金の返済（所要）年数が平均借入残存年数より長い ○ ○ ○

借入金依存率の
状況

長期借入金返済能力の
状況

　財務状況は、債務超過もなく健全な状況と考えています。

　借入金依存率については、「２０％以下なら良好、５０％を超え
ると要注意」などと言った判断基準からすれば、 当プラザは各年
度とも８０％以上であり、要注意の範囲に入ります。

　ただ、固定負債に計上している県借入金および金融機関借入
金については、無利子で借入れている借入金で、金利負担のあ
る借入金（有利子負債)は流動負債の金融機関短期借入金のみ
です。

　　借入金総額　　　　　　 4,349,400千円
　　　うち有利子負債　　　　 349,400千円
　　       無利子借入金   4,000,000千円(ファンド事業)
　
    ⇒無利子の借入金を除いた借入金依存度は、
　　　約７％（349,400千円/5,058,880千円）と低い値になる。

　従って、当プラザの借入金依存度については、問題ないと考え
ています。

  ※　金融機関短期借入金は、サポイン事業等国受託の借入金
で、事業精算後でないと受託金がもらえないため､事業に対する
支払資金として長くて半年間借入れているものです｡（平成26年
度は１か月）

住民、関係者等のニー
ズの把握状況

経常費用に占める管理
費の状況

　国事業の競争的外部資金を獲得を行う一方で、事務室の電気
使用量等を抑えるなど、管理費節減を意識して行っています。
　今後とも経費の縮減に努めつつ、効果的効率的な組織運営を
目指します。

　管理費比率が減少するとともに、当期は経常収
益が経常費用を上回るなど、効率的な組織運営が
なされている。

経常収益・費用の比率

６【評価】

区分 評価項目 評価内容
該当項目に○

出資法人の所見 県の所見

中期経営計画、
年度目標の策定

　平成23年度に策定した「第二期　中期経営計画2011」（平成23
年度～平成26年度）の４つの事業方針に基づき、各施策に取り
組みました。
　中小企業等のニーズの把握については、各催し時にアンケート
の実施および窓口相談等で行い、ホームページ、マスコミ等を通
じて効果的な情報の提供を行うとともに、事業に反映させていま
す。
　例えば、中小企業等からのニーズの高い取引あっせん（マッチ
ング）関係については、第二期中期経営計画の成果目標の約
１．８倍(※)の成果になっています。また、その他の成果指標につ
いても、４年間の通年および年度とも概ね達成しています。
 　※　〈第2期中期経営計画　目標 H23-H26〉
　　　　　実績 / 目標　：　1,934件　/　1,080件　（179％）

　　なお、平成２７年３月に平成２７年度～平成３１年度まで５年
間の第三期中期経営計画を策定しました。

　平成26年度は、平成23年度に策定された「第二
期中期経営計画2011」の最終年度にあたり、その
計画に掲げる４つの事業方針
　①顧客とのコミュニケーションの強化
　②経営革新と地域経済の活性化
　③創業と新事業の創出
　④交流・連携の舞台づくり
に沿って事業展開がなされ、成果目標については
概ね達成されている。

　また、平成２７年３月には、県の関連の各種計画
と整合性を図り、国等の各種支援施策を踏まえた
第三期中期経営計画が策定され、計画の推進に
向け、成果指標（目標）が定められている。

事業活動の社会情勢へ
の適合性

活動の成果の達成度

　借入金依存率は各年度とも８０％以上と高いが、
借入金総額4,349,400千円のうち４０億円は「しが新
事業応援ファンド助成金交付事業」の基金原資に
対応する無利子の借入金であり、有利子負債も国
からの受託事業の事後精算に対応するための短
期借入金のみである。

　その他、債務超過もなく、全体として健全な財務
状況が確保されている。

債務超過の状況

正味財産期末残高の状
況

累積剰余金（欠損金）の
状況

短期的支払い能力の状
況

4 公益財団法人 滋賀県産業支援プラザ 

出資法人の基本的な方針  

平成26年度末に策定する「第三期中期経営計画」（計画期間：平成27年度～平成31年度）に基づき、外部資金等の獲得その他の効率的な運用を推進します。 

具体的な取組内容 (平成 26 年度)  
平成27 年

度 
平成28 年

度 
平成29 年

度 
平成30 年

度 
目 標 

① 国等の外部資金や補助金、助成金等の積極的な獲

得に努め財務基盤の安定を図るとともに、中小企業

等の支援に活用します。〔出資法人〕 

 

 
    ・研究開発プロジェクト申請件数 

 平成 26年度 ６件 → 平成 27年度か

ら平成30年度までに28件 

 ② 第三期中期経営計画での目標の達成〔出資法人〕 

 

第三期中期
経営計画の
策定 

 
   

 

中期経営計画に基づく取組の実施 

支援、申請 

 

出資法人の検討等への積

極的参加・協力 



H24 H25 H26
自立性 当期末において県派遣職員はない ○

常勤職員に占める県派遣職員の割合が25%未満 ○ ○
常勤職員に占める県派遣職員の割合が25%以上50%未満

常勤職員に占める県派遣職員の割合が50%以上

常勤職員に占める県派遣職員の割合が前期に比べ低下した。

常勤職員に占める県派遣職員の割合は前期と概ね同程度 ○
常勤職員に占める県派遣職員の割合が前期に比べ上昇した。 ○
当期末において県退職職員の就任はない

常勤職員に占める県退職職員の割合が25%未満 ○ ○ ○
常勤職員に占める県退職職員の割合が25%以上50%未満

常勤職員に占める県退職職員の割合が50%以上

常勤職員に占める県退職職員の割合が前期に比べ低下した。

常勤職員に占める県退職職員の割合は前期と概ね同程度 ○ ○ ○
常勤職員に占める県退職職員の割合が前期に比べ上昇した。

２期連続で増加した。

前期に比べ増加した。 ○
前期に比べ減少した。 ○ ○
２期連続で減少した。

当期末において県の財政支出はない

経常収益に占める県の財政支出の割合が25%未満

経常収益に占める県の財政支出の割合が25%以上50%未満 ○ ○
経常収益に占める県の財政支出の割合が50%以上 ○
経常収益に占める県の財政支出の割合が２期連続で低下した。

経常収益に占める県の財政支出の割合が前期に比べ低下した。 ○ ○
経常収益に占める県の財政支出の割合が前期に比べ上昇した。 ○
経常収益に占める県の財政支出の割合が２期連続で上昇した。

当期末において県の損失補償等なし ○ ○ ○
県の損失補償等の割合が25%未満

県の損失補償等の割合が25%以上50%未満

県の損失補償等の割合が50%以上

県の損失補償等の割合が２期連続で低下した。 － － －
県の損失補償等の割合が前期に比べ低下した。 － － －
県の損失補償等の割合が前期に比べ上昇した。 － － －
借入金はすべて県の損失補償等を受けている。 － － －

透明性 規程を整備している。 ○ ○ ○
規程を設けていない。

出資法人のホームページで公開している。 ○ ○ ○
出資法人の事務所において書類を公開している。 ○ ○ ○
県民情報室で公開している。 ○ ○ ○
上記以外の方法で公開している。

不特定の者に対する情報公開はしていない。

財務諸表、事業報告、監査報告書、事業計画、中期経営計画、年度目標、経
営評価表を公開している。

財務諸表、事業報告、事業計画、中期経営計画、年度目標、経営評価表を公
開している。

財務諸表、事業報告、事業計画、中期経営計画、年度目標を公開している。 ○ ○ ○
財務諸表、事業報告、事業計画を公開している。

不特定の者に対する情報公開はしていない。

作成した財務諸表について、会計監査人監査を受けている、または、財務諸
表の作成過程で、会計の専門家の指導・助言を受けている。 ○ ○ ○

会計の専門家による監査・指導・助言等は受けていない。

県派遣職員の状況②

県退職職員の就任状況
①

　公益財団法人として、事業報告、事業計画、財務諸表等法的に
開示を求められているものはもちろんのこと、中期経営計画等当
プラザのその他情報についても積極的に情報開示するように努
めます。

　公益財団法人として、ホームページ等で県民が
経営に関する情報等を容易に把握できるよう配慮
されている。

会計専門家の関与状況

情報公開規程の整備状
況

不特定の者に対する情
報公開の機会確保の状
況

情報公開の内容

　平成２６年度においては、競争的外部資金６件のほか、よろず
拠点支援および創業補助金事業等国等の補助金・助成金等の
獲得等で、経常収益に占める国等事業が
５９％となり、県財政支出の割合は低下しました。

　プラザは県の商工政策を具体に実施する機関としての役割が
極めて大きく、近年、国・県の制度見直しとこれに伴う政策の変
更改廃が多いことから、商工関係の動向を遅滞なく把握するとと
もに、中小企業等への影響分析や対策指導等を通じて、一層き
め細やかで適切な支援を講じることが何よりも求められます。

　そのため、行政経験のある県職員の配置や専門的ノウハウを
有する企業人材の受入れなどにより組織体制を強化、充実する
ことで、県の産業振興施策との連携を強化し、一層効果的な事
業推進が図れる体制づくりに努めています。

　今後も、自主的、主体的に運営していくために必要な組織体制
の充実・強化に努めます。

県退職職員の就任状況
②

県財政支出の状況①

県財政支出の状況②

損失補償等の状況①

損失補償等の状況②

県の所見評価内容
該当項目に○

　産業支援プラザは、財務面において県からの補
助金、受託金への依存度が比較的高いが、外部
資金の獲得を積極的に進めることなどにより、自
立性の向上が図られている。

　経営基盤の強化、組織体制の充実・強化および
人材の育成・活用については、第三期中期経営計
画にも、県職員や専門的ノウハウを有する企業人
材の積極的な受入れや職員の資質向上、また多
様な人材が相互に補完し合い組織力が最大限に
発揮できるよう人事マネジメントを強化することが
明記されているところであり、この計画を着実に推
進していくことが必要である。

出資法人の所見

経常収益に占める自主
事業収益の割合

区分 評価項目

県派遣職員の状況①

4 公益財団法人 滋賀県産業支援プラザ 

出資法人の基本的な方針  

平成26年度末に策定する「第三期中期経営計画」（計画期間：平成27年度～平成31年度）に基づき、外部資金等の獲得その他の効率的な運用を推進します。 

具体的な取組内容 (平成 26 年度)  
平成27 年

度 
平成28 年

度 
平成29 年

度 
平成30 年

度 
目 標 

① 国等の外部資金や補助金、助成金等の積極的な獲

得に努め財務基盤の安定を図るとともに、中小企業

等の支援に活用します。〔出資法人〕 

 

 
    ・研究開発プロジェクト申請件数 

 平成 26年度 ６件 → 平成 27年度か

ら平成30年度までに28件 

 ② 第三期中期経営計画での目標の達成〔出資法人〕 

 

第三期中期
経営計画の
策定 

 
   

 

中期経営計画に基づく取組の実施 

支援、申請 

 

出資法人の検討等への積

極的参加・協力 



【出資法人の総合的評価・対応】　

【県の総合的評価・対応】　

【行政経営方針実施計画、中期経営計画の達成状況に関する事項】
　第二期中期経営計画の成果指標については、概ね達成できている。また、平成２７年３月には、国の施策を踏まえるとともに、県の「滋賀県産業振興ビジョン」等県の計画と整合した第三期中期経営計画が策定されている。

【総合所見】
　産業支援プラザは、県との適切な連携関係のもと、経営の革新を図ろうとする中小企業者等や起業・創業を目指す者などに対する総合的かつ一体的な支援に努め、「第２期中期経営計画」の目標を概ね達成するなど、本県の中核的
な産業支援機関としての役割を果たしている。

　今後、県内経済の活性化に向けて、中小企業者等の実情に応じた効果的な支援事業の展開が一層重要となることから、「第３期中期経営計画」に掲げた顧客とのコミュニケーションや関係機関との連携強化などの経営指針に沿って、
自主性を発揮しつつ、中小企業の経営基盤強化や起業・創業支援、新事業創出促進などの取組を効果的に推進されるよう求めていく。

【総合所見】
中小企業の総合的な支援機関としての機能を充実・強化するため、平成２３年度に策定した「第二期中期経営計画2011」の事業方針に基づき事業執行を行い、事業の合理化・効率化とあわせて、県内中小企業等から必要とされる支援
人材を確保するための取組や、行政や経済団体、大学等関係機関とのさらなる連携強化に向けた取組等を推進しました。また、平成２６年度で終了した「第二期中期経営計画2011」の実施状況について評価等を行い、「滋賀県産業振
興ビジョン」および「滋賀県中小企業の活性化の推進に関する条例」(平成25年4月施行）の方針をはじめ、国等の施策にも整合性を図った「第三期中期経営計画」を平成27年3月に策定しました。

【事業に関する事項】
　プラザは、県内中小企業等のニーズの的確な把握のもと、質の高いサービスを迅速かつ着実に提供するため、平成23年度に策定した「第二期　中期経営計画2011」の事業方針に基づき、着実に事業を実施している。
　その中で、創業および新事業の創出については、創業準備オフィス入居者のふ化率が目標に対して９８％となり、一定の成果は見られるものの、一層の強化が必要なことから、より入居者に寄り添った事業計画策定の支援や各イン
キュベーション施設におけるインキュベーションマネージャー間の一層の連携などを求めていく。

【財務に関する事項】
　財務面については、債務超過等はなく健全性が確保されているとともに、国等の外部資金や補助金・助成金などの積極的な獲得に努めるなど、自立的な運営が図られている。

【事業に関する事項】
　平成23年度に策定した「第二期　中期経営計画2011」（平成23年度～平成26年度）の４つの事業方針に基づき、プラザの強みである「公益性」「広域性」「多様な支援」「情報力」「連携力」「人間力」を効果的に活用し､中小企業事業者へ
の各種支援に取り組み、着実に事業を実施しました。

【財務に関する事項】
　財務状況については、債務超過もなく健全な状況となっています。また国等の外部資金や補助金、助成金等の積極的な獲得に努め、財務基盤の安定を図るとともに中小企業等の支援に活用しています。

【中期経営計画の達成状況に関する事項】
　第二期中期経営計画（平成２３年度～平成２６年年度の４年間）の成果指標「（目標）については、概ね達成できている状況です。平成２７年３月には第二期中期経営計画の後継として、国の施策を踏まえるとともに、県の「滋賀県産業
振興ビジョン」等県の計画と整合した第三期中期経営計画（平成２７年度～平成３１年度までの５年間）を策定しました。

4 公益財団法人 滋賀県産業支援プラザ 

出資法人の基本的な方針  

平成26年度末に策定する「第三期中期経営計画」（計画期間：平成27年度～平成31年度）に基づき、外部資金等の獲得その他の効率的な運用を推進します。 

具体的な取組内容 (平成 26 年度)  
平成27 年

度 
平成28 年

度 
平成29 年

度 
平成30 年

度 
目 標 

① 国等の外部資金や補助金、助成金等の積極的な獲

得に努め財務基盤の安定を図るとともに、中小企業

等の支援に活用します。〔出資法人〕 

 

 
    ・研究開発プロジェクト申請件数 

 平成 26年度 ６件 → 平成 27年度か

ら平成30年度までに28件 

 ② 第三期中期経営計画での目標の達成〔出資法人〕 

 

第三期中期
経営計画の
策定 

 
   

 

中期経営計画に基づく取組の実施 

支援、申請 

 

出資法人の検討等への積

極的参加・協力 



　財務諸表等へのリンク
http://www.shigaplaza.or.jp/about/

　行政経営方針実施計画の記述

4 公益財団法人 滋賀県産業支援プラザ 

出資法人の基本的な方針  

平成26年度末に策定する「第三期中期経営計画」（計画期間：平成27年度～平成31年度）に基づき、外部資金等の獲得その他の効率的な運用を推進します。 

具体的な取組内容 (平成 26 年度)  
平成27 年

度 
平成28 年

度 
平成29 年

度 
平成30 年

度 
目 標 

① 国等の外部資金や補助金、助成金等の積極的な獲

得に努め財務基盤の安定を図るとともに、中小企業

等の支援に活用します。〔出資法人〕 

 

 
    ・研究開発プロジェクト申請件数 

 平成 26年度 ６件 → 平成 27年度か

ら平成30年度までに28件 

 ② 第三期中期経営計画での目標の達成〔出資法人〕 

 

第三期中期
経営計画の
策定 

 
   

 

中期経営計画に基づく取組の実施 

支援、申請 

 

出資法人の検討等への積

極的参加・協力 

http://www.shigaplaza.or.jp/about/

