
経営概要書

法人名：

１ 法人の概要

２　H27年度事業実績

＜事業目標＞

３　組織
①役員数(H28.7.1現在)　 (単位:人) ②職員数(H28.4.1現在)※ (単位:人)

区　分

正職員

常勤 支給対象者 内、県退職者 平均年齢

内、県退職者 （H27年度） 出向職員 歳

内、県職員 人 　 内、県職員 平均勤続年数

非常勤 平均年齢 臨時・嘱託 年

内、県退職者 歳 内、県退職者 平均年収

内、県職員 平均報酬年額 計 （H27年度）

計 （H27年度） 内、県関係者 千円

内、県関係者 千円

③理事会回数
平成26年度 平成27年度

４　財務
①正味財産増減計算書  (単位:千円) ②貸借対照表  (単位:千円)

経常収益 流動資産
固定資産

資産計
受託事業収益 流動負債
自主事業収益 短期借入金

固定負債
その他の収益 長期借入金

経常費用 負債計
事業費 指定正味財産
管理費 うち基本財産充当額

一般正味財産
当期経常増減額 うち基本財産充当額

経常外収益 正味財産計
経常外費用 負債・正味財産計

当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額 (単位：千円)
当期指定正味財産増減額
当期正味財産増減額合計

※要支給職員なし
＜主な経営指標＞

経常収支比率 経常収益÷経常費用×100
流動比率 流動資産÷流動負債×100
自己資本比率 正味財産計÷負債・正味財産計×100
有利子負債比率 有利子負債÷正味財産計×100

※端数処理の関係で増減が一致しないことがある。
５ 県の財政的関与の状況  (単位:千円)

補助金
委託費
指定管理料

貸付金
損失補償
その他の財政支出（基金等）

事業概要 ○情報収集提供事業　○技術指導・移転事業　○啓発研修事業　○依頼試験事業

25.2%

事業に関連する
法令、県計画

第２期ふるさと秋田元気創造プラン、秋田県林業・木材産業構造改革プログラム

○情報収集提供事業：情報紙発行3回、HPの運用（アクセス数5,234件）　○技術指導移転事業：技術相談85件、現地指導5社、乾燥技術指導
5社、企業訪問115社　○啓発研修事業：公開講演会開催1回、技術研修会開催2回　○依頼試験等事業：依頼試験67件
H28.3.23の理事会で経営改善アクションプランを承認した。

項　目 区分 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

所在地 能代市字海詠坂１１番地の１ 設立年月日 平成4年9月17日
電話番号 0185-52-7000 ホームページ http://www.mokusui.jp

設立目的
木材高度加工研究所の研究成果を、木材業界へ円滑に移転するための機関として、秋田県、能代市、秋田県木材産業協
同組合連合会等の出捐により平成4年9月17日設立。平成7年4月研究所開所時に､同研究所内に併設｡平成25年4月公益財団
法人に移行。

公益財団法人　秋田県木材加工推進機構 （公益１０）

代表者職氏名 代表理事　網　幸太 所管部課名 農林水産部林業木材産業課

合計 600,000 100.0%

秋田県木材産業協同組合連合会 21,000 3.5%
その他２２９団体 128,000 21.3%

主な出資
（出捐）者

出資（出捐）者名 出資（出捐）額(千円) 出資（出捐）比率（％）
秋田県 300,000 50.0%
能代市 151,000

依頼試験件数（件）
目標 70 50 60 70
実績 57 56 67 －

企業訪問・指導件数（件）
目標 120 100 88 110
実績 121 116 125 －

顧客満足度指数
目標 85 85 85 85
実績 91 90 92 －

理　事 監　事 評議員
役員報酬

区　分 H27 H28
正職員

H27 H28 H27 H28 H27 H28

2(1) 2(1)

1 1

－

1 1 － 2(1) 2(1)

4 4 －

2 2 －

7 7 2 2 4 5

1 1 6(1) 6(1)

2(1) 2(1)

4 4

区　　分 平成26年度 平成27年度 区　　分 平成26年度 平成27年度

－

3 3 1 1 －

8 8 2 2 4 5

※役員と職員を兼ねている者の人数は、役員と職員の両方に計上し、職員数には括弧
（内数）で表示している。

18,051 19,715 6,393 4,182
基本財産・特定資産運用益 9,553 9,123 665,114 732,156
受取会費・受取寄附金 50 20 671,507 736,338

1,577 1,070 489 521
6,189 8,182

受取補助金・受取負担金 1,927 4,822

17,919 17,710 664,970 732,012
4,022 4,166 664,970 732,012

△ 1,245 △ 3,502
21,941 21,876 489 521

人件費(事業費分含む) 17,361 16,553 6,048 3,805
△ 3,890 △ 2,161

△ 82 △ 82
△ 3,972 △ 2,243

29,229 67,042

671,018

退職給与引当状況
要支給額 引当額

735,817
82 82 671,507 736,338

引当率(%)
25,257 64,799 0 0

項　目 算　式 平成26年度 平成27年度 H26-27増減※

82.3% 90.1% 7.9

年度末残
高

年間支
出

0 0
1,577 433 乾燥技術力向上支援事業

区　分 平成26年度 平成27年度 支出目的・対象事業概要等

1307.4% 802.7% △ 504.7
99.9% 99.9% 0.0
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経営評価表

法人名：

Ⅰ 自己評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅱ 所管課評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅲ 外部専門家のコメント

Ⅳ 委員会評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅴ 前年度委員会評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

評価結果を受けて実施した経営健全化に向けた取組（概要）

　昨年１２月に経営改善に重点的に取り組むべき法人として県から選定されたことを受け、経営改善アクションプランを作成し、平成
２８年度はこのプランに基づいて事業を実施する。具体の取り組みとして、収益増加を図るため、収益事業に新たに「木材に関する
調査・研究」、「木製構造物の劣化診断等」の２業務を追加した。また、公的研究事業への役務提供業務に関わる入札参加資格を取
得した。さらに、公益目的事業の補助金を活用し、当該事業会計の収支を改善するため、ファンド事業等への応募を行っている。
　また、引き続き関係各所へのDM等によるPR等を行い、木材に関する性能試験業務の依頼の掘り起こしに努めていく。

B

　経常ベースでの収支均衡
は出来なかったものの、評
価損益等調整前当期経常増
減額が５年ぶりにプラスと
なった。

・主に依頼試験事業及び事業費補助金の増加に伴い、投資有価証券売却損△3,502千円を除いた実力ベース
の経常増減額は1,340千円で黒字となった。しかし、前期と比較すると、自主事業の依頼試験事業は2,025千
円の増加としているものの、事業費補助金は2,895千円の増加となっており、当該補助金の増加により実力
ベースの経常増減額は黒字化していると言える。
・また、剰余金である一般正味財産残高は平成28年3月末で3,805千円と減少し、指定正味財産に食い込む可
能性が依然として高い。
・経営改善アクションプランの取り組みが平成28年度より本格的にスタートするのでその推移を見守りた
い。

A

三セクの行動計画では、
県が実施すべき事業を主
たる事業とする法人に位
置付けられている。秋田
県林業・木材産業構造改
革プログラムの木材産業
分野における関連事業を
実施しており、県施策に
おける協働事業体として
の役割は大きい。

B

常勤役職員はいるもの
の、職員は正職員ではな
い。充て職として評議員
１名がいる。

A

事業目標はすべて達成して
おり、適切と認められる。

B

A

　木高研の研究成果の円
滑な移転、企業への技術
情報の提供や相談対応な
ど県が行うべき事業を補
完して実施し、公共的役
割を果たしている。
　なお、現在県からは２
名の職員が派遣されてい
る。

A

A

木材の需要拡大に対応す
るため、木高研の研究成
果の普及、技術指導及び
県の木材関連施策を推進
する公的役割を果たして
いる。今後も県や木高研
との連携強化を図りなが
ら、業界が必要とする情
報や技術の普及指導等に
努めていく。

A

理事会は必要数開催さ
れている。常勤の役員
及び技術専門職員が配
置され、運営は支障な
く執り行っている。 A

B A C

（公益１０）

目標値を設定し事業を実
施しているが、いずれも
が目標を上回っている。
また顧客満足度も高い数
値になっており、今後も
機構事業の活用をＰＲし
ながら業界に役立つ事業
を実施する。

B

投資有価証券売却損によ
り経常収支はマイナスで
あったが、収益事業の確
保や経費等の削減により
事業の実力ベースでは、
５年ぶりにプラスとなっ
た。今後更に経営の安定
化に向けて努力する。

有価証券の売却損を除いた
経常収益はプラスであり、
財務状況に改善の傾向が見
られる。基本財産の取崩と
いう事態を避けるために
も、今後は経営状況のさら
なる改善と安定化のため、
依頼試験に加え、木製構造
物の劣化診断等の新たな事
業の実施による収益増が求
められる。

B

　各役員会は必要回数を
開催している。役員及び
プロパーではないものの
職員も常勤し、必要な職
務に対応できる配置もな
されている。
　なお、現在１名の充て
職者が就任している。

A

　顧客満足度調査、各種
事業で目標設定をしてお
り、その数値目標を達成
している。

公益財団法人 秋田県木材加工推進機構
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