
場所・物量等 使用目的等 金        額
(流動資産)

  現金預金 手元保管 運転資金として 1,181,885

  当座預金・りそな銀行大阪公務部 運転資金として 17,702,136

    

    普通預金・りそな銀行大阪公務部 運転資金として 290,189,155

普通預金・りそな銀行大手支店 1,284,421,310

    普通預金・三井住友銀行大阪公務部 6,457,740

    普通預金・三菱東京UFJ銀行大阪公務部 23,147,752

    普通預金・みずほ銀行大阪支店 29,648,155

    普通預金・近畿大阪銀行本店営業部 22,230,404

    普通預金・関西アーバン銀行本店営業部 15,899,049

    普通預金・池田泉州銀行堺筋支店 7,106,363

    普通預金・大正銀行本店営業部 1,750,339

    普通預金・京都銀行大阪支店 3,580

    普通預金・信金中央金庫大阪支店 12,015

    普通預金・大阪シティ信用金庫中之島支店 19,252

    普通預金・ゆうちょ銀行大阪東支店 96,768

    普通預金・三菱東京UFJ銀行上海支店 2,209,918

定期預金・池田泉州銀行堺筋支店 75,000,000

定期預金・大阪シティ信用金庫中之島支店 75,000,000

  割賦設備 割賦設備平成18年度～平成25年度 公2:設備貸与事業における割賦販売債権 6,036,847,200

    

  リース投資資産 ﾘｰｽ資産平成19年度～平成25年度 公2:設備貸与事業におけるリース債権 314,382,080

    

  未収金 設備貸与事業 公2:設備貸与事業における未収金 45,646,858

  施設運営事業 収1:施設運営事業における未収金 108,093,063

    その他事業 主に公益目的事業における未収金 178,820,648

    未収補助金等 主に公１:取引振興事業における国からの補助金 39,872,365

未収収益 受取利息 預金・有価証券の経過利息額 96,460,922

割賦損料 公2:設備貸与事業における割賦損料 2,855,076

前払金 大阪府等 平成26年度行政財産使用料等 5,559,000

貯蔵品 郵券・印紙 公益・収益目的、それぞれの事業に使用する資産 348,454

  短期貸付金 CMS大阪府住宅供給公社 その他:CMS事業における貸付金 6,615,601,086

  前払費用 近鉄保険ｻｰﾋﾞｽ㈱等 主に収1:施設運営事業における平成26年度の火災保険 2,828,449

  仮払金 弁護士　 係争中の訴訟費用の未精算分 260,000

    

  未収消費税等 東税務署 確定消費税還付額 9,816,200

    

貸倒引当金 公2:設備貸与事業における債権に対する引当金 △ 95,337,230

    

15,214,129,992

(固定資産)

基本財産

  預金 普通預金・りそな銀行大阪公務部 定款において定められた財産であり、運用益を法人 4,419,500

  投資有価証券 第294回大阪府公募公債 会計と公益目的事業の財源として使用 82,153,289

    第312回大阪府公募公債 99,882,500

    第282回大阪府公募公債 99,961,128

    第358回大阪府公募公債 99,604,166

    第328回大阪府公募公債 998,272,000

    第5回大阪府公募公債（20年） 899,854,500

    第118回利付国庫債券（20年） 59,990,250

特定資産

  研究開発型企業振興基金 第287回大阪府公募公債 公益目的保有財産であり、公3:ﾍﾞﾞﾝﾁｬｰ支援投融資 99,837,083

    第311回大阪府公募公債 事業及びフォローアップの財源として使用 299,627,917

第328回大阪府公募公債 499,144,000

ＣＭＳ貸付金 100,000,000

  ベンチャービジネス融資事業基金 普通預金・りそな銀行大阪公務部 公益目的保有財産であり、公3:ﾍﾞﾝﾁｬｰﾋﾞｼﾞﾈｽ支援事業 1,398,000

    の債務保証の履行の財源として使用

    

  ベンチャービジネス投資事業基金 第15回大阪府公募公債 公益目的保有財産であり、公3:ﾍﾞﾝﾁｬｰﾋﾞｼﾞﾈｽ支援事業 699,591,667

    普通預金・りそな銀行大阪公務部 の借入金返済の財源として使用 1,197,000

  金融新戦略事業運営基金 普通預金・りそな銀行大阪公務部 公益目的保有財産であり、公3:金融新戦略事業の事業 13,212,507

    ＣＭＳ貸付金 運営の財源として使用 232,687,917

財　産　目　録
平成26年 3月31日現在

（単位:円）

貸借対照表科目

   流動資産合計



場所・物量等 使用目的等 金        額

財　産　目　録
平成26年 3月31日現在

（単位:円）

貸借対照表科目
  金融新戦略事業支援基金 普通預金・りそな銀行大阪公務部 公益目的保有財産であり、公3:金融新戦略事業の運営 1,765,000

    ＣＭＳ貸付金 の財源として使用 80,000,000

  金融新戦略事業償還積立基金 大阪府出資法人信託受益権 公益目的保有財産であり、公3:金融新戦略事業の将来 19,600,000,000

第279回利付国庫債券 の償還の財源として使用 2,593,232,258

第282回大阪府公募公債 3,419,743,500

第283回大阪府公募公債 3,419,458,500

第284回大阪府公募公債 3,418,290,000

第285回大阪府公募公債 3,418,503,750

第286回大阪府公募公債 3,419,059,500

第287回大阪府公募公債 3,419,016,750

第288回大阪府公募公債 3,420,000,000

第289回大阪府公募公債 1,058,233,333

第294回大阪府公募公債 17,814,211

    普通預金・りそな銀行大阪公務部 77,060,061

  普通預金・三井住友銀行大阪公務部 38,000,000
普通預金・三菱東京UFJ銀行行大阪公務部 4,479,719

普通預金・池田泉州銀行堺筋支店 13,835,152

普通預金・京都銀行大阪支店 10,117,016

    定期預金・近畿大阪銀行本店営業部 7,200,000

    ＣＭＳ貸付金 1,179,756,139

    

  おおさか地域創造基金 大阪府出資法人信託受益権 公益目的保有財産であり、公3:おおさか地域創造ﾌｧﾝﾄﾞ 7,500,000,000

    第306回大阪府公募公債 事業の運営及び、将来の償還の財源として使用 8,997,480,000

    平成19年度第7回大阪市公募公債 1,400,000,000

平成19年度第4回埼玉県公募公債 199,965,000

第460回名古屋市公募公債 1,899,867,000

  国際ビジネス振興積立資産 普通預金・りそな銀行大阪公務部 公益目的保有財産であり、公1:国際ﾋﾞｼﾞﾈｽ支援事業 314,211

    ＣＭＳ貸付金 の財源として使用 49,827,695

    

  設備貸与円滑化積立資産 ＣＭＳ貸付金 公益目的保有財産であり、公2:設備貸与事業において 155,161,396

    将来の債権償却の円滑化のための財源とする

    

  設備投資振興積立資産 ＣＭＳ貸付金 公益目的保有財産であり、公2:設備支援事業の財源として 580,000

    使用

  設備新円滑化積立資産 ＣＭＳ貸付金 公益目的保有財産であり、公2:設備貸与事業において 138,271,080

    将来の債権償却の円滑化のための財源とする

  設備貸与新利用促進積立資産 第300回大阪府公募公債 公益目的保有財産であり、公2:設備貸与事業において 199,708,700

    ＣＭＳ貸付金 割賦損料・ﾘｰｽ料率引下げの財源として使用 28,221,201

  設備貸与納税準備積立資産 大阪府出資法人信託受益権 公益目的保有財産であり、公2:設備貸与事業において 200,000,000

    ＣＭＳ貸付金 消費税の納付の財源として使用 32,748,548

  割賦預り保証金積立資産 大阪府出資法人信託受益権 公益目的保有財産であり、公2:設備貸与事業において 510,000,000

    ＣＭＳ貸付金 568,175,430

    

  ﾍﾞﾝﾁｬｰﾋﾞｼﾞﾈｽ投資事業積立資産 大阪府出資法人信託受益権 公益目的保有財産であり、公3:ﾍﾞﾝﾁｬｰﾋﾞｼﾞﾈｽ支援事業 65,000,000

    第265回大阪府公募公債 の将来の府借入金返済の財源として使用 19,997,983

    普通預金・りそな銀行大阪公務部 2,192,792

普通預金・りそな銀行大手支店 90,279,128

    ＣＭＳ貸付金 48,877,038

  ｴﾝｾﾞﾙﾌｧﾝﾄﾞ投資事業積立資産 大阪府出資法人信託受益権 公益目的保有財産であり、公3:ﾍﾞﾝﾁｬｰﾋﾞｼﾞﾈｽ支援事業 35,000,000

    第265回大阪府公募公債 の将来の府借入金返済の財源として使用 179,981,850

第270回大阪府公募公債 99,942,500

第271回大阪府公募公債 99,959,170

第282回大阪府公募公債 99,962,500

普通預金・りそな銀行大阪公務部 5,438,598

    普通預金・りそな銀行大手支店 100,487,711

    ＣＭＳ貸付金 227,513,304

  金融新戦略事業償還積立資産 普通預金・りそな銀行大阪公務部 公益目的保有財産であり、公3:金融新戦略事業の将来 6,794,384

    ＣＭＳ貸付金 の償還の財源として管理 32,937,838

    

  おおさか地域創造ﾌｧﾝﾄﾞ事業積立資産 普通預金・りそな銀行大阪公務部 公益目的保有財産であり、公3:おおさか地域創造ﾌｧﾝﾄﾞ 319,000

    普通預金・三井住友銀行大阪公務部 事業の助成金の財源として使用 118,281,768

  受入保証金積立資産 ＣＭＳ貸付金 収益目的保有財産であり、収1:施設運用事業の保証金 2,250,000

    返還の財源として管理

  中小企業振興積立資産 普通預金・りそな銀行大阪公務部 収益目的保有財産であり、収1:施設運営事業における 65,000,000

ＣＭＳ貸付金 中小企業振興に寄与する事業の財源として使用 151,484

    



場所・物量等 使用目的等 金        額

財　産　目　録
平成26年 3月31日現在

（単位:円）

貸借対照表科目
  建物改修準備積立資産 普通預金・りそな銀行大阪公務部 収益目的保有財産の建物の改修費用として使用 57,099,437

    普通預金・りそな銀行大手支店 52,000,000

    ＣＭＳ貸付金 198,894,385

  退職給付引当資産 普通預金・りそな銀行大阪公務部 職員の退職給付引当金見合いの引当資産として管理 2,997,653

    普通預金・りそな銀行大手支店 2,045,366

    普通預金・三菱東京UFJ銀行大阪公務部 1,125,630

    ＣＭＳ貸付金 108,345,459

    

    

  建物 延べ床面積24,586.80㎡ 収益目的保有財産であり、収1:施設運営事業及び 1,739,274,005

  外溝面積2,076.97㎡ 法人全体の施策に使用

鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　地下3階地上8階

  建物附属設備 受変電設備他 171,199,218

  

  構築物 排水工事他 7,598,954

  什器備品 クリエイションコア等　ﾌﾟﾚｾﾞﾝ用机他 主に公益目的保有財産であり、公1:取引振興事業で使用 837,952

  電話加入権 クリエイションコア 公益目的保有財産であり、公1:取引振興事業で使用 42,000

  ソフトウエア クリエイションコア 公益目的保有財産であり、公1:取引振興事業で使用 556,500

その他固定資産

  建物附属設備 クリエイションコア　間仕切り壁等 公益目的保有財産であり、公1:取引振興事業で使用 5,733,975

  車両運搬具 自転車 公益目的保有財産であり、公1:国際ﾋﾞｼﾞﾈｽ支援事業で使用 1

  什器備品 駐車場管理システム機器他 主に収益目的保有財産であり、収1:施設運営事業で使用 36,247,109

  電話加入権 西日本電信電話株式会社 公益・収益目的、それぞれの事業に使用する資産 2,635,152

  ソフトウエア 催事システム等 主に収益事業等保有財産であり、収1:施設運営事業等で使用 16,733,745

  敷金 国際ﾋﾞｼﾞﾈｽ支援事業　上海事務所等 主に公益目的保有財産であり、公1:国際ﾋﾞｼﾞﾈｽ支援事業で管理 930,861

  投資有価証券 ﾍﾞﾝﾁｬｰﾋﾞｼﾞﾈｽ直接投資株式 公益目的保有財産であり、公3:ﾍﾞﾝﾁｬｰﾋﾞｼﾞﾈｽ支援事業 331,200

    府ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ投資株式 管理 12,750,000

    ｴﾝｾﾞﾙﾌｧﾝﾄﾞ投資株式 955,640,000

大阪ﾊﾞｲｵﾌｧﾝﾄﾞ投資事業有限責任組合 16,014,223

    

  出資金 大阪シティ信用金庫 公益目的保有財産であり、公2:設備貸与事業で管理 100,000

長期前払費用 火災保険料 収1:施設運営事業における平成27年度～平成29年度相当 5,898,816

会議用画面共有システム委託費用 法人会計における平成27年度～平成29年度相当分 219,503

  長期未収金 設備資金貸付事業 公2:設備資金貸付事業及び設備貸与事業における長期債権 21,795,645

    設備貸与事業 460,798,199

    割賦設備未収損害賠償金 160,391,521

    リース料未収規定損害賠償金 28,682,044

    ﾍﾞﾝﾁｬｰﾋﾞｼﾞﾈｽ支援事業 公3:ﾍﾞﾝﾁｬｰﾋﾞｼﾞﾈｽ支援事業における求償債権 139,996,119

    ﾍﾞﾝﾁｬｰﾋﾞｼﾞﾈｽ融資事業 124,052,804

    国ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ投資事業 55,057,520

    金融新戦略成長性融資A型 公3:金融新戦略事業における求償債権 1,092,723,748

金融新戦略成長性融資B型 15,640,572

  貸倒引当金 設備貸与事業 公2:設備貸与事業における債権に対する引当金 △ 361,227,696

    ﾍﾞﾝﾁｬｰﾋﾞｼﾞﾈｽ支援事業 公3:ﾍﾞﾝﾁｬｰﾋﾞｼﾞﾈｽ支援事業における求償債権に △ 139,996,119

    ﾍﾞﾝﾁｬｰﾋﾞｼﾞﾈｽ融資事業 対する引当金 △ 90,047,303

    国ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ投資事業 △ 22,411,760

    金融新戦略事業成長性A型 公3:金融新戦略事業における求償債権に対する △ 274,434,251

    引当金

    

80,693,357,809

95,907,487,801

 (流動負債)

  短期借入金

    （公財）大阪府保健医療財団 その他：CMS事業における調達資金 120,000,000

(公財）大阪府育英会 100,000,000

    (一財）大阪府みどり公社 201,000,000

    (公財）大阪府漁業振興基金 400,000,000

    (公財）大阪府都市整備推進センター 1,109,300,000

    堺泉北埠頭㈱ 200,000,000

    (一財）大阪府タウン管理財団 4,060,000,000

   固定資産合計

     資産合計



場所・物量等 使用目的等 金        額

財　産　目　録
平成26年 3月31日現在

（単位:円）

貸借対照表科目
    (公財）大阪府文化財センター 30,000,000

    りそな銀行大阪公務部 公3:金融新戦略事業における事業資金の債務 8,400,000,000

    三井住友銀行大阪公務部 8,300,000,000

    三菱東京UFJ銀行大阪公務部 8,300,000,000

  １年内返済予定長期借入金 大阪府 公2:設備貸与事業における事業資金の債務で平成26年 944,606,000

    日本政策金融公庫 内に返済予定債務 436,050,000

    池田泉州銀行堺筋支店 138,120,000

    大阪シティ信用金庫中之島支店 138,120,000

  未払金 割賦設備 公2:設備貸与事業における割賦設備購入債務 545,390,000

    ﾘｰｽ設備 公2:設備貸与事業におけるﾘｰｽ設備購入債務 21,000,000

    その他事業 主に収１:施設運営事業における債務 323,655,976

  未払費用 支払利息 公益目的事業における借入金にかかる経過利息 6,380,517

    法定福利費 職員の社会保険料 3,034,240

前受金 展示場使用料 収益:施設運営事業における、事業収益の前受 1,824,120

その他 27,835

  前受収益 金融新戦略事業前受保証料 公2:金融新戦略事業における保証料26年度相当分 4,593,761

    

  預り金 コーディネータ等 源泉所得税 2,266,557

役職員 源泉所得税 549,297

役職員 住民税(職員） 1,106,200

役職員 社会保険料 180,559

    設備貸与事業預り金 公2:設備支援事業における企業負担の公正証書手数料 575,250

    割賦設備預り金 公2:設備支援事業における割賦契約保証金平成25年度相当額 4,000,000

    その他預り金 67,670,734

    

  仮受金 施設運営事業 主に収１:施設運営事業における仮受金等 96,680

設備貸与事業 35

賞与引当金 職員 公益・収益目的、それぞれの事業に従事する職員の賞与引当金 19,580,154

未払法人税等 大阪府・大阪市 法人市・府民税均等割額納付額 70,000

    

33,879,197,915

 (固定負債) 0

  長期借入金 大阪府 公益目的事業にかかる事業資金の借入金 22,229,852,000

    日本政策金融公庫 690,411,000

    りそな銀行大阪公務部 5,810,000,000

    三菱東京UFJ銀行大阪公務部 5,810,000,000

    みずほ銀行大阪支店 2,500,000,000

    三井住友銀行大阪公務部 5,810,000,000

    近畿大阪銀行本店営業部 1,205,000,000

    関西アーバン銀行本店営業部 1,205,000,000

    池田泉州銀行堺筋支店 3,013,600,000

    大正銀行本店営業部 140,000,000

    京都銀行大阪支店 1,000,000,000

    大阪府信用金庫協会 900,000,000

    大阪府信用組合協会 650,000,000

    大阪シティ信用金庫中之島支店 603,600,000

    

  長期前受金 設備貸付事業 公2:設備貸付事業における大阪府損失補償金 28,547,101

    金融新戦略事業 公3:金融新戦略事業における大阪府損失補償金 794,082,165

    

  退職給付引当金 職員 職員の退職金にかかる引当金 143,940,080

    

  受入保証金 施設運営事業 収1:施設運営事業におけるﾚｽﾄﾗﾝﾏｲﾄﾞｰﾑの保証金 2,250,000

  長期預り保証金 割賦預り保証金 公2:設備貸与事業における割賦契約保証金 1,078,175,430

    平成15年度～平成25年度

  長期預り金 機械保険預り金 公2:設備貸与事業の倒産による保険金 12,871,632

    ﾘｰｽ保険預り金 1,890,996

    研究開発等促進保険預り金 公3:創造的中小企業創出支援事業における信用保険預り金 27,563,760

    

  金利スワップ 金融新戦略事業 公3:金融新戦略事業における資金運用のリスク対策として 44,087,876

53,700,872,040

87,580,069,955

8,327,417,846

   流動負債合計

   固定負債合計

     負債合計

     正味財産


