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公益財団法⼈⼤阪産業振興機構

1 中期経営計画の策定について

２

当法⼈は、マイドームおおさかの建設・運営主体である(財)⼤阪中央地場産業振興センターとして、昭和59年7⽉に設⽴され、
以後、同じく府内の産業振興等を⽬的とする法⼈との累次の統合を経たうえで、平成24年4⽉、公益財団法⼈に移⾏した。

この間、⼤阪府の財政再建プログラム案(平成20年度）に基づく⼀部事業廃⽌や、府職員派遣の全廃(平成22年度）など、
当法⼈の経営環境が変化する中、平成22年6⽉、初の中期経営計画（当初期間:H22〜24年度)を策定した。
以来、府内中⼩企業の期待にそれまで以上に応え得る⽀援機関となることをめざし、公益事業の活性化に取り組むとともに、中

⻑期的な観点から、財務基盤の強化を図るべく、収益事業（マイドームおおさか）の収益性の向上に注⼒してきた。

この結果、販路開拓⽀援を中核とする公益事業の実績はこれまで概ね堅調に推移し、法⼈財務基盤の中核を担うマイドーム
おおさかの収⽀も改善が図られてきたが、初の中期経営計画の策定から6年近くが経過しようとする現在、職員の⾼年齢化といっ
た組織・⼈員⾯の課題や、公益事業の効果的実施、収益事業の収益性の安定化といった事業運営⾯でのさらなる取組みが求
められるところである。

⼤阪府・⼤阪市においては、当法⼈を含め、法⼈統合の議論を進めており、当法⼈の中期経営計画については、⼤阪府市統
合本部会議(当時)が平成24年6⽉に⽰した基本的⽅向性（公益財団法⼈⼤阪市都市型産業振興センターとの統合〔※1〕) 
を踏まえ、平成25〜26年度は成果⽬標値の設定期間の延⻑のみ、さらに27年度は策定を中断し年度計画による対応とした経
過がある。

今般、公益事業における中⼩企業⽀援ｻｰﾋﾞｽの維持・向上、それら公益事業部⾨や法⼈管理部⾨を⽀える収益事業部⾨
それぞれが取り組むべき今後の⽅向性を明らかにし、役職員が課題認識と取り組むべき⽅向性を共有のうえ、⼀丸となって、公益
財団法⼈としての責務を果たしていく必要があることから、平成28〜30年度を期間〔※2〕とする、新たな中期経営計画を策定する。

マイドームおおさか

※1  法⼈統合関係：今後、法⼈統合の議論が進捗したときは、本中期経営計画を⾒直す。
※2 計画期間：中⻑期的な観点から基本的に3年間としている。とりわけ、⾦融新戦略や地域創造ﾌｧﾝﾄﾞ等の

府関連事業(時限付き事業）が終息する平成30年度末が⼤きな区切りの時期となることから、
平成28年度から30年度の3年間に設定するもの。



公益財団法⼈⼤阪産業振興機構

1 基本的考え⽅

名 称 ：公益財団法⼈ ⼤阪産業振興機構
所 在 地 ：⼤阪市中央区本町橋２－５
設 ⽴ ：昭和59年７⽉10⽇（（財）⼤阪中央地場産業振興センターとして設⽴）
⽬ 的 ：府内における産業振興のための事業を⾏うことにより、地場産業をはじめとする中⼩企業の健全な育成及び

発展に貢献し、もって活⼒ある地域経済社会の形成、地域住⺠の⽣活向上及び福祉の増⼤に寄与する。
（定款第３条）

基本財産：23億4,218万円（うち⼤阪府の実質的な出捐 19億5,600万円）
組 織 ：5部6課体制で運営、上海に海外事務所を設置
役 職 員 ：役員9名（うち常勤役員2名）、職員69名(うち常勤職員61名）〔H28.1.1現在〕

(公財)
⼤阪産業振興機構

H11.4
統合

H元.4
統合

H13.4
統合

H20.8
統合

公益財団法⼈に移⾏(財)⼤阪中⼩企業
振興センター

(財)⼤阪府中⼩企業
振興協会

(財)⼤阪府研究開発型
企業振興財団

(財)⼤阪中央地場
産業振興センター

(財)⼤阪中⼩企業
情報センター

(財)⼤阪府中⼩企業
設備合理化協会

(財)⼤阪府下請企業
振興協会

(社)⼤阪国際ビジネス
振興協会（IBO）

(財)⼤阪産業振興機構
H24.4

３

【参考1】 法⼈のプロフィール

■ 変遷



公益財団法⼈⼤阪産業振興機構

1 基本的考え⽅

区分 主な事業 事業内容（⽀援対象は府内中⼩企業者）

公
益
事
業

販路開拓⽀援
(ものづくり企業
対象)

個別マッチング

取引あっせん 受注・発注を希望する登録企業の情報(⽣産設備等)をもとに、発注案件毎に受注企業を紹介

ものづくりB２Bネットワーク 発注を希望する企業の案件に対応できる受注企業を、⾦融機関のﾈｯﾄﾜｰｸを通じ探索・ﾏｯﾁﾝｸﾞ

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ 技術等の課題解決やﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ構築をｱﾚﾝｼﾞしﾏｯﾁﾝｸﾞを⾏う伴⾛型のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ⽀援

オープンイノベーション 専⽤WEBｻｲﾄ等を活⽤し、新製品開発等で技術課題ﾆｰｽﾞを持つ企業と、課題解決策を持つ
企業とのﾏｯﾁﾝｸﾞを実施

展⽰商談会

マイドームビジネスフェスタ 府内ものづくり企業を中⼼に関連業種が⼀堂に会する中⼩企業の総合展⽰商談会

⼤規模企業商談会 優れた技術等を有する府内中⼩企業と⼤⼿企業との商談会

広域個別商談会 府内外の発注希望企業と下請企業(取引あっせん登録企業）との商談を、個別に事前ｾｯﾃｨﾝｸﾞ
する近畿・四国地域⽀援機関との合同商談会

国際ビジネス
⽀援

国際ビジネスサポートセンター(BSC)運営 海外取引に関する相談対応（情報提供等）とWEBによる製品情報の発信等

BSC機能と連携した各種⽀援事業 国外展⽰商談会への出展等⽀援(最重点地域(東南ｱｼﾞｱ/中国)、国内商談会の開催・参画等

海外拠点の管理運営（上海事務所） 中国における府内中⼩企業のビジネス⽀援拠点となる上海事務所の管理運営

資⾦⽀援

⼩規模企業者等設備貸与 ⼩規模企業者等が必要とする事業⽤設備を購⼊し、⻑期かつ低利で割賦販売⼜はﾘｰｽを実施

公⺠連携スキーム
(基⾦造成等)
による資⾦⽀援
〔時限付き事業〕

おおさか地域創造ファンド 地域資源（技術・⼈材等）を活かした新事業や創業等に対する助成

ベンチャー投融資⽀援 ﾍﾞﾝﾁｬｰ企業に対する投融資 〔新規取扱終了〕、エンゼルファンド事業

中⼩企業等⾦融新戦略 新たな融資⼿法（成⻑性評価等）による資⾦供給〔新規取扱終了〕

その他(国委託) よろず⽀援拠点事業 (H26年度〜) 多様な経営課題に対する相談等を実施（名称:⼤阪府よろず⽀援拠点）

収益事業 マイドームおおさかの管理運営 マイドームおおさか（展⽰場・会議室）の貸館業務

その他事業 出資法⼈ｷｬｯｼｭﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ(CMS)の管理運営 府出資法⼈間の資⾦融通ｼｽﾃﾑ統括業務(運⽤希望法⼈から資⾦を預り、借⼊希望法⼈へ資⾦を貸付）

⼤阪府の中核的な中⼩企業⽀援機関として、府との密接な連携・協⼒のもと、販路開拓⽀援等の中⼩企業ニーズに対応した様々な
⽀援サービス（公益事業）及びマイドームおおさかの貸館事業（収益事業）に取り組んでいる。

４

【参考2】 法⼈の事業概要



公益財団法⼈⼤阪産業振興機構
５公益財団法⼈⼤阪産業振興機構

２ 現⾏計画の総括（⽬標に対する実績評価等）



公益財団法⼈⼤阪産業振興機構 ６

2 現⾏計画の総括（⽬標に対する実績評価等）
（1）事業⾯（公益事業・収益事業）
● 平成22年6⽉、当法⼈は初の「中期経営計画」を策定（平成

25年度に改定）し、次に掲げる基本⽅針のもと、産業振興の⼀
翼を担う公益財団法⼈として、中⻑期的な観点から、その役割を
着実に果たすとともに、法⼈の経営基盤の強化に向けて、取り組
んできた。

〔これまでの基本⽅針〕（前中期経営計画）
① 販路開拓⽀援等の公益事業の充実・強化
② 収益事業の充実・拡⼤による経営の安定、中⼩企業向け

⽀援事業の拡充等

● 平成24年4⽉、公益財団法⼈に移⾏後、新たな⾃主事業を
開始。その定着・充実に努めるなど、積極的に公益事業を展開。

● また、この間、⼤阪府からの運営補助⾦の廃⽌や⼟地（府有
地)借上料の減額廃⽌への対応を含め、法⼈の⾃⽴的な運営を
確⽴するため、収益事業の収益性向上など、財務基盤強化のた
めの取組みに注⼒。

● これまで「中期経営計画」や「年度計画」に掲げた取組み
を着実に⾏ってきた結果、府からの職員派遣の廃⽌や運
営補助⾦の廃⽌等があった中にあって、中核事業に据えた
販路開拓⽀援を中⼼に、事業実績は概ね堅調に推移。

● 公益財団法⼈移⾏後の⾃主事業の創設、他の⽀援機関との
連携実施等の取組みによって、⽀援実績は⼤幅に増加。現計画
に掲げた⽬標を⼤幅に上回った。

販路開拓⽀援

● 国際ﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ(BSC)との連携事業（H24年度〜海
外出展⽀援）の実施等により、⽀援実績は増加傾向にあり、現
計画に掲げた⽬標を達成。

国際ビジネス⽀援

● 東⽇本⼤震災後の設備投資の減少や、国の実施する、いわゆ
る「ものづくり補助⾦」への需要のシフト等により、ここ数年、現計画
の⽬標値を下回ったが、PR強化等の取組みや信⽤保証付融資と
は別枠の資⾦調達⽅策として、事業実績は⼀定⽔準を維持。

設備貸与

● 経済情勢の変化、近隣類似施設との競合等によって、平成24
年度、25年度は収⽀⾚字となったが、その間も、⾸都圏営業や多
様な催事誘致など積極的な営業と経費節減等に取り組んできた。
その結果、平成26年度以降、年度経営計画の最重点⽬標に

掲げた収⽀⿊字化の⽬標を達成。

マイドーム運営管理

■ 主要領域毎の実績評価
〔公益事業〕

〔収益事業〕

※取組み内容は「現状・課題」（P11 〜)参照



公益財団法⼈⼤阪産業振興機構

・ 当法⼈が主催する各展⽰商談会における商談件数
・ 取引あっせん事業におけるあっせん（取引紹介）件数

販
路
開
拓
⽀
援

・ 取引あっせん事業における、受注企業紹介件数に対する契約成⽴
件数の割合

※H27年度から成果指標を「新規登録企業数」に変更

事業機会の拡⼤（引合・商談件数） 取引あっせん成⽴⽐率

・ 引合・商談に要する総コストを引合・商談件数で除して算出
〔※年度計画で⽬標設定〕

2 現⾏計画の総括（⽬標に対する実績評価等）

7

【参考1】 現⾏計画に掲げた公益事業にかかる成果指標の実績推移

引合・商談件数１件あたりのコスト 受発注新規登録企業数

※H27年度から成果指標に設定（H22〜26は参考記載）

※H27年度は⾒込み値
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国
際
ビ
ジ
ネ
ス
⽀
援

・ ビジネスサポートセンター(BSC)における相談対応件数
・ BSC連携事業(国内外展⽰商談会出展⽀援等）の商談件数
・ 上海事務所との連携による⽀援件数（中国現地サポート） 等

海外取引⽀援件数

2 現⾏計画の総括（⽬標に対する実績評価等）

BSC
相談件数

国内外
展⽰商談会
商談件数

中国(上海)
サポート

海外引合情報
提供

848件 880件 772件 264件

◇ 参考：H26年度海外取引⽀援件数（2,764件）の内訳

8

設
備
貸
与

設備貸与事業費額

・ 設備貸与事業の割賦販売・リース実⾏総額

⻑期未回収⾦回収額

・ ⻑期未回収先（1年超にわたる回収不能、債権区分が破綻懸念先・
実質破綻先・破綻先の未回収）からの回収額 〔※年度計画で⽬標設定〕

【参考1】 現⾏計画に掲げた公益事業にかかる成果指標の実績推移 ※H27年度は⾒込み値
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2 現⾏計画の総括（⽬標に対する実績評価等）

年度 H22 H23 H24 H25 H26 H27
(⾒込)

件数 227 261 253 258 269 299
うち新規催事件数 50 66 48 53 73 45

リピート率 78.0 74.7 81.0 79.5 72.9 84.9

（件、%）◇ 展⽰場の利⽤

年度 H22 H23 H24 H25 H26 H27
(⾒込)

件数 638 793 872 1,115 1,150 1,194

◇ 会議室の利⽤ （件、%）

9

事業収益の推移事業収益の推移

年度 H22 H23 H24 H25 H26 H27
(⾒込)

展⽰場事業収益 5.43 5.00 4.79 4.97 5.32 5.76

会議室事業収益 0.52 0.48 0.33 0.40 0.42 0.47

駐⾞場事業収益 0.58 0.57 0.63 0.60 0.61 0.65

（億円）◇ 事業収益の内訳（主なもの）

【参考2】 現⾏計画に掲げた収益事業（施設(マイドームおおさか)運営事業）にかかる成果指標等の実績推移

※建物管理事業収益を除く

〔参考〕 施設稼働率の推移等
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2 現⾏計画の総括（⽬標に対する実績評価等）
（2）運営⾯

H22 H23 H24 H25 H26 H27
(⾒込) H22⇒H27

収益（施設運営）事業
当期経常増減額 (注1） 0.79 0.40 ▲0.32 ▲0.13 0.54

＜0＞
0.89

＜0.3＞ +0.1

収益（施設運営）事業から
公益事業等への繰出し (注1) 0.58 0.96

＜1.18＞
1.29

＜1.29＞
1.06

＜1.62＞ 1.25 1.35 +0.77

収益（施設運営）事業
⼀般正味財産増減額 0.22 ▲0.56 ▲1.61 ▲1.24 ▲0.71 ▲0.42 ▲0.64

収益（施設運営）事業
⼀般正味財産残⾼ 24.6 24.1 22.5 21.2 20.5 20.0 ▲4.6

借⼊⾦残⾼（⻑期＋短期）
(注2）

879.8
(703.2)

861.1
(707.3)

861.7
(711.1)

844.4
(703.5)

848.4
(708.4)

394.0
(212.0)

▲485.8
(▲491.2)

府から受け⼊れた補助⾦等
(注3） ２.74 2.45 2.00 1.87 1.95 2.04 ▲0.7

（注1)  ＜ ＞内は、⼤阪府指定出資法⼈評価等審議会の承認を得た成果⽬標値
（注2）（ ）内は、このうち特定資産（基⾦等）として機構内に償還財源が確保されている額。
（注3）府から当法⼈に対する補助⾦、負担⾦の合計額。（⼩規模企業者等設備貸与事業円滑化補助⾦を除く）

（億円）■ 主な財務指標の推移

● 当法⼈が、産業振興の⼀翼を担う公益財団法⼈としての役割を着実に果たしていくためには、経営基盤、とりわけ財務基盤の強化が必要
不可⽋である。府からの運営補助⾦やマイドームおおさかの底地（府有地）の減額措置が廃⽌される中、現計画において、施設(マイドーム
おおさか）運営事業の収益性の向上等に注⼒し、法⼈財務基盤の強化を通じて運営⾃⽴化に取り組んできた。

● 収益事業は、平成26年度に2期連続の⾚字から脱却し、27年度には、ピーク時(H24年度▲0.32億円)と⽐較し、約1億円の経常増
減額の改善を実現する⾒込み。また、府からの補助⾦等が縮⼩基調にある中、毎年度、収益事業から1億円以上を公益事業等へ繰出し
ているが、27年度は収益事業の⼀般正味財産減少額を約0.42億円まで改善できる⾒込みであり、当法⼈財務の中核を担う収益事業
の収⽀改善が図られている。
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３ 現状と課題
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（1）事業⾯（公益事業）
■公益事業

● 府内中⼩企業者の事業機会の拡⼤を⽀援するため、法⼈⾃主事業・
補助事業の総合的な展開（個別ﾏｯﾁﾝｸﾞ事業・展⽰商談会の充実強化
等）を通じ、販路開拓⽀援全体としての事業実績は⼤幅に増加。

販路開拓⽀援
現状（これまでの取組み）

◇ 個別ﾏｯﾁﾝｸﾞ事業
登録制による即時・短期のﾏｯﾁﾝｸﾞﾆｰｽﾞに
対応する「取引あっせん」のほか、企業ﾆｰｽﾞ
に対応した以下の事業を実施
・ B2Bネットワーク(21年度〜)
・ ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ(24年度〜)
・ ｵｰﾌﾟﾝｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業(24年度〜)★

◇ 展⽰商談会
従来の⼤企業との⼤規模企業商談会、
広域個別商談会に加え、以下の展⽰商
談会を開催
・総合型「ﾏｲﾄﾞｰﾑ・ﾋﾞｼﾞﾈｽ・ﾌｪｽﾀ」

(H24年度〜)★
・連携・ﾃｰﾏ型展⽰商談会(H25年度〜)

● 国際ﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ(BSC)における各種相談等の⽀援に注⼒。その
過程で収集した企業ﾆｰｽﾞを踏まえ選定した最重点地域との国内外展⽰
商談会への出展等の⽀援（BSC連携事業)を通じ、海外取引⽀援全体
としての事業実績は⼤幅に増加。

国際ビジネス⽀援

（★印:⾃主事業）

最重点地域を選定
（BSC⽀援をもとに）

東南アジア
（ベトナム）

現地で展⽰商談会を実施
（H24年度〜）

中国 中国（上海）ﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄ
（上海事務所対応）

▼BSC連携事業の展開（★⾃主事業）〜最重点地域の選定

課題（改善の⽅向性）

● 実績をあげてきた現⾏の取組みを基本としつつ、
⽀援サービスの維持・向上に向けて、次の観点か
らさらなる改善⽅策を検討していく必要がある。

▼経営資源の活⽤
・ 個別ﾏｯﾁﾝｸﾞ事業では、幅広い知⾒とﾈｯﾄﾜｰｸを有す
る⽀援⼈材(約35名)が活躍しているが、事業間の情
報交流機能が⼗分とは⾔えない。

・ 職員や⽀援⼈材が経験に基づき培ってきた⽀援ﾉｳﾊｳ
を引き継いでいくための体制が整備できていない。

▼他の産業⽀援機関等とのさらなる連携
・ 前中期計画に基づき⽀援機関間の連携を進めたが
展⽰商談会の共催・協⼒など、連携先が⼀部の⽀援
機関に⽌まっている。

● 当⽀援部⾨の前⾝・旧IBOから引継いだ⾃主
事業財源の減少を踏まえると、実績をあげてきた
現⾏の取組みを基本としつつも、当法⼈として
出来うる最適な⽀援ｻｰﾋﾞｽの構成・提供について
検討していく必要がある。
▼⽀援の特⾊の明確化
・ 他の同種⽀援機関との棲み分け、同時にさらなる連
携強化を念頭においた⽀援機能の適宜⾒直し
→ 先⾏検討により、「海外引合情報web提供事業」

(H26実績264件）の27年度末の廃⽌を決定

▼ 多様なビジネス機会の提供
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■ その他の公益事業：時限付き府関連事業にかかる借⼊⾦の確実な償還等

事業名 借⼊⾦
残⾼

（事業原資）
借⼊先

償還
期限

ベンチャー⽀援事業 約9億円
⼤阪府 H28.3⽉

エンゼルファンド事業 20億円

中⼩企業等
⾦融新戦略事業

236.4億円 ⾦融機関（12⾏）
H28.3⽉

250億円 ⼤阪府（単年度貸付）
⾦融機関（3⾏/期越え資⾦)

おおさか
地域創造ﾌｧﾝﾄﾞ事業

162億円 ⼤阪府
＊うち中⼩機構160億円 H29.9⽉

38億円 ⾦融機関（9⾏）

終期を迎える事業にかかる借⼊⾦の確実な償還に向けて財源を確保するなど、円滑な収束に向けた対応を着実に実施。

課題（改善の⽅向性）

● 本中期計画期間中に償還期限を迎える「おお
さか地域創造ファンド事業」にかかる借⼊⾦の確実
な償還。

● ベンチャー⽀援や⾦融新戦略の事業実施に伴
い取得した債権の回収等事務の早期終結（費
⽤対効果）

● 事業の収束を⾒通した効果的な後継事業の実
現（新たな費⽤負担の回避・低減を含む）

● 設備投資に関わる本制度の利⽤は、景気動向に左右されるものの、信
⽤保証付融資と別枠であることや、利⽤促進のための取組みによって、事
業実績は⼀定⽔準を維持。
▼利⽤促進の取組み
・ 申込から決定までの期間を迅速化（審査会を⽉2回開催）
・ リピーター・設備販売先企業へのアプローチや⾦融機関、商⼯会・商⼯会議所等への広報 等

● 延滞先の経営改善⽀援（よろず⽀援拠点等との連携）や債権回収⾏動の迅
速化（情報⼊⼿後即時訪問、法的⼿段等）、延滞先個々の状況を踏まえたきめ
細やかな対応など、事故防⽌と適切な債権管理を実施。

設備貸与
現状（これまでの取組み） 課題（改善の⽅向性）

● 平成27年度から、商⼯会・商⼯会議所との連
携が求められる制度へ移⾏したことから、今後、経
営⽀援との⼀体的な取組みを⼀層進めていく必
要がある。
※ 根拠法が⼩規模企業者等設備導⼊資⾦助成法から中⼩企

業基盤整備機構法に基づく制度へ移⾏し、努⼒義務として、
商⼯会・商⼯会議所との連携を規定

● 事業実績は⼀定⽔準を維持してきたが、継続
的に⽬標値を達成するまでに⾄っていないため、
利⽤促進に向けた取組みを強化する必要がある。

（1）事業⾯（公益事業）
■公益事業
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（1）事業⾯（収益事業）
■収益事業（施設（マイドームおおさか）運営事業）

現状（これまでの取組み）

● 前計画において、展⽰場稼働率の回復や施設・設備の良好な維持管
理等を課題認識に「公益事業を⽀えるマイドームおおさかの収益向上」に
向けて取り組んできた。

● この間、⼤阪市内中⼼部でのホール新設など、近隣類似施設との競争
環境がさらに厳しさを増す中、⾸都圏営業をはじめとする積極的な営業活
動等によって、施設稼働率は⼀定⽔準を維持。平成26年度の展⽰場稼
働率は65%に近接し、経常収⽀も3年ぶりに⿊字化を達成した。

▼ 収益⼒向上のための主な取組み
◇ 東京⽅⾯を中⼼とした営業活動・情報発信の充実

・東京オフィス（H25.10設置）を拠点とする営業活動
・東京の企画会社等と連携した営業の推進
・Web広告(リスティング広告等)とランディングページの実施(H25〜）

◇ 展⽰場等の利⽤促進に向けた割引制度
・公的産業⽀援機関等に対する減額制度の導⼊（H22〜）
・直前割引(Web申込)や閑散期割引制度の導⼊（H24.H26〜）

◇ 顧客の利便性向上と催事管理等の効率化
・Web予約システム導⼊(H23〜)/催事管理システム導⼊（H24〜）

◇ 利⽤者満⾜度の⾼い施設⽔準の維持
・集客施設として安全性、快適性を維持するための計画的な保全・改修

課題（改善の⽅向性）

● 平成26年度、経常収⽀の⿊字化を達成したが、
公益事業・法⼈会計の財源確保等、法⼈の財務
基盤を維持するには、⿊字の継続が必要不可⽋。

このため、⼀定の成果をあげてきた現⾏の取組み
を継続・強化し、安定した収益額を維持していく必
要がある。

● 施設稼働率の上昇に伴い、連続使⽤（⼤規模
催事の開催等）の予約調整が困難化するなどの
新たな課題が⽣じており、パズルの空きを埋めるが
ごとく、空室・空時間の利⽤を促進するための戦略
的な取組みが求められる。

参考：平成27年10⽉予約状況
（⽩⾊部分が未予約）
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（2）運営⾯
現状（これまでの取組み） 課題（改善の⽅向性）

● 収益事業は、公益事業等への繰出しによって、
平成23〜25年度に約3.4億円の⼀般正味財
産が減少。26年度は⿊字化により、減少額は
0.7億円にまで減少したが、将来にわたり法⼈の
経営基盤を維持していくためには、収益事業の収
益性の維持に継続的に取り組んでいく必要がある。

● あわせて、同繰出額について、公益事業におけ
る⽀援ｻｰﾋﾞｽ提供等とのバランスに配意しながら、
その精査・抑制に努める必要がある。

● その他、資⾦の最適運⽤や⼊札拡⼤、事業
費の精査等の取組み継続など、⼀層の効率的
な運営・事業執⾏に取り組んでいく必要がある。

● 収益事業の収益性の向上に取り組み、公益事業・法⼈会計の財源確
保を図るなど、法⼈の財務基盤の確⽴、維持に注⼒。

このことにより、
・ 法⼈会計の実質的なマイナスには、収益事業等からの繰り⼊れで対応

＊H26年度の「評価損益等調整前当期経常増減額」は△9,116万円余。この財源不⾜に
対応するため、収益事業等から繰⼊れ。

・ 経営基盤としての資産は当⾯安定
＊H26年度末現在の正味財産合計は、86億2,413万円余

● その他、適切な資⾦運⽤による収益確保や⼊札⽅式拡⼤による費⽤
抑制など、財務基盤の安定強化に向けた収⽀両⾯の取組みを推進。

財務⾯

● 当法⼈への府職員の派遣が廃⽌された平成22年度以降、適材適所の
⼈材確保に取り組み、主に、府OB職員を管理ポストに据えるとともに、⽀
援業務の職員には、新たに⺠間⼈材等を任期付職員として採⽤するなど、
組織・⼈員体制を維持しながら、前中期計画に掲げた取組みを推進して
きた。

組織・⼈員⾯

▽参考
・ 任期付職員の採⽤：⾦融・営業・会計等の実務経験者、中⼩企業診断⼠、

公認会計⼠等の有資格者、語学堪能者等
・ 職員構成の現況：50歳以上職員が60％以上、60歳以上職員が管理ポスト

の約80％、H22年度以降採⽤職員が約75％

● 当法⼈運営の中核を担っている中堅職員が少な
く、また、職員の⾼年齢化によって、今後、職員の
⼤量退職(平成36〜40年度の5年間で15名が退職⾒
込)が⾒込まれることから、管理ポスト職員の育成と
職員全体の能⼒のさらなるレベルアップを図っていく
必要がある。

● あわせて、事業・財務に関する改善の⽅向性を
踏まえつつ、引き続き、適切な職員構成と“適財”
な⼈材の増加に向け取り組んでいく必要がある。
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４ 今後の運営⽅針
（事業⾯・運営⾯の取組みの⽅向性と成果⽬標の設定）
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4 今後の運営⽅針（事業⾯・運営⾯の取組みの⽅向性と成果⽬標の設定）

●新たに「収益事業⼀般正味財産増減額」を成果指標に設定
将来にわたる法⼈財務の安定度合いを測る指標を設け、法⼈全体の経営バランスに留意しつつ、公益財団法⼈として、公益事業の成果を求め

ていく。
●よろず⽀援拠点との連携を意識して公益事業を推進

国の委託事業である「よろず⽀援拠点事業」は、毎年度、国が公募し採択を受けるスキームであることから、中期経営⽬標には盛り込んではいな
いものの、⽀援機関等とのﾈｯﾄﾜｰｸ構築が同拠点の役割の⼀つとされていることから、当法⼈の公益事業各部⾨を中⼼に、常に連携・活⽤を意識
し、事業効果の最⼤化に努めていく。

前中期計画における基本⽅針
① 販路開拓⽀援等の公益事業の充実・強化
② 収益事業の充実・拡⼤による経営の安定、中⼩企業向け⽀援事業の充実等

事業実績は堅調に推移しており、経営⽬標を概ね達成
既述のとおり、前中期経営計画に掲げた取組みの⽅向性と、各年度の事業実績等も踏まえ策定する年度計画上の具体

的取組み等を着実に推進してきた結果、当法⼈は、公益事業を中⼼に、収益事業・法⼈管理部⾨とも、事業実績は堅調
に推移しており、概ね経営⽬標が達成できているものと考えている。

こ
れ
ま
で
の
評
価

公益・収益の各事業部⾨とも、これまでの⽅向性、実⾏してきた”具体の取組み“を継承していく。
事業実績（⽬標値）の維持・増加については、相当な努⼒を要する領域（⾼いレベル）に近づい
ていると考えているが、これまでの取組みを⼟台に、法⼈内部の連携(経営資源の再認識・活⽤）
と外部⽀援機関との⼀層の連携強化など、改善の余地があると考えられる取組みを進めることで、
⾼い⽬標レベルを維持していく。

今
後
の
運
営
⽅
針

新たな中期計画における基本⽅針
① 販路開拓⽀援等の公益事業の充実・強化 【継続】
② 将来にわたる法⼈財務基盤の安定を⾒通した収益事業の収益性の維持・安定

特記事項
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4 今後の運営⽅針（事業⾯・運営⾯の取組みの⽅向性と成果⽬標の設定）

当法⼈の中核事業として、府内ものづくり中⼩企業の多様なニーズに対応
した販路開拓⽀援サービスの維持・向上のため、実績をあげてきた現⾏の
取組みを継続しつつ、以下の観点から取組みを進めていく。

■ 経営資源の有効活⽤(ビジネスマッチング事業間の連携促進）

個別マッチング事業間の相互連携等を推進し、⽀援サービスにおける相乗効果
の創出と企業ネットワークの増強を図る。

■ 府内の産業⽀援機関等とのさらなる連携強化
多様なマッチング要請への対応や各種展⽰商談会等の実施における相互協⼒

を通じ、より魅⼒ある効果的な事業機会の提供を図る。

（1）事業⾯（公益事業）

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

① 引合・商談件数 3,730 2,872 4,975 5,567 6,521 6,122 6,150 6,200 6,300

② 取引あっせん
新規登録企業数 242 154 147 159 136 167 160 165 170

〔成果指標〕
府内のものづくり企業の事業機会の拡⼤を⽀援していくため、
⼤幅に実績を伸ばしてきた現⾏の取組みを継続することを
基本に、前中期計画初年度⽬標（22年度・2520件）
⽐2倍以上の⽔準を⽬指す。
①引合・商談件数は6,000件台を維持

→ H30年度までに6,300件をめざす。
②取引あっせん新規登録企業数は160社を維持

→ H30年度までに170件をめざす。 ※H27年度実績は⾒込値

（件）

販
路
開
拓
⽀
援

・ 職員・⽀援⼈材の相互交流の促進による⽀援情報等の共有
・ ⼈材交流等を通じた⽀援ﾉｳﾊｳの伝承(⽀援ﾏﾆｭｱﾙ)と情報発信(事例・施策集等）

取組ｲﾒｰｼﾞ

・ 連携実績のある⽀援機関との相互協⼒の強化
・ よろず⽀援拠点や府のEGﾈｯﾄﾜｰｸの活⽤等による新たな連携⽀援機関の拡⼤

取組ｲﾒｰｼﾞ

(公財)⼤阪市都市型産業
振興センターとの共催による
『機能性コーティング・フェア』

近畿・四国圏内産業⽀援機関
の連携による
『広域個別商談会』

■ 取組みの⽅向性
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H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

海外取引⽀援件数 2,284 2,539 2,609 2,660 2,764 2,812 2,600 2,650 2,700

〔成果指標〕
旧IBOから引き継いだ⾃主事業財源の減少等と他の⽀援
機関との棲み分けを踏まえ、27年度末をもって、⼀部事業
（海外引合情報web提供事業）を廃⽌。このため、同
事業の実績値約260件を差し引いた⽀援実績2,500件
を発射台に⽬標値を設定する。

・ 海外取引⽀援件数は廃⽌事業の実績相当を復元
→ H30年度までに2,700件をめざす。

※H27年度実績は⾒込値

（件）

府内中⼩企業者の海外取引を効果的にサポートしていくため、実績をあげて
きた現⾏の取組みを継続しつつ、以下の観点から取組みを進めていく。

■ 総合的な窓⼝機能(ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ機能)の強化
国際ﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ(BSC)を核に、BSC連携事業との相乗効果の発揮や

相談企業の掘り起こし、情報発信機能の充実などにより、企業ニーズにきめ細かく
対応できる総合的な窓⼝機能の強化を図る。

■ 国際ﾋﾞｼﾞﾈｽ⽀援機関等とのさらなる連携強化
⽀援ﾒﾆｭｰの相互活⽤やｾﾐﾅｰ・商談会等の連携実施などを通じた関係深化を推進し、

相乗効果によるBSC機能の強化とより効果的な事業機会の提供を図る。

国
際
ビ
ジ
ネ
ス
⽀
援

・ 最重点地域選定・同地域での展⽰商談会参画・ｱﾌﾀｰﾌｫﾛｰ等効果的なｻﾎﾟｰﾄ
・ 府内各地での出張相談会の開催拡⼤
・ 相談(取引)事例や⽀援機関の紹介などホームページの充実

取組ｲﾒｰｼﾞ

・ 国内展⽰会を主催する在阪貿易促進機関等との連携を強化し積極参加
・ セミナー開催や出張相談会などでの連携⽀援機関の拡⼤

取組ｲﾒｰｼﾞ

（1）事業⾯（公益事業）
■取組みの⽅向性

海外展⽰商談会
(最重点地域を選定して参画)

国際ﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ
を核とした窓⼝機能を強化

相談企業の掘起し ビジネス機会の創出

情報発信の充実 他機関との連携強化

BSCを中核
とした⽀援サー
ビスの展開

(公財)⼤阪市都市型産業振興センター・⼤阪府
との共催セミナー

4 今後の運営⽅針（事業⾯・運営⾯の取組みの⽅向性と成果⽬標の設定）
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設
備
貸
与

20

府内⼩規模企業者等の設備投資を⽀援していくため、景気動向が変動
する中にあって⼀定の実績⽔準を維持してきた現⾏の取組みを継続しつつ、
以下の観点から取組みを進めていく。

■ 経営⽀援との⼀体的取組みの推進
H27年度から商⼯会・商⼯会議所との連携が求められる制度になったことから、

より有効な設備投資となるよう、経営⽀援との⼀体化に向けた連携を図る。

■ 利⽤促進のための取組み強化と適切な債権管理の継続
⼩規模企業者等が利⽤しやすい条件整備を検討するなど、⼀定の事業規模の

確保と適切な債権管理の継続に努める。

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

設備貸与
事業額（億円） 16.2 20.0 17.4 17.0 19.5 17.8 20 20 20

設備貸与
申込件数（件） 112 131 124 112 129 105 115 115 115

〔成果指標〕
事業実績は⼀定⽔準を維持してきたものの、ここ数年、
⽬標値を達成できていない。
府内⼩規模企業者の設備導⼊を後押しする制度として
事業額と利⽤申込件数の増加を⽬指す。

設備貸与事業額を前中期計画期間中の最⼤値に設定
→ 20億円規模の事業額・申込件数の達成

をめざす。
※H27年度実績は⾒込値

・ いち早く導⼊した「商⼯会・商⼯会議所経由申込⽅式」(H27.8〜)の定着
・ 商⼯会・商⼯会議所との連携を通じた広報による利⽤促進
・ 法⼈内連携の推進(取引あっせんによる受注拡⼤、よろず⽀援拠点の活⽤等)

取組ｲﾒｰｼﾞ

・ 割賦損料・⽉額リース料率の⾒直し（引下げ等）の検討
・ 他の⽀援領域がめざす連携⽀援機関拡⼤の取組みと連動した広報強化

取組ｲﾒｰｼﾞ

■ 取組みの⽅向性

(公財)
⼤阪産業振興機構

商⼯会・商⼯会議所
〔⼤阪府内〕⼩規模企業者等

相談・紹介状
作成の依頼

紹介状作成
アドバイス

申込
（紹介状・申込書類等）

連携

◎インセンティブ：償還期間の２年延⻑
（法定耐⽤年数以内(最⻑10年))

商⼯会・商⼯会議所経由申込⽅式

（1）事業⾯（公益事業）

4 今後の運営⽅針（事業⾯・運営⾯の取組みの⽅向性と成果⽬標の設定）
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4 今後の運営⽅針（事業⾯・運営⾯の取組みの⽅向性と成果⽬標の設定）

● 終期を迎える府関連事業の取組みの⽅向性

【参考】 公益財団法⼈⼤阪市都市型産業振興センターとの統合について

＜参考＞ ⾏財政改⾰推進プラン（案）の取組み状況 （平成28年2⽉ ⼤阪府公表資料）

番号 法⼈名 担当部局・室 今後の⽅向性 実績（●は実施済、○は取組み中）

8 （公財）⼤阪産業振
興機構

商⼯労働部
中⼩企業⽀援室

抜本的
⾒直し

・（公財）⼤阪市都市型産業振興センターとの統合
に向けた⼿続きを実施し、平成27年度以降の法⼈
統合をめざす。
・連携推進会議において、以下の取組みを実施。
①法⼈統合に向けた課題・⼿続きの協議・調整
②法⼈統合実現までの間も、連携推進会議に

おいて経営戦略・⽬標を共有し、両法⼈の事
業を効率的・ 効果的に実施

○関係者間の協議・調整、連携事業（展⽰
商談会等）を実施。

⼤阪府・⼤阪市の⾏政サイド全体の動向を注視しながら、必要な協議・調整を⾏うとともに、平成25年度から両法⼈で取り組んでいる連携事業を継続的
に実施していく。

中⼩企業等
⾦融新戦略事業

ベンチャー⽀援事業
エンゼルファンド事業

おおさか地域創造
ファンド事業

・ ベンチャー⽀援→ 投融資はH17年度終了
債権管理・回収業務を実施中

・ エンゼルファンド事業→投資証券の管理を実施中
＊ともに事業資⾦借⼊⾦はH28.3末までに完済

・ 融資事業はH19年度終了
・ 債権管理・回収業務を実施中

（府の損失補償はH30年度まで継続）
＊事業資⾦借⼊⾦はH28.3末に完済

〔事業期間：H19年度から10年間〕
・ 地域⽀援事業等（助成等）を実施中
・ 事業資⾦借⼊⾦をH29.9に償還

・ ⾦融新戦略事業等の債権管理・回収等業務について、
引き続き、適切に実施していくとともに、費⽤対効果の原則
に則り、業務の早期終了を⽬指す。

・ 地域創造ファンド事業については、事業終期までの間、地
域資源を活⽤した事業創出をめざし助成を継続するとともに、
事業資⾦借⼊⾦を確実に償還する。

・ 後継事業については、当法⼈の費⽤負担⾯にも留意しな
がら、府と連携して検討していく。

時
限
付
き
事
業

（1）事業⾯（公益事業）
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収
益
事
業

22

当法⼈の財務基盤を⽀える施設（ﾏｲﾄﾞｰﾑおおさか）運営事業の収益性
を維持していくため、⼀定の成果をあげてきた現⾏の取組みを継続しつつ、
安定的な直近実績を維持していくため、以下の観点から取組みを進めていく。

■新規顧客・催事案件の開拓獲得に向けた営業推進

■ リピーター顧客の維持・確保に向けた営業強化

■催事・顧客管理等の向上

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

①当期経常増減額 79 40 △32 △13 54 89 70 70 70

②事業収益額 738 686 652 691 736 795 795 795 795

〔成果指標〕
これまでの営業努⼒等によって、27年度の展⽰場稼働率は67％を超えた。
⼀⽅で、今後の府有地借上料の増額といった収⽀⾯でのﾏｲﾅｽ要素もあること
から、収⽀改善の取組み成果を加味しても、今以上の上積みは厳しいと⾔わ
ざるを得ないが、公益事業における⽀援ｻｰﾋﾞｽの提供、中⻑期的な法⼈経営
の安定を⾒据えると、現在の収益性を維持していくことが求められる。

①当期経常増減額、②事業収益額ともに、今後のﾏｲﾅｽ要素も加味した上
で設定

→ ①H30年度まで6,000万円の⿊字継続をめざす。
②7.9億円ベースの継続をめざす。 ※H27年度実績は⾒込値

（百万円）

■ 取組みの⽅向性
（1）事業⾯（収益事業）

東京オフィスMAP
〜継続的な⾸都圏営業の取組み

ランディングページ
〜WebによるPR強化の取組み

・ 営業戦略と⾏動計画
・ エージェントの増加やWeb対策等PR強化の取組みをさらに充実
・ 閑散期や低利⽤ホールへの催事の誘致

取組ｲﾒｰｼﾞ

・ 顧客満⾜度の維持・向上(継続的なｱﾝｹｰﾄ分析と施設管理運営への反映等）
・ 専属スタッフ配置による定期訪問などコミュニケーションの推進

取組ｲﾒｰｼﾞ

・ 営業・催事部⾨のさらなる連携強化
・ 施設の空き情報の精度向上（即時性の発揮等）

取組ｲﾒｰｼﾞ

4 今後の運営⽅針（事業⾯・運営⾯の取組みの⽅向性と成果⽬標の設定）

a相互の連関を意識しPDCA管理
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■ 取組みの⽅向性
（2）運営⾯

財
務
⾯

公益財団法⼈として、事業部⾨の⼀層の活性化（公益事業の⽀援サービスの維持・向上、収益事業の収益性の維持）を第⼀に、
⾃主・⾃律的で安定した法⼈経営を図る観点から、財務基盤の安定・強化について中⻑期的な視点をもって取り組んでいく。
■ 収益事業から公益事業等への繰出額の適切な執⾏

■ 役職員・各部⾨⼀丸による収⽀改善の取組みの継続・拡⼤

公益事業の着実な実施と安定した法⼈経営のため、収益事業からの繰出⾦をその財源に充当しており、収益事業の⼀般正味財産は減少傾向にある。
将来にわたり、公益財団法⼈としての役割を果たしていくためには、財務基盤の維持・安定が不可⽋であるため、中⼩企業⽀援サービスが低下することの
ないよう、そのバランスに留意しつつ、この繰出額の適切な執⾏に努めていく。

当法⼈の財務基盤の基幹である収益事業の収益性の維持はもとより、公益事業における⾃主財源負担等の精査、財務管理⾯では、⾦利情勢や運
⽤原資(CMS等)の動向を踏まえた資⾦運⽤の最⼤化、⼊札の実施拡⼤やマイドームおおさかの計画的な修繕に取り組むなど、利⽤者サービスの維持・
向上に留意しつつ、収益確保と費⽤抑制の両⾯から収⽀改善の取組みを継続・拡⼤していく。

組
織
・
⼈
員
⾯

府職員派遣の全⾯廃⽌と同時に策定した前中期計画期間において、事業部⾨・法⼈管理部⾨ともに⼀定の成果を上げてきたことか
ら、注⼒してきた適材適所の⼈材確保を基本に、引き続き、最適な組織・⼈員体制の確⽴をめざし取り組んでいく。

■ プロパー・任期付職員の育成

■ “⽬指す⼈材像”を展望した⼈材確保と組織・⼈員体制の継続的な検討・整備 ※⽬指す⼈材像 :⾏動特性・専⾨性・⽀援等ﾉｳﾊｳに優れた⼈材

組織の中核を担えるﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ能⼒や多様化する企業ﾆｰｽﾞへの対応能⼒の向上を図るための研修等の充実に取り組み、ﾌﾟﾛﾊﾟｰ・任期付職員の管理ﾎﾟ
ｽﾄへの登⽤⽐率の向上、将来の⼤量退職を⾒据えたバランスのとれた職員構成を実現するため、職員全体の能⼒のレベルアップを図っていく。

組織・⼈員体制は、事業効果の創出を最優先としつつも、財務の許容される範囲で事業と⼀体的に整備されるもの。このため、本計画期間における各
事業・財務改善等の取組みや中⻑期的な観点（H36〜40年度に15名が退職する等）から、適時適切に検討・整備を図っていく。

4 今後の運営⽅針（事業⾯・運営⾯の取組みの⽅向性と成果⽬標の設定）

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

収益事業
⼀般正味財産増減額 22 △56 △161 △124 △71 △42 △60 △60 △60

〔成果指標〕
（百万円）

収益事業⼀般正味財産増減額を新たに設定（趣旨はP.17）
→⼤幅な改善が図られたH27年度の実績ベースを維持していく。
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5 今後の事業展望
（事業⾯・運営⾯におけるアクティブな取組みの⽅向性）
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5 今後の事業展望（事業⾯・運営⾯におけるアクティブな取組みの⽅向性）

本計画においては、法⼈統合も⾒据え、平成30年度までの3年間は、財務基盤をできる限り維持・安定化させるとともに、販路
開拓⽀援のマッチング事業や国際ビジネスサポートセンターを核にした国際ビジネス⽀援事業など、適切に公益事業の⾼⽔準維持
に注⼒、実施していくことを主眼とした。
しかし、今後の事業展開に躊躇があってはならず、新たな⽀援サービスの創出などについて、当機構の⼈員体制とともに、府の各政

策所管課と密接な意思疎通・協議を図りつつ、中⼩企業・⼩規模事業者のニーズに的確に対応していくことを、今年度から当法⼈
の経営会議を軸に検討していく。

個別事業の展望

財団独⾃や他の⽀援機関と共催・連携して開催している
展⽰商談会について、新たなテーマ設定や、⽀援機関と
の連携による新たな商談会の実施など、参画する中⼩製
造業等のニーズを踏まえ、時代を的確にとらえた事業のあ
り⽅を検討していく。

国際ビジネスサポートセンターの運営を中核とする中で、
他の⽀援機関との連携事業の充実強化を図る。また、
海外の展⽰会については単に参加するだけでなく、今後
は商談会を中⼼に据え、実効ある個別商談機会を⽬指
すとともに、実施地域や実施回数などの複数化も⽬指す。

市場⾦利に⾒合った⾦利設定とともに、新制度に沿って、
商⼯会・商⼯会議所との連携をより緊密にし、利⽤促進
につながるPR活動など、新たな事業の充実を検討してい
く。

販路開拓⽀援

国際ビジネス⽀援

設備貸与

ベンチャー企業⽀援・おおさか地域創造ファンド事業の終
了を⾒据え、必要となる後継の新規事業について、事業
のあり⽅やその財源の捻出などを検討していく。

府関連事業

収益の維持を図るため、8・12⽉の稼働率向上や⼩規
模催事の誘致に努め、未稼働の隙間を埋めていく。

収益事業

25
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6 収⽀計画（実績と今後の⾒通し）
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H22決算 H23決算 H24決算 H25決算 H26決算 H27⾒込 H28計画 H29計画 H30計画

公
益
⽬
的
事
業

販
路
開
拓
⽀
援
等

経常収益 294
(432)

255
(459)

252
(483)

227
(269)

285
(269) 284 291 290 289

府補助⾦等 227
(373)

225
(373)

200
(373)

187
(236)

195
(236) 204 203 202 201

収益事業等からの繰⼊額 32
(59)

47
(86)

75
(110)

52
(79)

55
(84) 65 67 69 69

経常費⽤ 325
(432)

365
(459)

307
(483)

313
(374)

345
(374) 355 368 367 366

当期⼀般正味財産増減額 △0.5
(0)

△64
(0)

20
(0)

△34
(△27)

△6
(△22) △6 △8 △8 △8

設
備
貸
与

経常収益 2,797
(2,943)

2,773
(2,643)

2,380
(2,331)

2,091
(2,126)

2,019
(1,832) 1,922 2,119 2,086 2,060

経常費⽤ 2,933
(2,624)

2,520
(2,568)

2,402
(2,351)

2,027
(2,115)

1,957
(1,811) 1,792 2,040 2,084 2,065

当期⼀般正味財産増減額 △135
(319)

253
(75)

△15
(△20)

64
(11)

62
(21) 130 79 2 △5

収
益
事
業

施
設
運
営
事
業

⼀般正味財産期⾸残⾼ 2,441
(2,240)

2,462
(2,450)

2,406
(2,460)

2,245
(2,243)

2,122
(2,158) 2,051 2,009 1,949 1,889

経常収益 822
(881)

775
(908)

739
(932)

789
(839)

839
(853) 897 892 894 895

経常費⽤ 743
(812)

735
(812)

771
(812)

801
(762)

784
(762) 808 822 824 825

公益⽬的事業等への繰出額 △58
(△59)

△96
(△86)

△129
(△110)

△106
(△162)

△125
(△162) △135 △130 △130 △130

当期⼀般正味財産増減額 22
(69)

△56
(96)

△161
(△120)

△124
(△85)

△71
(△71) △42 △60 △60 △60

⼀般正味財産期末残⾼ 2,462
(2,450)

2,406
(2,460)

2,245
(2,470)

2,122
(2,158)

2,051
(2,087) 2,009 1,949 1,889 1,829

⼀般正味財産期末残⾼合計額 1,810 1,841 1,849 2,428 2,292 5,345 5,355 5,147 5,025
注1：H22年度〜26年度の下段（ ）書きは前計画等記載の数値。 注3：当期⼀般正味財産増減額及び期末⼀般正味財産残⾼には他会計振替額・事業外収益及び費⽤・端数調整を含む。
注2：販路開拓⽀援等には、よろず⽀援拠点事業(国委託事業)は含まない。 注4：⼀般正味財産期末残⾼合計額は、法⼈全体額を⽰している。

（百万円）

6 収⽀計画（実績と今後の⾒通し）
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