
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 1,255,127

  当座預金・りそな銀行大阪公務部 借入金返済資金として 17,742,513

    

    普通預金・りそな銀行大阪公務部 運転資金として 416,297,123

普通預金・りそな銀行大手支店 350,663,973

    普通預金・三井住友銀行大阪公務部 91,942,167

    普通預金・三菱東京UFJ銀行大阪公務部 28,680,775

    普通預金・みずほ銀行大阪支店 7,561,123

    普通預金・近畿大阪銀行本店営業部 10,765,708

    普通預金・関西アーバン銀行本店営業部 8,235,813

    普通預金・池田泉州銀行堺筋支店 15,492,191

    普通預金・大正銀行本店営業部 9,840

    普通預金・京都銀行大阪支店 6,940

    普通預金・信金中央金庫大阪支店 19,280

    普通預金・大阪市信用金庫中之島支店 6,012

    普通預金・ゆうちょ銀行大阪東支店 75,670

    普通預金・三菱東京UFJ銀行上海支店 2,144,929

定期預金・池田泉州銀行堺筋支店 43,000,000

定期預金・大阪市信用金庫中之島支店 43,000,000

  受取手形 手形 未収金回収に伴うもの 150,000

  割賦設備 割賦設備平成17年度～平成24年度 公2:設備貸与事業における割賦販売債権 5,767,126,003

    

  リース投資資産 ﾘｰｽ資産平成18年度～平成24年度 公2:設備貸与事業におけるリース債権 319,376,340

    

  未収金 設備貸与事業 公2:設備貸与事業における未収金 25,556,327

  施設運営事業 収1:施設運営事業における未収金 81,785,087

    その他事業 主に公益目的事業における未収金 136,308,691

    未収補助金等 公１:取引振興事業における大阪府からの補助金 15,494,855

未収収益 受取利息 預金・有価証券の経過利息額 97,545,729

割賦損料 公2:設備貸与事業における経過利息額 2,678,753

前払金 大阪府等 平成25年度行政財産使用料等 4,787,441

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 352,180

立替金 (有)大阪エイドセンター 公１：国際ﾋﾞｼﾞﾈｽ支援事業における海外旅行総合保険の 56,175

個人負担金

  短期貸付金 CMS貸付金 その他:CMS事業における貸付金 7,797,187,643

    

  一年内長期貸付金 設備資金貸付金平成12年度～平成13年度 公2:設備資金貸付事業における平成25年度内に償還予定 219,000

  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25年度の火災保険 2,821,414

  仮払金 弁護士　 公2：設備貸与事業における係争中の訴訟費用の未精算分 458,100

    

  未収消費税等 東税務署 確定消費税還付額 6,230,800

    

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 △ 136,830,764

    

15,158,202,958

(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 82,142,606

    第312回大阪府公募公債 99,852,500

    第282回大阪府公募公債 99,933,689

    第358回大阪府公募公債 99,554,166

    第328回大阪府公募公債 997,948,000

    第5回大阪府公募公債（20年） 899,845,500

    第118回国債（20年） 59,989,650

特定資産

  設備貸与指導体制強化基金 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 294,000

貸与先へより充実した指導を行うための基金
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  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:ﾍﾞﾝﾁｬｰ投融資支援事業 99,752,083

    第311回大阪府公募公債 及びそのフォローアップの財源として使用 299,532,917

第328回大阪府公募公債 498,983,500

CMS貸付金 100,000,000

  ベンチャービジネス融資事業基金 第309回利付国庫債券 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融資事業の 1,199,646,500

    普通預金・りそな銀行大阪公務部 債務保証の履行及び将来の借入金償還の財源として使用 1,212,000

    

  ベンチャービジネス投資事業基金 第309回国債 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投資事業の 699,793,792

    普通預金・りそな銀行大阪公務部 将来の借入金償還の財源として使用 707,000

    

  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 265,498,496

    CMS貸付金 運営の財源として使用 7,101,928

  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:金融新戦略事業の事業支援 88,146,000

    の財源として使用

  金融新戦略事業保証基金 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:金融新戦略事業の保証 1,420,317

    の財源として使用

  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の 19,600,000,000

第9回変動利付国債 借入金償還の財源として使用 1,247,039,477

第11回変動利付国債 1,242,500,000

第282回大阪府公募公債 3,419,572,500

第283回大阪府公募公債 3,419,116,500

第284回大阪府公募公債 3,417,264,000

第285回大阪府公募公債 3,417,648,750

第286回大阪府公募公債 3,418,546,500

第287回大阪府公募公債 3,418,503,750

第288回大阪府公募公債 3,420,000,000

第289回大阪府公募公債 1,057,385,333

    普通預金・りそな銀行大阪公務部 544,649,879

  普通預金・三井住友銀行大阪公務部 65,836,437

普通預金・三菱東京UFJ銀行行大阪公務部 29,264,901

普通預金・池田泉州銀行堺筋支店 10,548,500

普通預金・京都銀行大阪支店 5,431,524

    定期預金・近畿大阪銀行本店営業部 7,200,000

    CMS貸付金 438,760,875

    

    

  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、将来の借入金償還の財源として使用 8,996,760,000

    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 199,955,000

第460回名古屋市公募公債 1,899,829,000

  国際ビジネス振興積立資産 CMS貸付金 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において 69,827,695

    中小企業の海外進出支援のための財源として使用

    

  設備貸与円滑化積立資産 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 184,338,564

    将来の債権償却の円滑化のための財源とする

    

  設備利用促進積立資産 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 1,177,000

    割賦損料およびリース料率の引下げ分の財源として使用

  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:設備貸与事業において 2,609,000

割賦損料およびリース料率の引下げ激変緩和のための

    財源として使用

  設備新円滑化積立資産 大阪府出資法人信託受益権 公益目的保有財産であり、平成20年度以降の 42,867,436

    CMS貸付金 設備貸与事業において、将来の債権償却の円滑化の 57,370,644

ための財源として使用

  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 199,611,600

    CMS貸付金 設備導入を積極的に支援するため、割賦損料率および 48,392,363

リース料率の引下げを目的とした資産

  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 消費税等の納付の財源として使用 24,172,710
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  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 970,015,637

    第2回大阪府公募公債 割賦預り保証金の返済金の財源として使用 199,916,666

    

  ﾍﾞﾝﾁｬｰﾋﾞｼﾞﾈｽ融資事業積立資産 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:ﾍﾞﾝﾁｬｰﾋﾞｼﾞﾈｽ融資事業 49,647,609

    CMS貸付金 債務保証履行の財源として使用 655,917

    

  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投資事業 155,000,000

    第265回大阪府公募公債 の将来の府借入金償還の財源として使用 19,973,783

    普通預金・りそな銀行大阪公務部 21,177,038

    CMS貸付金 27,700,000

  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:ｴﾝｾﾞﾙﾌｧﾝﾄﾞ投資事業の 135,000,000

    第263回大阪府公募公債 将来の府借入金償還の財源として使用 99,890,000

第265回大阪府公募公債 179,764,050

第270回大阪府公募公債 99,827,500

第271回大阪府公募公債 99,889,170

第282回大阪府公募公債 99,937,500

    普通預金・りそな銀行大阪公務部 19,403,344

    CMS貸付金 39,767,032

  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の 33,983,769

    CMS貸付金 借入金償還の財源として使用 943,744

    

  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 93,749,521

    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 40,243,432

  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:施設運営事業において 2,250,000

    レストラン保証金の返還の財源として管理

  中小企業振興積立資産 CMS貸付金 収益目的保有財産であり、収1:施設運営事業において 105,151,484

中小企業振興に寄与する事業の財源として使用

  建物改修準備積立資産 大阪府出資法人信託受益権 収益目的保有財産であり、建物の改修費用として使用 52,000,000

    普通預金・りそな銀行大阪公務部 85,305,560

    CMS貸付金 198,894,385

  退職給付引当資産 大阪府出資法人信託受益権 職員の退職給付引当金見合いの引当資産として管理 18,778,363

    普通預金・りそな銀行大阪公務部 4,506,121

    普通預金・りそな銀行大手支店 9,873,308

    普通預金・三菱東京UFJ銀行大阪公務部 1,282,330

    CMS貸付金 77,743,580

    

  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 1,823,968,404

  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 収益目的保有財産であり、収1:施設運営事業及び 210,600,532

  法人全体の施策に使用

  構築物 排水工事他 収益目的保有財産であり、収1:施設運営事業及び 8,357,998

  法人全体の施策に使用

  機械設備 摩擦撹拌接合装置等 主に法人会計保有財産であり、旧TLO事業で使用 3,913,786

  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 1,349,596

  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 1,113,000

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 6,685,123

  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 153

  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 27,580,753

  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 10,075,367
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  特許権 特許権第45432045号　他7件 主に法人会計保有財産であり、旧TLO事業で管理 4,359,420

  特許権仮勘定 特許出願中　4件 主に法人会計保有財産であり、旧TLO事業で管理 2,359,885

  敷金 国際ﾋﾞｼﾞﾈｽ支援事業　上海事務所 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 748,721

  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:中小企業育成を目的にﾍﾞﾝﾁｬｰ 581,520

    府ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ投資株式 投融資事業で管理 18,357,820

    ｴﾝｾﾞﾙﾌｧﾝﾄﾞ投資口 410,300,000

大阪ﾊﾞｲｵﾌｧﾝﾄﾞ出資金 20,000,000

第294回大阪府公募公債 法人会計保有財産であり運用益を法人会計で使用 17,811,894

    

  出資金 大阪市信用金庫 公益目的保有財産であり、公2:設備貸与事業管理 10,000

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26年度～平成29年度相当 8,426,880

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26年度～平成29年度相当分 302,033

  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 23,145,300

    設備貸与事業 451,656,259

    割賦設備未収損害賠償金 212,981,109

    リース料未収規定損害賠償金 41,246,911

    ﾍﾞﾝﾁｬｰﾋﾞｼﾞﾈｽ支援事業 公3:ﾍﾞﾝﾁｬｰ投融資事業における求償債権 140,126,119

    ﾍﾞﾝﾁｬｰﾋﾞｼﾞﾈｽ融資事業 148,088,788

    国ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ投資事業 59,327,520

    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 1,255,706,066

金融新戦略成長性融資B型 7,669,959

  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 △ 385,511,399

    ﾍﾞﾝﾁｬｰﾋﾞｼﾞﾈｽ支援事業 公3:ﾍﾞﾝﾁｬｰ投融資事業における求償債権に対する引当金 △ 140,126,119

    ﾍﾞﾝﾁｬｰﾋﾞｼﾞﾈｽ融資事業 △ 134,353,798

    国ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ投資事業 △ 23,563,260

    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引当金 △ 354,321,603

    

    

81,435,876,814

96,594,079,772

 (流動負債)

  短期借入金

    （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

    (一財）大阪府みどり公社 121,125,728

    (公財）大阪府漁業振興基金 470,000,000

    (公財）大阪府都市整備推進センター 1,224,600,000

    (一財）大阪府タウン管理財団 4,460,000,000

    (公財）大阪府文化財センター 68,894,145

    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一時借入 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25年 1,709,581,000

    日本政策金融公庫 内に返済予定債務 549,124,000

    りそな銀行大阪公務部 200,000,000

    近畿大阪銀行本店営業部 200,000,000

    信金中央金庫大阪支店 100,000,000

    大阪府信用金庫協会 100,000,000

    池田泉州銀行堺筋支店 71,640,000

    大阪市信用金庫中之島支店 71,640,000

    三菱東京UFJ銀行大阪公務部 50,000,000

  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 138,256,000

    その他事業 主に収１:施設運営事業における債務 416,971,219

  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 10,832,512

    法定福利費 職員の社会保険料 2,470,124

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 1,816,560

その他 27,150

  前受収益 ﾍﾞﾝﾁｬｰﾋﾞｼﾞﾈｽ融資事業前受保証料 公2:ﾍﾞﾝﾁｬｰﾋﾞｼﾞﾈｽ融資事業における保証料25年度相当分 651,992

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25年度相当分 7,206,352

     資産合計

   固定資産合計



財　産　目　録
平成25年 3月31日現在

（単位:円）
    

  預り金 コーディネータ等 源泉所得税 1,777,766

役職員 源泉所得税 540,184

役職員 住民税(職員） 1,088,600

役職員 社会保険料 3,750,423

    設備貸与事業預り金 公2:設備貸与事業における企業負担の公正証書手数料 802,750

    その他預り金 38,906,840

    

  仮受金 取引振興事業 主に公1:取引振興事業における誤入金等 220,500

施設運営事業

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 16,181,113

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

    

35,158,174,958

 (固定負債)

  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 22,351,239,000

    日本政策金融公庫 1,143,190,000

    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 2,768,360,000

    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

    大阪市信用金庫中之島支店 358,360,000

    

  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 30,595,756

    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 867,614,532

    

  長期前受収益 金融新戦略事業長期前受保証料 公3:金融新戦略事業における保証料平成26・27年度 1,231,818

相当分

  退職給付引当金 職員 職員の退職金にかかる引当金 211,230,153

    

  債務保証損失引当金 ﾍﾞﾝﾁｬｰﾋﾞｼﾞﾈｽ融資事業 公3:ﾍﾞﾝﾁｬｰﾋﾞｼﾞﾈｽ融資事業における債務保証損失引当金 40,883,895

  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

国際ﾋﾞｼﾞﾈｽ支援事業 公1:国際ﾋﾞｼﾞﾈｽ支援事業における上海事務所保証金 318,099

  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 1,169,932,303

    平成15年度～平成24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 16,483,238

    ﾘｰｽ保険預り金 2,548,140

    国ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ投資事業保険預り金 公3:国ベンチャーキャピタル投資事業における信用保険預り金 29,943,760

    

  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 65,633,274

契約

54,089,813,968

89,247,988,926

7,346,090,846

   流動負債合計

   固定負債合計

     負債合計

     正味財産


