
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 809,588

    普通預金・りそな銀行大阪公務部 運転資金として 736,537,292

普通預金・りそな銀行大手支店 912,143,200

    普通預金・三井住友銀行大阪公務部 36,229,656

    普通預金・三菱東京UFJ銀行大阪公務部 17,352,696

    普通預金・みずほ銀行大阪支店 11,754,757

    普通預金・近畿大阪銀行本店営業部 3,727,174

    普通預金・関西アーバン銀行本店営業部 3,761,488

    普通預金・池田泉州銀行堺筋支店 7,943,416

    普通預金・大正銀行本店営業部 6,365

    普通預金・京都銀行大阪支店 3,480

    普通預金・あおぞら銀行本店 9,244

    普通預金・大阪シティ信用金庫中之島支店 8,567,002

    普通預金・ゆうちょ銀行大阪東支店 94,554

    普通預金・三菱東京UFJ銀行上海支店 1,202,926

定期預金・池田泉州銀行堺筋支店 50,000,000

定期預金・大阪シティ信用金庫中之島支店 50,000,000

  割賦設備 割賦設備平成19年度～平成27年度 公2:設備貸与事業における割賦販売債権 5,972,227,000

    

  リース投資資産 ﾘｰｽ資産平成21年度～平成27年度 公2:設備貸与事業におけるリース債権 567,422,240

    

  未収金 設備貸与事業 公2:設備貸与事業における未収金 101,808,685

  施設運営事業 収1:施設運営事業における未収金 101,183,848

    その他事業 主に公益目的事業における未収金 67,422,025

    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 24,704,047

未収収益 受取利息 預金・有価証券の経過利息額 25,201,892

割賦損料 公2:設備貸与事業における割賦損料 2,619,409

前払金 大阪府等 平成28年度行政財産使用料等 3,844,950

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 471,397

  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 6,763,444,222

預け金 弁護士 公2：設備貸与事業における債権管理供託金 3,600,000

  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28年度の火災保険 2,954,337

  仮払金 弁護士　 係争中の訴訟費用の未精算分 655,142

    

  未収消費税等 東税務署 確定消費税還付額 33,549,860

    

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 △ 56,871,639

    

15,454,380,253

(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 82,174,655

    第312回大阪府公募公債 99,942,500

    第358回大阪府公募公債 99,704,166

    第328回大阪府公募公債 998,920,000

    第5回大阪府公募公債（20年） 899,872,500

    第401回大阪府公募公債 100,000,000

    第118回利付国庫債券（20年） 59,991,450

特定資産

  研究開発型企業振興基金 第311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 299,817,917

    第328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 499,465,000

  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

    

  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 36,654,188

    第289回大阪府公募公債 運営の財源として使用 1,033,570,192

第294回大阪府公募公債 17,818,845

  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 65,631,244

の財源として使用

  金融新戦略事業保証基金 第289回大阪府公募公債 公益目的保有財産であり、公3:金融新戦略事業の保証 26,359,141

    の財源として使用

財　産　目　録
平成28年 3月31日現在

（単位:円）

貸借対照表科目

   流動資産合計
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貸借対照表科目

  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 8,998,920,000

    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 199,985,000

第460回名古屋市公募公債 1,899,943,000

    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 38,504,810

の財源として使用

    

  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 76,909,040

    将来の債権償却の円滑化のための財源とする

    

設備新円滑化積立資産 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2:設備貸与事業において 27,129,000

  ＣＭＳ貸付金 将来の債権償却の円滑化のための財源とする 166,416,209

    設備貸与新利用促進積立資産 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 172,810,445

割賦損料・ﾘｰｽ料率引下げの財源として使用

  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

    普通預金・りそな銀行大阪公務部 消費税の納付の財源として使用 105,991,040

ＣＭＳ貸付金 15,204,132

  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 500,000,000

    第300回大阪府公募公債 割賦預り保証金返済金の財源として使用 199,902,900

    普通預金・りそな銀行大阪公務部 156,043,200

    ＣＭＳ貸付金 170,227,416

    

    ﾍﾞﾝﾁｬｰﾋﾞｼﾞﾈｽ投資事業積立資産 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支援事業 16,234,877

  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 11,139,151

    ＣＭＳ貸付金 の事業運営の財源として管理 3,808,665

    

  おおさか地域創造ﾌｧﾝﾄﾞ事業積立資産 普通預金・三井住友銀行大阪公務部 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 79,930,250

    事業の助成金の財源として使用

  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 35,000,000

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 70,151,484

    

  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 87,509,440

    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 13,229,628

    ＣＭＳ貸付金 121,379,192

    

  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 1,584,046,014

  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 178,034,812

  

  構築物 排水工事他 6,675,204

  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 406,502

  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 371,700

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 4,216,367

  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 36,480,866

  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 22,456,326

  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 1,048,844

    投資有価証券 府ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ投資株式 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 9,600,000

    ｴﾝｾﾞﾙﾌｧﾝﾄﾞ投資株式 で管理 419,965,000

大阪ﾊﾞｲｵﾌｧﾝﾄﾞ投資事業有限責任組合 13,886,492
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  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29年度（7月まで）相当分 842,688

会計ｼｽﾃﾑ登録費用　他 主に会計ｼｽﾃﾑ登録料平成29年度～31年度相当分 337,619

    長期未収金 設備貸与事業 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 201,670,952

    割賦設備未収損害賠償金 178,698,994

    リース料未収規定損害賠償金 26,232,400

    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 105,515,603

    ﾍﾞﾝﾁｬｰﾋﾞｼﾞﾈｽ融資事業 113,674,746

    国ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ投資事業 28,691,600

    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 852,214,266

金融新戦略成長性融資B型 3,875,218

施設運営事業 収1：施設運営事業における債権 240,018

  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 △ 288,471,880

    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 △ 105,515,603

    ﾍﾞﾝﾁｬｰﾋﾞｼﾞﾈｽ融資事業 対する引当金 △ 84,013,621

    国ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ投資事業 △ 9,489,900

    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 △ 198,764,932

    引当金

    

29,898,956,009

45,353,336,262

 (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 103,390,000

    (一財）大阪府みどり公社 172,000,000

    (公財）大阪府漁業振興基金 490,000,000

    (公財）大阪府都市整備推進センター 1,050,310,000

    堺泉北埠頭㈱ 200,000,000

    (一財）大阪府タウン管理財団 3,760,000,000

    (公財）大阪府文化財センター 194,611,917

(公財）千里ライフサイエンス振興財団 60,000,000

    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 300,000,000

    三井住友銀行大阪公務部 300,000,000

    三菱東京UFJ銀行大阪公務部 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28年 1,268,848,000

    日本政策金融公庫 内に返済予定債務 243,892,000

あおぞら銀行本店 49,920,000

    池田泉州銀行堺筋支店 199,680,000

    大阪シティ信用金庫中之島支店 238,080,000

  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 331,513,000

    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 63,828,000

    その他事業 主に公3:おおさか地域創造ﾌｧﾝﾄﾞ事業における助成金 330,279,456

  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 3,618,343

    法定福利費 職員の社会保険料 3,462,699

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 27,925

  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28年度相当分 1,460,686

    

  預り金 コーディネータ等 源泉所得税 1,270,870

役職員 源泉所得税 781,203

役職員 住民税(職員） 1,247,200

役職員 社会保険料 433,202

    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 1,095,700

    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27年度相当額 440,000

    その他預り金 26,121,404

    

  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 769,148

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 21,882,164

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

    

9,840,857,037

     資産合計

   流動負債合計

   固定資産合計
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貸借対照表科目
 (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 19,771,952,000

    日本政策金融公庫 83,400,000

    りそな銀行大阪公務部 810,000,000

    三菱東京UFJ銀行大阪公務部 810,000,000

    三井住友銀行大阪公務部 810,000,000

    近畿大阪銀行本店営業部 205,000,000

    関西アーバン銀行本店営業部 205,000,000

あおぞら銀行本店 350,080,000

    池田泉州銀行堺筋支店 1,284,240,000

    大阪府信用金庫協会 300,000,000

    大阪府信用組合協会 250,000,000

    大阪シティ信用金庫中之島支店 685,790,000

    

  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 10,903,801

    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 616,635,098

    

  退職給付引当金 職員 職員の退職金にかかる引当金 164,818,872

    

  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 1,026,173,516

    平成16年度～平成27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 5,489,310

    ﾘｰｽ保険預り金 659,364

    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 14,345,800

27,406,737,761

37,247,594,798

8,105,741,464

   固定負債合計

     負債合計

     正味財産


