
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 691,658

    普通預金・りそな銀行大阪公務部 運転資金として 774,681,771

普通預金・りそな銀行大手支店 1,095,480,586

    普通預金・三井住友銀行大阪公務部 7,438,447

    普通預金・三菱東京UFJ銀行大阪公務部 14,813,807

    普通預金・みずほ銀行大阪支店 13,505,509

    普通預金・近畿大阪銀行本店営業部 2,249,928

    普通預金・関西アーバン銀行本店営業部 2,248,536

    普通預金・池田泉州銀行堺筋支店 10,095,324

    普通預金・京都銀行大阪支店 116,881

    普通預金・あおぞら銀行本店 9,255

    普通預金・大阪シティ信用金庫中之島支店 33,874,685

    普通預金・ゆうちょ銀行大阪東支店 31,136

    普通預金・三菱東京UFJ銀行上海支店 4,122,328

普通預金・みずほ銀行上海支店 160,045

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21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 5,711,280,500

    

  リース投資資産 ﾘｰｽ資産平成22年度～平成27年度 公2:設備貸与事業におけるリース債権 692,974,687

    

  未収金 設備貸与事業 公2:設備貸与事業における未収金 51,249,900

  施設運営事業 収1:施設運営事業における未収金 85,892,570

その他事業 主に公益目的事業における未収金 91,093,042

    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 31,364,115

未収収益 受取利息 預金・有価証券の経過利息額 16,368,449

割賦損料 公2:設備貸与事業における割賦損料 2,201,326

前払金 大阪府等 平成28年度行政財産使用料等 5,325,295

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 561,684

  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 7,074,178,036

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 1,600,000

  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 1,312,109

  仮払金 弁護士　 係争中の訴訟費用の未精算分 339,062

    

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 △ 58,140,940

    

15,767,119,731

(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公益目的保有財産であり、 2,599,500

定期預金・大阪シティ信用金庫中之島支店 運用益を法人会計と公益目的の保有財源として使用 84,000,000

  投資有価証券 第312回大阪府公募公債 99,972,500

    第358回大阪府公募公債 99,754,166

    第328回大阪府公募公債 999,244,000

    第5回大阪府公募公債（20年） 899,881,500

    第401回大阪府公募公債 100,000,000

    第118回利付国庫債券（20年） 59,992,050

    

特定資産

中小企業創業等振興基金 第311回大阪府公募公債 公益目的事業財産であり、公3：中小企業の創業等の支援 299,912,917

第328回大阪府公募公債 事業の財源として使用 499,625,500

  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 公益目的事業財産であり、公3:金融新戦略事業の事業 30,694,996

    ＣＭＳ貸付金 運営の財源として使用 132,351,401

  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 公益目的事業財産であり、公3:金融新戦略事業の運営 56,581,244
の財源として使用

  おおさか地域創造基金 大阪府出資法人信託受益権 公益目的事業財産であり、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 8,999,640,000

    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 199,995,000

第460回名古屋市公募公債 1,899,981,000

財　産　目　録
平成29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

  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 公益目的事業財産であり、公1:国際ﾋﾞｼﾞﾈｽ支援事業 5,135,542

    普通預金・三菱東京ＵＦＪ銀行大阪公務部 の財源として使用 73,880

ＣＭＳ貸付金 26,590,472

    

  設備貸与円滑化積立資産 ＣＭＳ貸付金 交付者の定めた使途に従い使用・保有している財産であり、 69,557,886

    公2:設備貸与事業において将来の債権償却の

円滑化のための財源とする

    

  設備新円滑化積立資産 ＣＭＳ貸付金 交付者の定めた使途に従い使用・保有している財産であり、 199,031,267

    公2:設備貸与事業において将来の債権償却の

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 ＣＭＳ貸付金 公益目的事業財産であり、公2:設備貸与事業において 150,414,756
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 公益目的事業財産であり、公2:設備貸与事業において 100,000,000

    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 109,143,576

普通預金・りそな銀行大手支店 112,153,265

ＣＭＳ貸付金 21,195,172

  割賦預り保証金積立資産 大阪府出資法人信託受益権 公益目的事業財産であり、公2:設備貸与事業において 610,000,000

    普通預金・りそな銀行大阪公務部 割賦預り保証金返済金の財源として使用 106,335,672

    普通預金・りそな銀行大手支店 90,000,000

    ＣＭＳ貸付金 204,839,839

    

  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 公益目的事業財産であり、公3:金融新戦略事業の将来 839,151

    ＣＭＳ貸付金 の事業運営の財源として管理 14,108,665

    

  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 公益目的事業財産であり、公3:おおさか地域創造ﾌｧﾝﾄﾞ 49,087,025

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 109,504,169

  受入保証金積立資産 ＣＭＳ貸付金 収益目的事業財産であり、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 収益目的事業財産であり、収1:施設運営事業における 25,000,000

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 80,151,484

    

  建物改修準備積立資産 普通預金・りそな銀行大阪公務部 収益目的事業財産の建物の改修費用として使用 87,102,612

    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 10,616,482

    普通預金・りそな銀行大手支店 3,683,972

    普通預金・三菱東京UFJ銀行大阪公務部 159,180

    ＣＭＳ貸付金 126,436,637

    

  建物 延べ床面積24,586.80㎡ 公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務または活動の 1,511,482,330

  外溝面積2,076.97㎡ 用に供する財産（以下、収益事業等・管理活動財産という）

鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　地下3階地上8階 であり、収1:施設運営事業及び法人全体の施策に使用

  建物附属設備 受変電設備他 主に収益事業等・管理活動財産であり、 182,408,850

  収1：施設運営事業で使用

  構築物 排水工事他 主に収益事業等・管理活動財産であり、 6,218,255

  収1：施設運営事業で使用

  什器備品 クリエイションコア等　ﾌﾟﾚｾﾞﾝ用机他 主に公益目的事業財産であり、公1:取引振興事業で使用 294,767

  電話加入権 クリエイションコア 公益目的事業財産であり、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 公益目的事業財産であり、公1:取引振興事業で使用 296,100

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 公益目的事業財産であり、公1:取引振興事業で使用 3,617,645

  什器備品 駐車場管理システム機器他 主に収益事業等・管理活動財産であり、 52,616,222
収1:施設運営事業で使用

  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 新貸与システム等 主に公益目的事業財産であり、公2設備貸与事業で使用 24,374,848

  敷金 国際ﾋﾞｼﾞﾈｽ支援事業　上海事務所等 主に公益目的事業財産であり、公1:国際ﾋﾞｼﾞﾈｽ支援事業で管理 1,048,844
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（単位:円）

貸借対照表科目

    投資有価証券 府ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ投資株式 公益目的事業財産であり、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 819,000,000

大阪ﾊﾞｲｵﾌｧﾝﾄﾞ投資事業有限責任組合 11,735,501

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

    

長期前払費用 会計ｼｽﾃﾑ登録費用　他 主に会計ｼｽﾃﾑ登録料平成30年度～31年度相当分 248,562

    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 190,946,199

    割賦設備未収損害賠償金 169,497,924

    リース料未収規定損害賠償金 25,032,400

    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 105,391,603

    ﾍﾞﾝﾁｬｰﾋﾞｼﾞﾈｽ融資事業 104,648,746

    国ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ投資事業 27,777,400

    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 844,151,641

金融新戦略成長性融資B型 5,810,079

施設運営事業 収1：施設運営事業における債権 25,401

  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 △ 281,119,947

    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 △ 105,391,603

    ﾍﾞﾝﾁｬｰﾋﾞｼﾞﾈｽ融資事業 対する引当金 △ 79,133,621

    国ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ投資事業 △ 9,177,350

    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 △ 197,073,416

    

    

29,303,635,395

45,070,755,126

 (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 272,000,000

    (公財）大阪府漁業振興基金 520,000,000

    (公財）大阪府都市整備推進センター 1,040,010,000

    堺泉北埠頭㈱ 200,000,000

    (一財）大阪府タウン管理財団 4,060,000,000

    (公財）大阪府文化財センター 444,611,917

(公財）千里ライフサイエンス振興財団 60,000,000

京都銀行大阪支店 96,000,000

  １年内返済予定長期借入金 大阪府 主に公3：おおさか地域創造ファンド事業における事業資金の債務で 17,385,581,000

    日本政策金融公庫 平成29年度内に返済予定債務 74,648,000

    りそな銀行大阪公務部 810,000,000

    三井住友銀行大阪公務部 810,000,000

    三菱東京UFJ銀行大阪公務部 810,000,000

    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 49,920,000

    池田泉州銀行堺筋支店 909,680,000

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 286,200,000

  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 80,542,000

    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 223,516,419

  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 3,664,078

    法定福利費 職員の社会保険料 3,526,976

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 2,332,910

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29年度相当分 535,951

    

  預り金 コーディネータ等 源泉所得税 1,494,382

役職員 源泉所得税 652,069

役職員 住民税(職員） 1,592,700

役職員 社会保険料 667,854

    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 336,500

    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28年度相当額 5,872,000

    その他預り金 26,576,717

   固定資産合計

     資産合計
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平成29年 3月31日現在

（単位:円）

貸借対照表科目

    

  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 497,627

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 22,232,187

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

未払消費税等 1,492,950

    

29,387,672,162

 (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 3,932,317,000

あおぞら銀行本店 300,160,000

    池田泉州銀行堺筋支店 374,560,000

    大阪シティ信用金庫中之島支店 757,009,000

    

  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 10,363,801

    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 582,204,024

    

  退職給付引当金 職員 職員の退職金にかかる引当金 160,356,957

    

  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 1,011,175,511

    平成17年度～平成28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 5,324,310

    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 13,888,700

7,149,609,303

36,537,281,465

8,533,473,661

   流動負債合計

   固定負債合計

     負債合計

     正味財産


