
（単位：円）
場所・物量等 　使用目的等 金　　額

(流動資産)
現金 手元保管 運転資金として  251,625
普通預金 近畿大阪銀行　天神橋筋支店 　同　上  1,714,283

みずほ銀行　大阪支店 　同　上  8,229,585
りそな銀行　大阪公務部 　同　上  3,450,426
三菱東京ＵＦＪ銀行　大阪公務部 　同　上  12,979,013
三井住友銀行　大阪公務部 　同　上  2,944,666
大和ネクスト銀行 　同　上  82
近畿大阪銀行　本町営業部 　同　上  3,328,685
定期預金 　同　上  61,343,050

〈現金・預金計〉  94,241,415

未収金 青年海外協力協会 公1・公益目的事業の受託料収入  146,480

株）Ｊプロデュース
公2・インターナショナルタクシー
制度テキスト作成

 384,000

株）コンベンションリンケージ 共通・電話代立替分清算  529,397

株）コンベンションリンケージ
収１・インフォメーションセンターの
受託料収入

 6,075,006

SMBC日興証券㈱ほか3件 共通・基本財産等の運用収入等  971,761
〈未収金計〉  8,775,284

棚卸資産
『入門　国際交流』　50冊
『実践　国際交流』　1,118冊

公4・情報提供事業の在庫  743,720

〈棚卸資産計〉  743,720
前払金 大阪府社会福祉協議会 公１・ボランティア保険  900

〈前払金計〉  900

 103,761,319

(固定資産)

基本財産 債券（大阪市債） 野村證券㈱
公益目的保有財産であり、運用益
を公益目的事業供用の財源として

 100,000,000

債券（大阪市債） SMBC日興証券㈱ 　同　上  100,000,000
〈基本財産計〉  200,000,000

特定資産 運用基金積立資産
定期預金 三菱東京ＵＦＪ銀行　大阪公務部  2,676,160
債券（大阪府債） SMBC日興証券㈱ 　同　上  49,999,000
債券（大阪市債） SMBC日興証券㈱ 　同　上  100,000,000
債券（国債） SMBC日興証券㈱ 　同　上  28,657,560
債券（大阪市債） 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 　同　上  60,000,000
債券（大阪府債） 野村證券㈱ 　同　上  20,000,000
債券（大阪市みおつくし債） 野村證券㈱ 　同　上  30,000,000
債券（国債） みずほ証券㈱ 　同　上  26,667,280

運用基金積立資産計  318,000,000
退職給付引当資産

定期預金 りそな銀行　大阪公務部  10,068,450
債券（大阪府債） みずほ証券㈱ 　同　上  24,996,250

退職給付引当資産  35,064,700
公益目的特定事業引当資産

定期預金 三菱東京ＵＦＪ銀行　大阪公務部  94,500,000
公益目的特定事業引当資産  94,500,000

財務調整引当資産
定期預金 大和ネクスト銀行  55,003,750
定期預金 三菱東京ＵＦＪ銀行　大阪公務部 　同　上  38,000,000
債券（大阪府債） みずほ証券㈱ 　同　上  24,996,250

財務調整引当資産  118,000,000

財 産 目 録
平成27年3月31日現在

貸借対照表科目

外国人留学生用住宅「エル・セレー
ノ紅梅町」に入居している外国人留
学生3名

公2・外国人留学生用住宅の本人
負担額（家賃）H27年3月分

 98,400

大阪市住宅供給公社、他１件
公2・通訳業務他、公益目的事業
の受託料収入

 570,240

流動資産合計

公益目的保有財産であり、運用益
を公益目的事業供用の財源として

職員退職給付金見合の引当資産
として管理

公益目的特定事業のための引当
資産として管理

将来の収支状況の悪化に備えた
資金



（単位：円）
場所・物量等 　使用目的等 金　　額

財 産 目 録
平成27年3月31日現在

貸借対照表科目

国際学校奨学金引当資産
普通預金 三井住友銀行　大阪公務部  6,245,298
普通預金 三菱東京ＵＦＪ銀行　大阪公務部 　同　上  761,064

国際学校奨学金引当資産  7,006,362
留学生支援募金事業引当資産

普通預金 みずほ銀行　大阪支店  171,016
普通預金 りそな銀行　大阪公務部 　同　上  1
普通預金 三菱東京ＵＦＪ銀行　大阪公務部 　同　上  826,396
普通預金 三井住友銀行　大阪公務部 　同　上  1,247,393

留学生支援募金事業引当資産  2,244,806
〈特定資産計〉  574,815,868

その他 什器備品　全体共用 共用備品等 （共用財産） 2,235,452
固定資産 　　うち公益目的保有財産82％ 1,833,071

402,381

什器備品　情報 情報提供等備品等 64,485

什器備品　貸館 貸館用備品等 （共用財産） 1,374,993
　　うち公益目的保有財産36％ 494,997

879,996

ソフトウェア　全体共用 ネットワーク管理ソフト等 （共用財産） 115,920
　　うち公益目的保有財産88％ 102,010

13,910

ソフトウェア　貸館 貸館予約システムオプション （共用財産） 88,200
　　うち公益目的保有財産36％ 31,752

56,448

電話加入権 事務用電話加入権 （共用財産） 220,000
　　うち公益目的保有財産82％ 180,400

39,600

保証金（郵便計器） 郵便料金計器保証金 （共用財産） 600,000
　　うち公益目的保有財産82％ 492,000

108,000

〈その他固定資産資産計〉 4,699,050
うち公益目的保有財産計 3,198,715

うち収益目的の財源として使用する財産計 1,500,335

 779,514,918

 883,276,237

　　うち収益目的の財源として使用
　　する財産18％

国際学校児童生徒のための奨学
金支給のための財産

外国人留学生のための支援事業
実施のための財産

資産合計

(公益目的保有財産）公益目的事
業の財源として使用する財産

　　うち収益目的の財源として使用
　　する財産64％

　　うち収益目的の財源として使用
　　する財産12％

　　うち収益目的の財源として使用
　　する財産64％

　　うち収益目的の財源として使用
　　する財産18％

　　うち収益目的の財源として使用
　　する財産18％

固定資産合計



（単位：円）
場所・物量等 　使用目的等 金　　額

財 産 目 録
平成27年3月31日現在

貸借対照表科目

(流動負債)

未払金

登録ボランティア各位、他9件
公3・ボランティア交通費（H2７.1-3
月分）他

 597,997

アルテリアネットワークス、他２件 公4・webサイト更新システム保守  41,040

㈱テクノアイ、他１６件
収１・インフォメーションセンターイ
ンターネットコーナー保守（12-3月
分）他

 13,974,514

大阪市、他１６件
共通・国際交流事業にかかる交付
金精算他

 3,350,029

顧問弁護士、他9件 法人・顧問弁護士契約料他  136,874

〈未払金計〉 23,332,096

賞与引当金 職員
公益目的事業、収益目的事業及
び管理目的の業務に従事する職
員の賞与の引当金

 2,009,779

〈賞与引当金計〉 2,009,779

前受金
法人会費　3件　6口、個人会員（一
般3件5口・メイト2件2口）

共通・公益目的事業の業務に使
用する翌事業年度の会費

 656,000

翌年度、外国人留学生用住宅「エ
ル・セレーノ紅梅町」に入居する外
国人留学生19名等

公2・翌事業年度の外国人留学生
用住宅の本人負担額（家賃）等

 377,360

ボランティア各位（３名）
公1・ボランティア（個人）保険翌年
度分

 900

カタログスタンド　５社・バナー広告
2社

収1・翌年度分カタログスタンド、並
びにバナー広告料

 190,080

〈前受金計〉 1,224,340
預り金 役職員等 源泉所得税等  1,493,789

〈預り金計〉 1,493,789

仮受金２ ウイルコム
PHSアンテナ設置料誤入金（翌年
度に新規事業者に返金予定）

 445,823

〈仮受金２計〉 445,823

 28,505,827

(固定負債)

退職給付引当金 職員
公益目的事業、収益目的事業及
び管理目的の業務に従事する職
員の退職給付金の引当金

 35,064,700

〈退職給付引当金計〉 35,064,700

 35,064,700

負債合計  63,570,527

正味財産  819,705,710

流動負債合計

固定負債合計

登録ボランティア各位、他６件
公1・ボランティア交通費他（H271-
3月分）他

 189,961

大阪市住宅供給公社　他３２件
公2・外国人留学生用住宅『エル・
セレーノ紅梅町』空室負担金他

 5,041,681


