
（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  125,175
普通預金 関西みらい銀行　天神橋筋支店 　同　上  177,489

みずほ銀行　大阪支店 　同　上  3,534,686
りそな銀行　大阪公務部 　同　上  2,911,163
三菱ＵＦＪ銀行　大阪公務部 　同　上  7,009,889
三井住友銀行　大阪公務部 　同　上  4,718,671
大和ネクスト銀行 　同　上  0
関西みらい銀行　本町営業部 　同　上  3,326,460
定期預金 　同　上  2,376,568

〈現金・預金計〉  24,180,101

未収金
独立行政法人　国際協力機構
（JICA)

公1・情報発信にかかる業務の受託
料収入  253,693

天王寺区役所 公3・公益目的事業の受託料収入  2,189,132
エルセレーノ401号室入居者 公2・入居者負担額6.7月分  49,200

大阪市経済戦略局
共通・大阪市姉妹都市交流推進事
業選考会にかかる収入、東住吉区
中学生審査謝礼

 33,920

大阪市経済戦略局
外国人留学生との連携拡大及び起
業支援

 4,360,941

株）コンベンションリンケージ 共通・電話代立替分清算  281,010
独立行政法人　国際協力機構 公4・情報資料コーナーの利用料収  784,800

ノートルダム女学院 公3・公益目的事業の受託料収入  167,640

SMBC日興証券㈱ほか6件 共通・基本財産等の運用収入等  499,061
天王寺税務署 消費税　還付  95,400

大阪市住宅供給公社
エルセレーノ紅梅町　補修費相当
額負担金

 13,129,968

〈未収金計〉  22,879,186

〈棚卸資産計〉  0

 47,059,287

(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（国債） 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ＵＦＪ銀行　大阪公務部  52,299,798
債券（国債） SMBC日興証券㈱ 　同　上  49,530,634
定期預金 大和ネクスト銀行 　同　上  150,000,000
債券（国債） SMBC日興証券㈱ 　同　上  29,081,468
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（国債） みずほ証券㈱ 　同　上  27,088,100

運用基金積立資産計  368,000,000
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
定期預金 三菱UJF銀行　大阪公務部 　同　上  13,148,750

退職給付引当資産  23,217,200
公益目的特定事業引当資産

定期預金 三菱ＵＦＪ銀行　大阪公務部  31,000,000
公益目的特定事業引当資産  31,000,000

公益目的事業の積立資産であり、
特定費用準備資金として管理

職員退職給付金見合の引当資産と
して管理

財 産 目 録
令和2年3月31日現在

貸借対照表科目

大阪市住宅供給公社、他3件 公2・通訳業務の受託料収入  1,034,421

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



（単位：円）
場所・物量等 　使用目的等 金　　額

財 産 目 録
令和2年3月31日現在

貸借対照表科目

財務調整引当資産
定期預金 大和ネクスト銀行  30,000,000
定期預金 三菱ＵＦＪ銀行　大阪公務部 　同　上  5,000,000

財務調整引当資産  35,000,000
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  6,806,130
国際学校奨学金引当資産  6,806,130

留学生支援募金事業引当資産
外国人留学生のための支援事業実
施のための財産

普通預金 りそな銀行　大阪公務部 　同　上  1
普通預金 三菱ＵＦＪ銀行　大阪公務部 　同　上  34,181

留学生支援募金事業引当資産  34,182
〈特定資産計〉  464,057,512

その他 什器備品　全体共用 共用備品等 （共用財産） 1,018,836
固定資産 　　うち公益目的保有財産82％ 835,446

183,390

什器備品　情報 情報提供等備品等 3

什器備品　貸館 貸館用備品等 （共用財産） 188,059
　　うち公益目的保有財産36％ 67,701

120,358

ソフトウェア　全体共用 会計システムソフトウェア （共用財産） 245,350
　　うち公益目的保有財産88％ 215,908

29,442

投資有価証券 SMBC日興証券㈱
公益目的保有財産であり、運用益
を管理目的事業供用の財源として

432,667

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〉 2,704,915
うち公益目的保有財産計 2,224,125

うち管理目的の財源として使用する財産計 480,790

 666,762,427

 713,821,714資産合計

　　うち管理目的の財源として使用
　　する財産64％

　　うち管理目的の財源として使用
　　する財産18％

　　うち管理目的の財源として使用
　　する財産18％

　　うち管理目的の財源として使用
　　する財産12％

固定資産合計

将来の収支状況の悪化に備えた資
金

国際学校児童生徒のための奨学金
支給のための財産

　　うち管理目的の財源として使用
　　する財産18％

(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



（単位：円）
場所・物量等 　使用目的等 金　　額

財 産 目 録
令和2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11件
公3・ボランティア交通費（H31.1-3
月分）他

 524,689

アルテリアネットワークス、他9件
公4・webサイト更新システム保守､ｲ
ﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ本代他

 386,058

大阪市、他17件
共通・国際交流事業にかかる交付
金精算他

 6,278,294

コンベンションリンケージ、天王寺郵 法人・理事会施設利用料､郵便代  51,372
〈未払金計〉 10,651,422

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

 2,803,397

〈賞与引当金計〉 2,803,397

前受金
法人会費　（３件　６口）、個人会員
（一般２件　４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

 640,000

「たの日」受講者　1名 公2「たの日」受講料　前受け  3,000
カタログスタンド　１社・バナー広告
2社

公4・翌年度分カタログスタンド、並
びにバナー広告料

 106,700

〈前受金計〉 749,700
預り金 役職員等 源泉所得税等  1,287,450

〈預り金計〉 1,287,450

 15,491,969

(固定負債)

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

 23,217,200

〈退職給付引当金計〉 23,217,200

 23,217,200

負債合計  38,709,169

正味財産  675,112,545

流動負債合計

固定負債合計

天王寺郵便局 公1・3月分郵便料金  84

大阪市住宅供給公社　他16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

 3,410,925


