
（単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金額

（流動資産）

現金預金

　普通預貯金 普通預貯金

　りそな銀行 大阪公務部 131,710

　　

　りそな銀行 大阪公務部 66,759,141

　　

　りそな銀行 大阪ｼﾝｼﾞｹｰﾄ口座 600

　　

　りそな銀行 大手支店 1,232,041,013

　　

　りそな銀行 大手支店 333,739,211

　　

(10,391,255)

　三井住友銀行 天満橋支店 6,123,667

　　

　三井住友銀行 大阪公務部 616,334

　　

　三井住友銀行 大阪公務部 48,746,300

　　

　三井住友銀行 大阪ｼﾝｼﾞｹｰﾄ口座 941

　　

　三菱東京UFJ銀行 大阪公務部 3,509,589

　　

　三菱東京UFJ銀行 大阪公務部 48,737,450

　　

　三菱東京UFJ銀行 大阪ｼﾝｼﾞｹｰﾄ口座 915

　　

　りそな銀行 大阪営業部 301,184

　　

　近畿大阪銀行 本町営業部 319,600

　　

　池田泉州銀行 本町支店 338,631

　　

　池田泉州銀行 本町支店 225,204

　　

　三菱UFJ信託銀行 大阪支店 151,304

　　

　大阪貯金事務ｾﾝﾀｰ 198,052,920

運営資金の支払口座として使用してい
る。

奨学金等貸付金の償還金受入口座及び運
営資金の支払口座として使用している。

奨学金等貸付金の償還金受入口座及び運
営資金の支払口座として使用している。

奨学金等貸付金の償還金受入口座及び運
営資金の支払口座として使用している。

奨学金等貸付金の償還金受入口座及び運
営資金の支払口座として使用している。

財  産  目  録
平成２５年３月３１日現在

施設整備費貸付金の償還金受入口座及び
銀行借入金返済等の支払口座として使用
している。

銀行借入金の受入口座並びに銀行借入金
の返済及び利息等の支払口座として使用
している。

貸借対照表科目

銀行借入金の利息及び運営資金の支払口
座として使用している。

施設整備費貸付金の償還金受入口座及び
銀行借入金返済等の支払口座として使用
している。

（うち、公益目的事業会計から収益事業等会
計に配賦した費用額の資金の未振替分で、翌
年度に「運営資金として使用している」上記
の「りそな銀行　大手支店」に振り替えるも
のを含んでいる。）

銀行借入金の受入口座並びに銀行借入金
の返済及び利息等の支払口座として使用
している。

銀行借入金の利息及び運営資金の支払口
座として使用している。

公益目的事業資金及び運営資金として使
用している。

施設整備費貸付金の償還金受入口座及び
銀行借入金返済等の支払口座として使用
している。

奨学金等貸付金の償還金受入口座及び運
営資金の支払口座として使用している。

銀行借入金の受入口座並びに銀行借入金
の返済及び利息等の支払口座として使用
している。

奨学金等貸付金の償還金受入口座及び運
営資金の支払口座として使用している。

施設整備費貸付金の償還金受入口座及び
銀行借入金返済等の支払口座として使用
している。

奨学金等貸付金の償還金受入口座及び運
営資金の支払口座として使用している。



（単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金額

貸付金

　奨学金貸付金 高校生等への奨学金 71,802,327,075

　入学資金貸付金 高校生等への入学資金 5,907,809,941

　研修資金貸付金 95,000

　1年内返済予定 177,150,000

長期貸付金

受取手形 97,507,685

未収金 627,029,814

203,309,637

貯蔵品 郵券類の未使用分 313,860

郵券類の未使用分 34,850

貸倒引当金 ▲ 2,442,807,491

▲ 595,224

78,311,970,861

（固定資産）

　基本財産

育英特別基本金

貸付債権信託受益権 100,000,000

　三井住友銀行

　（野村信託銀行

　　　　　信託財産管理部）

　特定資産

奨学基金積立資産

【給付型奨学基金事業口座】 117,456,352

普通預金

　りそな銀行 大手支店

普通預金 45,990

　りそな銀行 大手支店

株式（中部電力株式） 5,503,269

　（みずほ証券 大阪支店　4,691株）

　（三菱UFJ信託銀行　名古屋証券代行部　82株）

貸借対照表科目

収益事業等に使用している郵券類の未使
用分。

収益事業等にかかる施設整備費貸付金償
還金等の未収入額

公益目的保有財産であり、公益目的事業
に使用している。

公益目的保有財産であり、公益目的事業
に使用している。

流動資産合計

公益目的保有財産であり、公益目的事業
に使用している。

公益目的事業に必要な収益事業等その他
の業務又は活動の用に供する財産であ
り、平成26年3月31日に回収を予定して
いる。

公益目的事業に使用している郵券類の未
使用分。

育英会奨学生への海外研修資
金

公益目的保有財産であり、運用益を公益
目的事業等に使用している。

施設整備費貸付金に対する貸
倒引当金

交付者の定めた使途に充てるために保有
している資金の積立資産で寄付により受
入れた金銭を預け入れたものであり、公
益目的事業に使用している。

交付者の定めた使途に充てるために保有
している資金の積立資産で寄付により受
け入れた株式であり、運用益を公益目的
事業の財源に使用している。

公益目的事業に必要な収益事業等その他
の業務又は活動の用に供する財産の貸付
債権の貸倒れによる損失に備えたもの。

私立学校への施設整備費貸付
金

私立学校への施設整備費貸付
金の利息

交付者の定めた使途に充てるために保有
している資金の積立資産で寄付により受
入れた金銭を預け入れたものであり、公
益目的事業（給付型奨学金の給付原資及
び事務経費）に使用している。

収益事業等の財産であり、貸付金利息と
して受け取っている。

学校法人からの未収入額

公益目的事業にかかる奨学金償還金等の
未収入額

奨学金等借用人等からの未収入
額

奨学金貸付金等に対する貸倒
引当金

公益目的保有財産の貸付債権の貸倒れに
よる損失に備えたもの。



（単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金額

株式（関西電力株式） 3,159,840

　（みずほ証券 大阪支店　3,347株）

　（三菱UFJ信託銀行　大阪証券代行部　58株）

株式（九州電力株式） 1,920,782

　（みずほ証券 大阪支店　1,891株）

　（三井住友信託銀行　証券代行事務ｾﾝﾀｰ　75株）

大阪府公募公債（第341回） 159,988,133

（ＳＭＢＣ日興証券

　　大阪公益法人第一課）

大阪府公募公債（第351回） 17,000,000

（三菱ＵＦＪモルガン･

　　　スタンレー証券

　　　　　　　梅田支店）

大阪府公募公債（第362回） 53,874,847

　（岡三証券　大阪店）

貸付債権信託受益権 35,000,000

　三井住友銀行

　（野村信託銀行

　　　　　信託財産管理部）

教育振興基金積立資産

【教育振興基金事業口座】 20,200,423

普通預金

　りそな銀行 大手支店

退職給付引当資産

普通預金 41,654,925

　りそな銀行 大手支店

特別損失積立資産

定期預金 10,000,000

　りそな銀行 大阪公務部

定期預金 10,000,000

　三井住友銀行 大阪公務部

定期預金 10,000,000

　三菱東京ＵＦＪ銀行

　　　　　大阪公務部

　その他固定資産

　 長期貸付金 1,119,350,000

破産再生債権等

　奨学金貸付金 高校生等への奨学金 1,119,728,661

　入学資金貸付金 高校生等への入学資金 116,350,008

貸借対照表科目

退職手当の支給に備えるための積立資産
であり、普通預金で管理している。

私立学校への施設整備費貸付
金

収益事業等の貸倒引当金の財源に充てる
ための積立資産であり、定期預金で管理
している。

公益目的保有財産であり、公益目的事業
に使用している。

公益目的事業に必要な収益事業等その他
の業務又は活動の用に供する財産であ
り、平成26年4月1日以降に回収を予定し
ている。

交付者の定めた使途に充てるために保有
している資金の積立資産で寄付により受
け入れた金銭を受益証券で管理し、運用
益を公益目的事業の財源に使用してい
る。

収益事業等の貸倒引当金の財源に充てる
ための積立資産であり、定期預金で管理
している。

収益事業等の貸倒引当金の財源に充てる
ための積立資産であり、定期預金で管理
している。

公益目的保有財産であり、公益目的事業
に使用している。

交付者の定めた使途に充てるために保有
している資金の積立資産で寄付により受
け入れた金銭を満期保有目的の債券で管
理し、運用益を公益目的事業の財源に使
用している。

交付者の定めた使途に充てるために保有
している資金の積立資産で寄付により受
け入れた金銭を満期保有目的の債券で管
理し、運用益を公益目的事業の財源に使
用している。

交付者の定めた使途に充てるために保有
している資金で基本財産及び奨学基金積
立資産の運用益を積み立てた資産であ
り、公益目的事業の財源に使用してい
る。

交付者の定めた使途に充てるために保有
している資金の積立資産で寄付により受
け入れた金銭を満期保有目的の債券で管
理し、運用益を公益目的事業の財源に使
用している。

交付者の定めた使途に充てるために保有
している資金の積立資産で寄付により受
け入れた株式であり、運用益を公益目的
事業の財源に使用している。

交付者の定めた使途に充てるために保有
している資金の積立資産で寄付により受
け入れた株式であり、運用益を公益目的
事業の財源に使用している。



（単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金額

　研修資金貸付金 12,500

備品 耐火用保管庫等 4

　大阪市都島区網島町

パーテーション一式等 111,471

　大阪市都島区網島町

リース資産 オフコンサーバ及び端末機等 50,210,817

　大阪市都島区網島町

（公益目的事業会計） 　（44,303,661円）

（収益事業等会計） 　（738,395円）

（法人会計） 　（5,168,761円）

印刷機 16,560,995

　大阪市都島区網島町

（公益目的事業会計） 　（15,242,643円）

（収益事業等会計） 　（164,794円）

（法人会計） 　（1,153,558円）

ソフトウエア 奨学金貸付金等システム 24,548,300

　大阪市都島区網島町

（公益目的事業会計） 　（21,660,265円）

（収益事業等会計） 　（361,005円）

（法人会計） 　（2,527,030円）

ＰＤＦ文書検索システム 1,717,800

　大阪市都島区網島町

（公益目的事業会計） 　（1,515,706円）

（収益事業等会計） 　（25,261円）

（法人会計） 　（176,833円）

会計システム 371,962

　大阪市都島区網島町

電話加入権 06-6357-6271等5回線 61,200

　大阪市都島区網島町

06-6358-3052等2回線 60,600

　大阪市都島区網島町

差入保証金 大阪府私学教育文化会館 1,607,000

　10,000/㎡×160.7㎡

　　大阪市都島区網島町

大阪府私学教育文化会館 374,000

　10,000/㎡×37.4㎡

　　大阪市都島区網島町

大阪府私学教育文化会館 836,000

　10,000/㎡×83.6㎡

　　大阪市都島区網島町

貸借対照表科目

事務所賃借にかかるもので、収益事業等
及び法人運営の用に供している。

事務所賃借にかかるもので、公益目的事
業の用に供している。

公益目的保有財産であり、公益目的事業
に使用している。

収益事業等の用に供している。

育英会奨学生への海外研修資
金

公益目的事業の用に供している。

公益目的事業及び収益事業等並びに法人
運営を行う上で使用する電算機関連の資
産であり、財源は職員数比によってい
る。

公益目的事業及び収益事業等並びに法人
運営を行う上で使用する電算機関連の資
産であり、財源は職員数比によってい
る。

公益目的事業及び収益事業等並びに法人
運営を行う上で使用する電算機関連のソ
フトウエアであり、財源は職員数比に
よっている。

公益目的事業及び収益事業等並びに法人
運営を行う上で使用する電算機関連のソ
フトウエアであり、財源は職員数比に
よっている。

当会の会計処理に使用している。
（既存会計システムの公益法人会計基準
（平成16年改正基準）から（平成20年基
準）へのバージョンアップ費用）

総務企画課以外の使用回線で、公益目的
事業の用に供している。

事務所賃借にかかるもので、公益目的事
業の用に供している。

総務企画課の使用回線で、収益事業等の
用に供している。



（単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金額

貸倒引当金 ▲ 1,236,091,169

▲ 3,761,016

1,797,853,694

80,109,824,555

（流動負債）

未払金 奨学生等に対する未払額 99,364,927

銀行等に対する未払額 146,586,282

預り金 大阪府等からの預り額 37,590,785

1年内返済予定 りそな銀行 大阪公務部 1,961,964,600

長期借入金

りそな銀行 大阪公務部 130,632,000

三井住友銀行 大阪公務部 1,961,964,600

三井住友銀行 大阪公務部 130,634,000

三菱東京ＵＦＪ銀行 1,961,964,600

        大阪公務部

三菱東京ＵＦＪ銀行 130,634,000

        大阪公務部

関西アーバン銀行 99,999,900

　　本店法人営業融資部

未払法人税等 大阪府 20,000

　財務部中央府税事務所

大阪市 50,000

　財政局京橋市税事務所

前受利息 97,507,685

短期リース債務 オフコンサーバ及び端末機等 19,592,676

　大阪市都島区網島町

（公益目的事業会計） 　（17,287,655円）

（収益事業等会計） 　（288,128円）

（法人会計） 　（2,016,893円）

貸借対照表科目

収益事業等に係る法人府民税の未払額

収益事業等に使用するために借入れたも
ので、１年以内に返済予定のもの。

施設整備費貸付金に対する貸
倒引当金

　　資産合計

収益事業等に使用するために借入れたも
ので、１年以内に返済予定のもの。

固定資産合計

公益目的事業に使用するために借入れた
もので、１年以内に返済予定のもの。

大阪府に対する補助金返還額等の一時預
り分。

収益事業等に使用するために借入れたも
ので、１年以内に返済予定のもの。

収益事業等にかかる借入金返済等の未払
額

奨学金貸付金等に対する貸倒
引当金

公益目的保有財産の貸付債権の貸倒れに
よる損失に備えたもの。

公益目的事業に使用するために借入れた
もので、１年以内に返済予定のもの。

公益目的事業に使用するために借入れた
もので、１年以内に返済予定のもの。

収益事業等に係る法人市民税の未払額

公益目的事業に使用するために借入れた
もので、１年以内に返済予定のもの。

公益目的事業に必要な収益事業等その他
の業務又は活動の用に供する財産の貸付
債権の貸倒れによる損失に備えたもの。

公益目的事業（費用の配賦に関するもの
については、法人運営並びに収益事業
等）にかかる奨学金貸付金（入学時増額
奨学資金）等の未払額

私立学校への施設整備費貸付
金の利息

収益事業等の財産であり、貸付金利息と
して受け取っている。

公益目的事業及び収益事業等並びに法人
運営を行う上で使用する電算機関連の資
産に対する支払債務で、１年内に支払予
定のもの。



（単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金額

印刷機 3,845,634

　大阪市都島区網島町

（公益目的事業会計） 　（3,541,442円）

（収益事業等会計） 　（38,024円）

（法人会計） 　（266,168円）

6,782,351,689

（固定負債）

長期借入金 りそな銀行 大阪公務部 11,797,675,800

りそな銀行 大阪公務部 241,010,000

三井住友銀行 大阪公務部 11,795,674,800

三井住友銀行 大阪公務部 240,970,000

三菱東京ＵＦＪ銀行 11,795,674,800

　　　　大阪公務部

三菱東京ＵＦＪ銀行 240,970,000

　　　　大阪公務部

関西アーバン銀行 599,999,400

　　本店法人営業融資部

大阪府 33,138,375,000

（うち、高等学校等奨学金事業交付金分） (31,032,775,000)

（うち、府単独分） (1,932,532,000)

（うち、高校生修学支援基金繰入金分） (173,068,000)

大阪市 1,354,500,000

退職給付引当金 常勤職員に対するもの 41,654,925

長期リース債務 オフコンサーバ及び端末機等 30,618,141

　大阪市都島区網島町

（公益目的事業会計） 　（27,016,006円）

（収益事業等会計） 　（450,267円）

（法人会計） 　（3,151,868円）

印刷機 12,715,361

　大阪市都島区網島町

（公益目的事業会計） 　（11,701,201円）

（収益事業等会計） 　（126,770円）

（法人会計） 　（887,390円）

71,289,838,227

78,072,189,916

2,037,634,639

貸借対照表科目

流動負債合計

公益目的事業及び収益事業等並びに法人
運営を行う上で使用する電算機関連の資
産に対する支払債務で、１年内に支払予
定のもの。

　　正味財産

固定負債合計

　　負債合計

公益目的事業に使用するために借入れた
もの。

公益目的事業に使用するために借入れた
もの。

収益事業等に使用するために借入れたも
の。

公益目的事業に使用するために借入れた
もの。

公益目的事業に使用するために借入れた
もの。

公益目的事業及び収益事業等並びに法人
運営を行う上で使用する電算機関連の資
産に対する支払債務で、１年超の支払予
定のもの。

常勤職員15名に対する退職手当の支給に
備えたもの。

公益目的事業に使用するために借入れた
もの。

公益目的事業及び収益事業等並びに法人
運営を行う上で使用する電算機関連の資
産に対する支払債務で、１年超の支払予
定のもの。

収益事業等に使用するために借入れたも
の。

公益目的事業に使用するために借入れた
もの。

収益事業等に使用するために借入れたも
の。


