
（単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金額

（流動資産）

現金預金

現金 400

普通預貯金

　りそな銀行 大阪公務部 117,038

　　

　りそな銀行 大阪公務部 71,105,762

　　

　りそな銀行 大阪ｼﾝｼﾞｹｰﾄ口座 351

　　

　りそな銀行 大手支店 2,064,393,384

　　

　りそな銀行 大手支店 252,859,627

　　

(7,875,859)

　三井住友銀行 天満橋支店 1,195,393

　　

　三井住友銀行 大阪公務部 1,367,018

　　

　三井住友銀行 大阪公務部 276,157

　　

　三井住友銀行 大阪ｼﾝｼﾞｹｰﾄ口座 2,009

　　

　三菱東京UFJ銀行 大阪公務部 21,086,558

　　

　三菱東京UFJ銀行 大阪公務部 36,933,209

　　

　三菱東京UFJ銀行 大阪ｼﾝｼﾞｹｰﾄ口座 408

　　

　近畿大阪銀行 本町営業部 8,947,453

　　

　池田泉州銀行 本町支店 6,793,497

　　

　三菱UFJ信託銀行 大阪支店 629,594

　　

　ゆうちょ銀行 大阪貯金事務ｾﾝﾀｰ 148,255,596

１年内回収予定 158,900,000

長期貸付金

受取手形 15,539,700

未収入金 5,090,389

財  産  目  録
平成30年3月31日現在

貸借対照表科目

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。

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。

公益目的事業に使用している定額
小為替証書の未使用分。

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。

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。

（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等の資金未振替分
で、翌年度に「運営資金として使用してい
る」上記「りそな銀行　大手支店」に振り
替えるものを含んでいる。）

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。

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。

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。

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。

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

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。

収益事業等の財産であり、平成31
年3月31日までに回収を予定してい
る。

奨学金等借用人等からの未収入
額

公益目的事業にかかる貸付債権延
滞金等の未収入額。



（単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金額貸借対照表科目

貯蔵品 郵券類の未使用分 58,642

郵券類の未使用分 6,822

貸倒引当金 ▲ 524,370

2,793,034,637

（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

奨学貸与金

奨学金貸付金 49,184,469,259

　高校生等への奨学金

入学資金貸付金 1,556,641,496

　高校生等への入学資金

研修資金貸付金 55,000

　当会奨学生への海外研修資金

奨学事業未収入金

奨学金貸付金の未収入金 563,991,196

　高校生等への奨学金

入学資金貸付金の未収入金 30,700,526

　高校生等への入学資金

奨学基金積立資産

普通預金 4,300,000,000

　りそな銀行 大手支店

【給付型奨学基金事業口座】 167,458,412

　　普通預金 63,968,412

　　　りそな銀行 大手支店

　　通常貯金 100,000

　　　ゆうちょ銀行 大阪貯金事務ｾﾝﾀｰ

　　ＣＭＳ資金 103,390,000

　　　大阪産業振興機構

施設整備費貸付金に対する貸
倒引当金

収益事業等にかかる貸付債権の貸
倒れによる損失に備えたもの。

交付者の定めた使途に充てるために保
有している資金であり、寄付により受
入れた金銭を預入れたもので、公益目
的事業（給付型奨学金の給付原資等）
に使用している。

交付者の定めた使途に充てるために保
有している資金であり、寄付により受
入れた金銭を預入れたもので、公益目
的事業（給付型奨学金の給付原資等）
に使用している。

収益事業等に使用している郵券類
の未使用分。

公益目的事業に使用している郵券
類の未使用分。

流動資産合計

公益目的保有財産であり、運用益
を公益目的事業等に使用してい
る。

公益目的事業における奨学金貸付
等の財源として使用している。

公益目的事業における奨学金貸付
等の財源として使用している。

公益目的事業における奨学金貸付
等の財源として使用している。

公益目的事業における奨学金等貸
付債権の未収入額。

交付者の定めた使途に充てるために保
有している資金であり、寄付により受
入れた金銭を預入れたもので、公益目
的事業（給付型奨学金の給付原資等）
に使用している。

公益目的事業における奨学金等貸
付債権の未収入額。

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あり、公益
目的事業における奨学金貸付等の
財源として使用している。



（単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金額貸借対照表科目

【旧基本財産】

普通預金 55,820

　りそな銀行 大手支店

株式（中部電力株式） 7,173,819

　（みずほ証券 大阪法人部　4,773株）

株式（関西電力株式） 4,654,635

　（みずほ証券 大阪法人部　3,405株）

株式（九州電力株式） 2,492,888

　（みずほ証券 大阪法人部　1,966株）

大阪府公募公債（第341回） 159,996,133

（SMBC日興証券

　　大阪公益法人営業部）

大阪府公募公債（第351回） 17,000,000

（三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ証券

　　　大阪支店法人営業部

大阪府公募公債（第362回） 53,888,322

　（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】

普通預金 20,866,148

　りそな銀行 大手支店

退職給付引当資産

普通預金 27,819,614

　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

貸倒引当金 ▲ 4,048,270,537奨学貸与金に対する貸倒引当
金

公益目的事業における貸付債権の
貸倒れによる損失に備えたもの。

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。

交付者の定めた使途に充てるために保
有している資金であり、寄付により受
け入れた株式で、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
有している資金であり、寄付により受
け入れた株式で、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
有している資金であり、寄付により受
け入れた株式で、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
有している資金であり、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
有している資金であり、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
有している資金であり、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
有している資金であり、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。

交付者の定めた使途に充てるために保
有している資金であり、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、公益目的事業の財源に使用
している。

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。

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。

交付者の定めた使途に充てるために保
有している資金であり、寄付により受
入れた金銭を預け入れたもので、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 金額貸借対照表科目

　その他固定資産

長期貸付金 179,450,000

建物 事務所間仕切り 3,127,708

　大阪市都島区網島町

備品 連続フォームバースター　V737 339,480

　大阪市都島区網島町

ノートパソコン　2台 172,980

　大阪市都島区網島町

（公益目的事業会計） (86,490)

（法人会計） (86,490)

オフコンサーバ 2,750,760

証跡ログシステム

　大阪市都島区網島町

（公益目的事業会計） (2,422,312)

（収益事業等会計） (28,739)

（法人会計） (299,709)

リース資産 オフコンサーバ及び端末機等 51,107,902

　大阪市都島区網島町

（公益目的事業会計） (45,005,465)

（収益事業等会計） (613,547)

（法人会計） (5,488,890)

ソフトウエア 奨学金貸付金等システム 10,240,648

　大阪市都島区網島町

（公益目的事業会計） (9,017,898)

（収益事業等会計） (128,061)

（法人会計） (1,094,689)

ＷＥＢ口座振替連携システム 1,106,640

　大阪市都島区網島町

ソフトウエア仮勘定 奨学金貸付金等システム 4,817,880

　大阪市都島区網島町

（公益目的事業会計） (4,242,611)

（収益事業等会計） (43,145)

（法人会計） (532,124)

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 大阪私学会館 2,817,000

　　大阪市都島区網島町

貸倒引当金 ▲ 592,185

52,469,453,344

55,262,487,981

私立学校への施設整備費貸付
金

公益目的事業及び法人運営を行う
上で使用する備品であり、財源配
賦は折半している。

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
算機関連のリース資産であり、財
源配賦は職員数比によっている。

事務所賃借にかかる保証金。

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
算機関連の備品であり、財源配賦
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、
財源配賦は職員数比によってい
る。

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。

総務企画課の使用回線で、収益事
業等の用に供している。

公益目的事業に使用するソフトウ
エアである。

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、
財源配賦は職員数比によってい
る。

施設整備費貸付金に対する貸
倒引当金

収益事業等にかかる貸付債権の貸
倒れによる損失に備えたもの。

公益目的事業の用に供している。

公益目的事業の用に供している。

収益事業等の財産であり、平成31
年4月1日以降に回収を予定してい
る。

固定資産合計

　　資産合計



（単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金額貸借対照表科目

（流動負債）

未払金 奨学生等に対する未払額 124,722,295

預り金 大阪府等からの預り額 27,198,723

1年内返済予定 りそな銀行 大阪公務部 1,088,040,400

長期借入金

三井住友銀行 大阪公務部 1,088,040,400

三菱東京ＵＦＪ銀行 1,088,040,400

        大阪公務部

関西アーバン銀行 99,999,900

　　　　本店営業部

大阪シティ信用金庫 1,633,000,000

　　　　本店営業部

大阪府（府単独分） 71,503,684

賞与引当金 常勤職員に対するもの 9,752,129

未払法人税等 大阪府 20,000

大阪市 50,000

前受利息 4,017,100

短期リース債務 オフコンサーバ及び端末機等 19,211,956

　大阪市都島区網島町

（公益目的事業会計） (16,917,991)

（収益事業等会計） (233,042)

（法人会計） (2,060,923)

5,253,596,987

公益目的事業に使用するために借
入れたもので、１年以内に返済す
る予定のもの。

公益目的事業における奨学金貸付
（入学時増額奨学資金貸付）等の
未払額。

収益事業等に係る法人府民税の未
払額。

大阪府に対する補助金返還額等の
一時預り分。

公益目的事業に使用するために借
入れたもので、１年以内に返済す
る予定のもの。

公益目的事業に使用するために借
入れたもので、１年以内に返済す
る予定のもの。

公益目的事業に使用するために借
入れたもので、１年以内に返済す
る予定のもの。

公益目的事業に使用するために借
入れたもので、１年以内に返済す
る予定のもの。

流動負債合計

公益目的事業に使用するために借
入れたもので、１年以内に返済す
る予定のもの。

常勤職員に対する平成30年6月支給
期末勤勉手当の当期発生見込額。

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もの
で、１年内に収益化されるもの。

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
算機関連のリース資産に対する支
払債務で、１年内に支払う予定の
もの。



（単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金額貸借対照表科目

（固定負債）

長期借入金 りそな銀行 大阪公務部 1,331,368,400

三井住友銀行 大阪公務部 1,331,367,400

三菱東京ＵＦＪ銀行 1,331,367,400

　　　　大阪公務部

関西アーバン銀行 99,999,900

　　　　本店営業部

大阪シティ信用金庫 6,534,000,000

　　　　本店営業部

大阪府 36,407,196,934

（うち、高等学校等奨学金事業交付金分） (34,641,990,000)

（うち、府単独分） (1,592,138,934)

（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 27,819,614

長期前受利息 6,105,400

長期リース債務 オフコンサーバ及び端末機等 32,342,086

　大阪市都島区網島町

（公益目的事業会計） (28,480,344)

（収益事業等会計） (386,175)

（法人会計） (3,475,567)

48,456,067,134

53,709,664,121

1,552,823,860

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。

公益目的事業に使用するために借
入れたもの。

　　正味財産

公益目的事業に使用するために借
入れたもの。

常勤職員に対する退職手当の支給
に備えたもの。

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
算機関連のリース資産に対する支
払債務で、１年超の支払予定のも
の。

固定負債合計

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もの
で、１年を超えて収益化されるも
の。

　　負債合計


