
（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

　りそな銀行 大阪公務部 108,350

　　

　りそな銀行 大阪公務部 255,574,464

　　

　りそな銀行 大阪ｼﾝｼﾞｹｰﾄ口座 77,409

　　

　りそな銀行 大手支店 2,201,893,907

　　

　りそな銀行 大手支店 231,367,348

　　

(4,190,710)

　三井住友銀行 天満橋支店 1,169,938

　　

　三井住友銀行 大阪公務部 39,019,215

　　

　三井住友銀行 大阪公務部 276,991

　　

　三菱UFJ銀行 大阪公務部 18,220,756

　　

　三菱UFJ銀行 大阪公務部 130,705,311

　　

　三菱UFJ銀行 大阪ｼﾝｼﾞｹｰﾄ口座 3,853

　　

　関西みらい銀行 本町営業部 11,167,305

　　

　池田泉州銀行 本町支店 5,829,257

　　

　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 152,438,116

１年内回収予定 48,150,000

長期貸付金

受取手形 1,504,900

未収入金 2,303,117

財  産  目  録
令和3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。

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、令和4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 115,031

郵券類の未使用分 6,450

貸倒引当金 ▲ 153,117

3,100,408,195

（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

　関西みらい銀行

（りそな銀行 コーポレートビジネス部）

　特定資産

奨学貸与金

奨学金貸付金 35,211,796,464

　高校生等への奨学金

入学資金貸付金 732,884,596

　高校生等への入学資金

研修資金貸付金 37,500

　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 479,329,168

　高校生等への奨学金

入学資金貸付金の未収入金 4,707,216

　高校生等への入学資金

奨学基金積立資産

普通預金 6,000,000,000

　りそな銀行 大手支店

【給付型奨学基金事業口座】 191,629,250

　　普通預金 67,629,250

　　りそな銀行 大手支店

　　貸付債権信託受益権 124,000,000

　　関西みらい銀行

（りそな銀行 コーポレートビジネス部）

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。

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
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（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 214,220

　りそな銀行 大手支店

株式（中部電力株式） 6,801,525

　（みずほ証券 大阪法人部　4,773株）

株式（関西電力株式） 4,079,190

　（みずほ証券 大阪法人部　3,405株）

株式（九州電力株式） 2,146,872

　（みずほ証券 大阪法人部　1,966株）

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） 53,896,407

（岡三証券

　　関西法人ユニット）

大阪府公募公債（第458回） 159,852,160

（大和証券　難波支店）

貸付債権信託受益権 35,000,000

　関西みらい銀行

（りそな銀行 コーポレートビジネス部）

教育振興基金積立資産 【教育振興基金事業口座】

普通預金 20,566,807

　りそな銀行 大手支店

退職給付引当資産

普通預金 37,024,707

　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UFJ銀行

　　　　　大阪公務部

貸倒引当金 ▲ 3,188,059,348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。

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。



（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 26,000,000

建物 事務所間仕切り 2,928,763

　大阪市都島区網島町

（公益目的事業会計:88%） (2,579,061)

（法人会計:12%） (349,702)

備品 連続フォームバースター　V737 1

　大阪市都島区網島町

ノートパソコン　2台 2,701

　大阪市都島区網島町

（公益目的事業会計:50%） (1,351)

（法人会計:50%） (1,350)

オフコンサーバ 550,152

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:88%） (484,465)

（収益事業等会計:1%） (5,747)

（法人会計:11%） (59,940)

ソフトウエア 奨学金貸付金等システム 18,310,769

　大阪市都島区網島町

（公益目的事業会計:89%） (16,430,307)

（収益事業等会計:1%） (108,578)

（法人会計:10%） (1,771,884)

ＷＥＢ口座振替連携システム 420,228

　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 大阪私学会館 2,817,000

　　大阪市都島区網島町

投資有価証券 貸付債権信託受益権 333,000,000

　三菱ＵＦＪ銀行

（三菱ＵＦＪ信託銀行 資金金融事業部）

貸付債権信託受益権 700,000,000

　三井住友銀行

貸倒引当金 ▲ 82,680

40,982,975,468

44,083,383,663

私立学校への施設整備費貸付
金

共用財産であり、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。

事務所賃借にかかる保証金。

共用財産であり、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。

共用財産であり、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。

公益目的保有財産であり、公益目
的事業に使用するソフトウエアで
ある。

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。

公益目的保有財産であり、公益目
的事業の用に供している。

共用財産であり、公益目的事業及
び法人運営を行う上で使用する建
物間仕切りであり、財源配賦は職
員数比によっている。

収益事業等の財産であり、令和4年
4月1日以降に回収を予定してい
る。

運用益を公益目的事業等に使用し
ている。

運用益を公益目的事業等に使用し
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 75,003,786

預り金 大阪府等からの預り額 48,068,333

1年内返済予定 りそな銀行 大阪公務部 38,644,000

長期借入金

三井住友銀行 大阪公務部 38,644,000

三菱ＵＦＪ銀行 38,644,000

        大阪公務部

大阪シティ信用金庫 1,633,000,000

大阪府（府単独分） 71,503,684

賞与引当金 職員に対するもの 12,360,743

未払法人税等 大阪府 20,000

大阪市 50,000

前受利息 1,121,400

1,957,059,946

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。

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。

職員に対する令和3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。



（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 166,040,000

三井住友銀行 大阪公務部 166,039,000

三菱ＵＦＪ銀行 166,039,000

　　　　大阪公務部

大阪シティ信用金庫 1,635,000,000

大阪府 36,192,685,882

（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） (1,377,627,882)

（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 37,024,707

長期前受利息 383,500

39,717,712,089

41,674,772,035

2,408,611,628

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。

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

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。


