
(単位：円)

金額

(流動資産） 現金預金

  現金 手元保管 運転資金として 18,529

  小口現金 オリオン寮　手元保管 運転資金として 121,348

  普通預金 ㈱りそな銀行　大阪公務部 運転資金として 34,676,314

㈱三菱UFJ銀行　大阪公務部 運転資金として 6,738,489

㈱三井住友銀行　大阪公務部 運転資金として 3,903,782

㈱池田泉州銀行　上野芝支店 運転資金として 2,456,795

㈱池田泉州銀行　上野芝支店（ｵﾘｵﾝ小口用） オリオン寮小口現金管理用口座 0

㈱ゆうちょ銀行　四一八支店 運転資金として 1,015,230

  当座預金 ㈱ゆうちょ銀行　〇九九店 運転資金として 671,808

〈現金・預金計〉 49,602,295

未収金 ㈱りそな銀行 特定資産の安藤基金定期預金に 3

係る未収利息

特定資産の修繕引当資産定期預金に 89

係る未収利息

FVジャパン㈱ 公益目的事業のオリオン寮の自販機販売手数料 7,154

職員1名 3月度欠勤控除分 15,460

㈱インボイス 公益目的事業のオリオン寮の通信機器設置 25,920

に係る電気使用料

和泉市 公益目的事業の通訳ｻﾎﾟｰﾀｰ活動支援 90,759

事業の翻訳・チェック業務受取委託金

大阪府 公益目的事業の多言語情報提供事業の 275,655

翻訳及びﾈｲﾃｨﾌﾞﾁｪｯｸ業務受取委託金

オリオン寮留学生 公益目的事業の2月～3月分 382,800

オリオン寮居室料

SMBC日興証券㈱他 基本財産の投資有価証券等 1,745,910

に係る未収利息

SMBC日興証券㈱他 特定資産の投資有価証券等 1,755,460

に係る未収利息

大阪府 公的目的事業の外国人受入環境整備事業費補助金 8,222,000

〈未収金計〉 12,521,210

立替金 オリオン寮留学生 公益目的事業のオリオン寮 21,000

水道代立替金

〈立替金計〉 21,000

 流動資産合計 62,144,505

平成31年3月31日 現在

財産目録
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金額貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等

(固定資産）

 基本財産 普通預金 ㈱りそな銀行　大阪公務部 管理目的の財源として使用する財産 0

㈱三井住友銀行　大阪公務部 管理目的の財源として使用する財産 0

㈱大和ネクスト銀行 ベンテン支店 管理目的の財源として使用する財産 611

定期預金 ㈱りそな銀行　大阪公務部 管理目的の財源として使用する財産 57,110

㈱三井住友銀行　大阪公務部 管理目的の財源として使用する財産 0

㈱大和ネクスト銀行 ベンテン支店 管理目的の財源として使用する財産 224,600,000

投資有価証券 利付国債（20年）第113回 管理目的の財源として使用する財産 490,840,000

政府保証第90回 日本高速道路保有・債務返済機構債券 管理目的の財源として使用する財産 243,400,000

  平成24年度第9回北海道公募公債他 管理目的の財源として使用する財産 608,285,100

 大阪府グループファイナンス 管理目的の財源として使用する財産 760,000,000

〈基本財産計〉 2,327,182,821

 特定資産 国際交流事業積立資産 普通預金 ㈱りそな銀行大阪公務部 （共用財産） 0

うち公益目的事業50％ 0

うち管理目的事業の財源として 0

使用する財産50％

普通預金 ㈱大和ネクスト銀行ホテイ支店 （共用財産） 0

うち公益目的事業50％ 0

うち管理目的事業の財源として 0

使用する財産50％

定期預金 ㈱大和ネクスト銀行ホテイ支店 （共用財産） 85,900,000

うち公益目的事業50％ 42,950,000

うち管理目的事業の財源として 42,950,000

使用する財産50％

国際交流事業積立資産 利付国債（20年）第113回他 （共用財産） 155,354,220

うち公益目的事業50％ 77,677,110

うち管理目的事業の財源として 77,677,110

使用する財産50％

大阪府公募公債 第326回 （共用財産） 300,810,000

うち公益目的事業50％ 150,405,000

うち管理目的事業の財源として 150,405,000

使用する財産50％

修繕引当資産 定期預金　㈱りそな銀行大阪公務部 公益目的事業のオリオン寮修繕を目的とする財産 12,782,455

安藤基金特定資産 定期預金　㈱りそな銀行大阪公務部 公益目的事業の大阪府海外短期建築・ 3,904,334

芸術研修生招聘事業の実施に使用

建物 オリオン寮建物及び建物附属設備 公益目的事業のオリオン寮建物 228,750,020

堺市北区東上野芝町2丁226番

什器備品 オリオン寮書架他 公益目的事業のオリオン寮什器備品 776,574

土地 オリオン寮土地　 公益目的事業のオリオン寮土地 234,615,180

堺市北区東上野芝町2丁226番 〈特定資産計〉 1,022,892,783

 その他固定資産 建物 事務所内装設備他 （共用財産） 5,687,952

大阪市中央区本町橋2-5 うち公益目的事業83％ 4,721,000

うち管理目的事業の財源として 966,952

使用する財産17％

什器備品 事務所書架他 （共用財産） 311,266

うち公益目的事業83％ 258,351

うち管理目的事業の財源として 52,915

使用する財産17％

電話加入権 06-6966-2400他6回線 （共用財産） 513,968

うち公益目的事業83％ 426,593

うち管理目的事業の財源として 87,375

使用する財産17％

〈その他固定資産計〉 6,513,186

 固定資産合計 3,356,588,790

3,418,733,295      資産合計



金額貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等

(流動負債） 未払金 職員 公益目的事業及び管理目的の 473,272

業務に従事する職員の3月度時間外手当

登録翻訳者（12名） 公的目的事業の多言語情報提供他 229,884

に係る翻訳・チェック業務謝金

登録相談員（10名） 公益目的事業の3月度外国人情報コーナー 201,000

登録相談員謝金

非常勤職員（1名） 公益目的事業の外国人相談事業に従事する 123,583

職員の3月度臨時雇賃金

フジテック㈱ 公益目的事業のオリオン寮の 171,720

昇降機保守点検料

地方職員共済組合大阪府支部 公益目的事業及び管理目的の 272,451

業務に従事する職員の平成31年

6月支給に係る賞与引去分

近畿エコロサービス㈱ 事務所の産業廃棄物処理代 231,336

㈱イノウエ商事 公益目的事業及び管理目的の業務に係る 162,514

事務所金庫他事務用品代

㈱ケーエスアイ 公的目的事業の『大阪府外国人のための防災ガイド地震編』 126,360

他データ修正業務委託

新日本機動警備㈱ 公益目的事業のオリオン寮の 184,464

日常清掃に付随する清掃業務他

大手前年金事務所 公益目的事業及び管理目的の 1,167,458

業務に従事する職員の2月度及び3月度

社会保険料

大阪府 公益目的事業及び管理目的の 1,555,756

業務に使用する事務所の

光熱費・共益費（平成30年10月～平成31年3月）

その他 公益目的事業及び管理目的の 592,576

業務に使用する小口費用26件

〈未払金計〉 5,492,374

前受金 オリオン寮生 公的目的事業のオリオン寮の 53,400

居室料等収入

〈前受金計〉 53,400

預り金 役職員他 源泉所得税 218,937

役職員 地方税（住民税） 198,600

役職員 社会保険料 1,144,954

eBASE㈱ 入札保証金 1,359,403

〈預り金計〉 2,921,894

賞与引当金 役職員 公益目的事業及び管理目的の 1,919,281

業務に従事する役職員に係る分

〈賞与引当金計〉 1,919,281

 流動負債合計 10,386,949

10,386,949

3,408,346,346      正味財産

      負債合計


