財産目録
１．内容 【株式】
２．承継先 【北区】
３．会計区分 【一般会計】
（単位：円）

会社名称

⾦額

備考

関⻄⾼速鉄道 (株)

3,600,000,000

中之島高速鉄道 (株)

1,742,380,000

⻄⼤阪⾼速鉄道 (株)

1,186,646,000

大阪市商業振興企画 (株)

66,000,000

大阪中小企業投資育成(株)

60,000,000

大阪港木材倉庫 (株)

2,000,000

大阪サッカークラブ(株)

3,000,000

(株) 大阪城ホール

901,000,000

(株) ⼤阪鶴⾒フラワーセンター

91,800,000

大阪地下街 (株)

8,050,000

大阪ターミナルビル(株)

40,000,000

大阪環境保全(株)

100,000

(株) 大阪マーチャンダイズ・マート

75,000,000

(株) 海遊館

100,000,000

(株)ＦＭ８０２

7,500,000

テレビ大阪(株)

5,000,000

(株)エフエム大阪

4,000,000

大阪外環状鉄道 (株)

891,280,000

(株)ジェイコムウェスト

69,586,000

(株)ベイ・コミュニケーションズ

30,000,000

大阪市街地開発 (株)

57,537,000

(株) かんでんエルハート

9,800,000

(株) 大阪市開発公社

176,058,000

関⻄電⼒(株)

1,943,776,000
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財産目録
１．内容 【株式】
２．承継先 【湾岸区】
３．会計区分 【一般会計】
（単位：円）

会社名称

⾦額

備考

関⻄⾼速鉄道 (株)

3,600,000,000

中之島高速鉄道 (株)

1,742,380,000

⻄⼤阪⾼速鉄道 (株)

1,186,646,000

大阪市商業振興企画 (株)

66,000,000

大阪中小企業投資育成(株)

60,000,000

大阪港木材倉庫 (株)

2,000,000

大阪サッカークラブ(株)

3,000,000

(株) 大阪城ホール

901,000,000

(株) ⼤阪鶴⾒フラワーセンター

91,800,000

大阪地下街 (株)

8,050,000

大阪ターミナルビル(株)

40,000,000

大阪環境保全(株)

100,000

(株) 大阪マーチャンダイズ・マート

75,000,000

(株) 海遊館

100,000,000

(株)ＦＭ８０２

7,500,000

テレビ大阪(株)

5,000,000

(株)エフエム大阪

4,000,000

大阪外環状鉄道 (株)

891,280,000

(株)ジェイコムウェスト

69,586,000

(株)ベイ・コミュニケーションズ

30,000,000

大阪市街地開発 (株)

57,537,000

(株) かんでんエルハート

9,800,000

(株) 大阪市開発公社

176,058,000

関⻄電⼒(株)

1,943,776,000
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財産目録
１．内容 【株式】
２．承継先 【東区】
３．会計区分 【一般会計】
（単位：円）

会社名称

⾦額

備考

関⻄⾼速鉄道 (株)

3,600,000,000

中之島高速鉄道 (株)

1,742,380,000

⻄⼤阪⾼速鉄道 (株)

1,186,646,000

大阪市商業振興企画 (株)

66,000,000

大阪中小企業投資育成(株)

60,000,000

大阪港木材倉庫 (株)

2,000,000

大阪サッカークラブ(株)

3,000,000

(株) 大阪城ホール

901,000,000

(株) ⼤阪鶴⾒フラワーセンター

91,800,000

大阪地下街 (株)

8,050,000

大阪ターミナルビル(株)

40,000,000

大阪環境保全(株)

100,000

(株) 大阪マーチャンダイズ・マート

75,000,000

(株) 海遊館

100,000,000

(株)ＦＭ８０２

7,500,000

テレビ大阪(株)

5,000,000

(株)エフエム大阪

4,000,000

大阪外環状鉄道 (株)

891,280,000

(株)ジェイコムウェスト

69,586,000

(株)ベイ・コミュニケーションズ

30,000,000

大阪市街地開発 (株)

57,537,000

(株) かんでんエルハート

9,800,000

(株) 大阪市開発公社

176,058,000

関⻄電⼒(株)

1,943,776,000
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財産目録
１．内容 【株式】
２．承継先 【南区】
３．会計区分 【一般会計】
（単位：円）

会社名称

⾦額

備考

関⻄⾼速鉄道 (株)

3,600,000,000

中之島高速鉄道 (株)

1,742,380,500

⻄⼤阪⾼速鉄道 (株)

1,186,649,500

大阪市商業振興企画 (株)

66,000,000

大阪中小企業投資育成(株)

60,000,000

大阪港木材倉庫 (株)

2,000,000

大阪サッカークラブ(株)

3,000,000

(株) 大阪城ホール

901,000,000

(株) ⼤阪鶴⾒フラワーセンター

91,800,000

大阪地下街 (株)

8,050,000

大阪ターミナルビル(株)

40,000,000

大阪環境保全(株)

100,000

(株) 大阪マーチャンダイズ・マート

75,000,000

(株) 海遊館

100,000,000

(株)ＦＭ８０２

7,500,000

テレビ大阪(株)

5,000,000

(株)エフエム大阪

4,000,000

大阪外環状鉄道 (株)

891,280,000

(株)ジェイコムウェスト

69,587,034

(株)ベイ・コミュニケーションズ

30,000,000

大阪市街地開発 (株)

57,540,000

(株) かんでんエルハート

9,800,000

(株) 大阪市開発公社

176,062,500

関⻄電⼒(株)

1,943,777,500
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財産目録
１．内容 【株式】
２．承継先 【中央区】
３．会計区分 【一般会計】
（単位：円）

会社名称

⾦額

備考

関⻄⾼速鉄道 (株)

3,600,000,000

中之島高速鉄道 (株)

1,742,380,000

⻄⼤阪⾼速鉄道 (株)

1,186,646,000

大阪市商業振興企画 (株)

66,000,000

大阪中小企業投資育成(株)

60,000,000

大阪港木材倉庫 (株)

2,000,000

大阪サッカークラブ(株)

3,000,000

(株) 大阪城ホール

901,000,000

(株) ⼤阪鶴⾒フラワーセンター

91,800,000

大阪地下街 (株)

8,050,000

大阪ターミナルビル(株)

40,000,000

大阪環境保全(株)

100,000

(株) 大阪マーチャンダイズ・マート

75,000,000

(株) 海遊館

100,000,000

(株)ＦＭ８０２

7,500,000

テレビ大阪(株)

5,000,000

(株)エフエム大阪

4,000,000

大阪外環状鉄道 (株)

891,280,000

(株)ジェイコムウェスト

69,586,000

(株)ベイ・コミュニケーションズ

30,000,000

大阪市街地開発 (株)

57,537,000

(株) かんでんエルハート

9,800,000

(株) 大阪市開発公社

176,058,000

関⻄電⼒(株)

1,943,776,000
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財産目録
１．内容 【株式】
２．承継先 【大阪府】
３．会計区分 【一般会計】
（単位：円）

会社名称

⾦額

大阪港埠頭 (株)

備考

30,120,000,000

大阪港埠頭ターミナル (株)

245,800,000

(株) 大阪港トランスポートシステム

18,243,000

関⻄国際空港⼟地保有(株)

45,038,000,000

阪神⾼速道路(株)

2,876,722,000

本州四国連絡⾼速道路(株)

108,589,000

アジア太平洋トレードセンター (株)

11,500,000,000

(株) 湊町開発センター

26,889,900,000

クリスタ⻑堀 (株)

2,300,000,000

(株)日本宝くじシステム

2,000,000
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