
物量・場所等 使用目的等

Ⅰ 資産の部

１．流動資産

現金預金 580,650,011

現金（手許残高） 運転資金 211,116

普通預金 577,933,360

みずほ銀行 立川支店 運転資金 462,885,707

みずほ銀行 東青梅支店 運転資金 62,983

みずほ銀行 大島特別出張所 運転資金 89,668

東京都信連 本店 運転資金 75,135,645

青梅信用金庫 青梅東支店 運転資金 1,536,520

多摩信用金庫 富士見町支店 運転資金 1,926,795

ゆうちょ銀行 運転資金 36,126,605

東京東信用金庫 鹿骨支店 運転資金 133,775

ＪＡ西東京 古里支店 運転資金 35,662

定期預金
みずほ銀行 立川支店

運転資金 2,505,535

未収金 32,796,997

東京都 他 公益目的事業の委託料・補助金 他 32,796,997

前払金 121,900

ピー．シー．エー㈱ 他 事業等に供する業務費用の前払い分 121,900

有価証券 4,256,529

みずほ証券 ＭＭＦ 他 公益目的事業の財源管理用 4,256,529

畜産物 14,136,970

豚(ﾄｳｷｮｳX)・鶏(東京うこっけい) 他 公益目的事業の試験研究・成果還元事業成果品 14,136,970

農地 15,392,500

八丈町・大島町 公益目的事業の経営安定対策事業のための保有 15,392,500

流動資産合計 647,354,907

財 産 目 録
平成 ２７ 年 ３ 月 ３１ 日現在

貸借対照表科目 金額



物量・場所等 使用目的等

財 産 目 録
平成 ２７ 年 ３ 月 ３１ 日現在

貸借対照表科目 金額

２．固定資産

(1) 基本財産

定期預金 367,600,000

三井住友信託銀行 本店
公益目的事業及び法人会計で保有し、運用益は公益
目的事業及び法人会計の財源として使用している

230,000,000

みずほ銀行 立川支店
その他の事業の保有財産であり、運用益を野菜価格
安定事業の財源として使用している

5,937,400

新銀行東京 本店
公益目的事業及び法人会計で保有し、運用益は公益
目的事業及び法人会計の財源として使用している

10,082,600

東京都信連 本店
公益目的事業及び法人会計で保有し、運用益は公益
目的事業及び法人会計の財源として使用している

109,980,000

東京都信漁連 本店
公益目的事業及び法人会計で保有し、運用益は公益
目的事業及び法人会計の財源として使用している

11,600,000

投資有価証券 819,880,000

三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰPB証券
ｲｰﾙﾄﾞｶｰﾌﾟ連動債 他

満期保有目的で公益目的事業及び法人会計で保有
し、運用益は公益目的事業及び法人会計の財源とし
て使用している

230,000,000

みずほ証券
利付国債 他

満期保有目的で公益目的事業及び法人会計で保有
し、運用益は公益目的事業及び法人会計の財源とし
て使用している

382,303,554

野村證券
利付国債

満期保有目的で公益目的事業及び法人会計で保有
し、運用益は公益目的事業及び法人会計の財源とし
て使用している

106,865,030

岡三証券
大阪府債

満期保有目的で公益目的事業及び法人会計で保有
し、運用益は公益目的事業及び法人会計の財源とし
て使用している

100,711,416

基本財産合計

(2) 特定資産

基金 1,487,191,391

花粉の少ない森づくり基金 414,051,372

みずほ銀行 立川支店
普通預金

公益目的保有財産であり、花粉発生源対策事業の財
源として使用し、運用益を公益目的事業の財源として
使用している

399,891,272

東京都民銀行 立川支店
普通預金

公益目的保有財産であり、花粉発生源対策事業の財
源として使用し、運用益を公益目的事業の財源として
使用している

10,214,370

中央労働金庫 立川支店
普通預金

公益目的保有財産であり、花粉発生源対策事業の財
源として使用し、運用益を公益目的事業の財源として
使用している

3,053,297

ゆうちょ銀行
振替口座

公益目的保有財産であり、花粉発生源対策事業の財
源として使用し、運用益を公益目的事業の財源として
使用している

892,433

1,187,480,000



物量・場所等 使用目的等

財 産 目 録
平成 ２７ 年 ３ 月 ３１ 日現在

貸借対照表科目 金額

森林を守る都民基金 1,073,140,019

東京都信連 本店
定期預金

公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の
財源として使用している

182,000,000

三井住友信託銀行 本店
定期預金

公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の
財源として使用している

120,000,000

三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰ証券
東京都債

満期保有目的で公益目的事業で保有し、運用益を公
益目的事業の財源として使用している

439,908,600

三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰPB証券
MLﾊﾟﾜｰﾘﾊﾞｰｽ 他

満期保有目的で公益目的事業で保有し、運用益を公
益目的事業の財源として使用している

120,000,000

大和証券
北海道債

満期保有目的で公益目的事業で保有し、運用益を公
益目的事業の財源として使用している

99,326,622

SMBC日興証券
利付国債

満期保有目的で公益目的事業で保有し、運用益を公
益目的事業の財源として使用している

90,000,000

みずほ証券
大阪府債 他

満期保有目的で公益目的事業で保有し、運用益を公
益目的事業の財源として使用している

21,904,797

積立資産 1,691,337,615

退職給付引当資産 41,876,880

みずほ銀行 立川支店
定期預金

退職金の財源として管理している預金 41,876,880

森林災害対策積立資産 12,082,122

みずほ銀行 立川支店
定期預金

公益目的事業の森林整備事業の森林災害対策のた
めの積立金として管理している預金

12,082,122

借入金返済積立資産 18,149,844

みずほ銀行 立川支店
定期預金

公益目的事業の森林整備事業の借入金返済のため
の積立金として管理している預金

18,149,844

森林整備費用積立資産 1,524,463,563

みずほ銀行 立川支店
普通預金

公益目的事業の森林整備事業の積立金として管理し
ている預金

16,114,125

みずほ銀行 立川支店
定期預金

公益目的事業の森林整備事業の積立金として管理し
ている預金

1,508,349,438

企業の森森林整備積立資産 1,477,548

みずほ銀行 立川支店
普通預金

公益目的事業の森林整備事業の企業の森積立金とし
て管理している預金

1,477,548

補償金預り金資産 95,164

みずほ銀行 立川支店
定期預金

公益目的事業の森林整備事業の預り資産として管理
している預金

95,164

緑の募金交付引当資産 9,494,465

みずほ銀行 立川支店
定期預金

公益目的事業の森林整備事業の助成金交付引当資
産として管理している預金

9,494,465

野菜交付準備資産 13,659,481

東京都信連 本店
普通預金

その他の事業の生産安定事業の補給交付金として管
理している預金

13,659,481

生産者積立資産 28,213,797



物量・場所等 使用目的等

財 産 目 録
平成 ２７ 年 ３ 月 ３１ 日現在

貸借対照表科目 金額

東京都信連 本店
普通預金

その他の事業の生産安定事業の積立金として管理し
ている預金

28,213,797



物量・場所等 使用目的等

財 産 目 録
平成 ２７ 年 ３ 月 ３１ 日現在

貸借対照表科目 金額

財政調整積立資産 41,824,751

みずほ銀行 立川支店
定期預金

公益目的事業の森林整備事業等の財政調整積立資
産として管理している預金

35,904,751

東京都信連 本店
定期預金

公益目的事業の森林整備事業等の財政調整積立資
産として管理している預金

5,920,000

有形固定資産 180,451,381

建物 107,414,463

木質ﾊﾞｲｵﾏｽ・ﾁｯﾌﾟ製造施設建物他
公益目的事業で保有し、森林整備事業に使用してい
る

107,414,463

構築物 48,656,182

木質ﾊﾞｲｵﾏｽ・ﾁｯﾌﾟ製造施設外構他
公益目的事業で保有し、森林整備事業に使用してい
る

48,656,182

機械及び装置 15,081,177

木質ﾊﾞｲｵﾏｽ・木材ﾁｯﾊﾟｰ 他
公益目的事業で保有し、森林整備事業に使用してい
る

15,081,177

車両運搬具 4

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ 他
公益目的事業で保有し、森林整備事業に使用してい
る

4

什器備品 1,032,561

木質ﾊﾞｲｵﾏｽ・赤外線水分計 他
公益目的事業で保有し、森林整備事業等に使用して
いる

1,032,561

リース資産 8,266,994

公益目的事業で保有し、試験研究・成果還元事業等
に使用している

2,256,360

法人会計で保有し、管理業務に使用している 6,010,634

ソフトウェア 2,709,375

会計ｿﾌﾄｶｽﾀﾏｲｽﾞ 他 法人会計で保有し、管理業務に使用している 2,709,375

花粉立木木材 169,551,506

スギ・ヒノキ 公益目的事業の森林整備事業のために保有している 169,551,506

出資金 350,000

農地保有合理化協会
公益目的事業の経営安定対策事業の出資金として管
理

350,000

特定資産合計 3,531,591,268

ファイナンスリース取引のLAN接続用
パソコン及びサーバー機器



物量・場所等 使用目的等

財 産 目 録
平成 ２７ 年 ３ 月 ３１ 日現在

貸借対照表科目 金額

(3) その他固定資産

什器備品 10

測量機器 他
公益目的事業で保有し、森林整備事業等に使用して
いる

9

プロジェクター 法人会計で保有し、管理業務に使用している 1

ソフトウェア 3,888,185

分収林森林情報ｼｽﾃﾑ 他
公益目的事業で保有し、森林整備事業等に使用して
いる

3,888,185

電話加入権 923,412

事務所他 公益目的事業で保有し、使用している 923,412

出資金 5,730,000

東京都信用農業協同組合連合会
公益目的事業で出資し、経営安定対策事業で管理し
ている出資金

5,730,000

長期貸付金 29,301,000

就農支援長期貸付金
公益目的事業の後継者等対策事業で管理している貸
付金

29,301,000

長期預け金 4,000,000

全国肉用牛振興基金協会
その他の事業の生産安定対策事業で管理している長
期預け金

4,000,000

分収林取得累計額 1,461,382,473

分収造林及び分収育林の契約地
公益目的事業の森林整備事業で管理している取得累
計額

1,461,382,473

その他固定資産合計

固定資産合計

資産合計

Ⅱ 負債の部

１．流動負債

未払金 424,423,415

東京都 他 事業等に供する業務の未払い分 424,423,415

前受金 5,606,300

生産者負担金 他
野菜価格安定対策事業における生産者負担金の前
受け分 他

5,606,300

預り金 9,577,026

職員等からの預かり金 源泉所得税 他 9,577,026

1,505,225,080

6,224,296,348

6,871,651,255



物量・場所等 使用目的等

財 産 目 録
平成 ２７ 年 ３ 月 ３１ 日現在

貸借対照表科目 金額

リース債務（流動） 2,246,932

ファイナンス・リース取引に係る債務
で返済期限が1年以内のもの

LAN接続用パソコン及びサーバー機器 2,246,932

普及啓発費交付引当金 849,600

緑の募金事業普及啓発引当金
公益目的事業における森林整備事業の普及啓発交
付金の支払に備えたもの

849,600

流動負債合計

２．固定負債

長期借入金 1,279,680,948

就農支援長期借入金（東京都）
公益目的事業における後継者等対策事業の長期借
入金

79,382,000

林業就業促進長期借入金（東京都）
公益目的事業における後継者等対策事業の長期借
入金

1,529,000

東京都長期借入金 公益目的事業における森林整備事業の長期借入金 1,100,520,060

日本政策金融公庫長期借入金 公益目的事業における森林整備事業の長期借入金 98,249,888

リース債務（固定） 6,048,124

ファイナンス・リース取引に係る債務
で返済期限が1年を超えるもの

LAN接続用パソコン及びサーバー機器 6,048,124

退職給付引当金 41,876,880

職員退職金分 職員に対する退職金の支払いに備えたもの 41,876,880

補償金預り金 95,164

育林費用負担者分
公益目的事業の森林整備事業における補償金の預か
り分

95,164

緑の募金交付引当金 9,494,465

緑の募金協力者への交付引当金
公益目的事業の森林整備事業における交付金の支払
に備えたもの

9,494,465

固定負債合計

負債合計

正味財産

442,703,273

1,337,195,581

1,779,898,854

5,091,752,401


