
（単位：円）

物量・場所等 使用目的等

Ⅰ　資産の部

１．流動資産

現金預金 880,719,357

現金（手許残高） 運転資金 176,235

普通預金 587,351,118

　みずほ銀行　立川支店 運転資金 549,431,880

　みずほ銀行　東青梅支店 運転資金 61,509

　みずほ銀行　大島特別出張所 運転資金 30,839

　青梅信用金庫　青梅東支店 運転資金 3,591,431

　多摩信用金庫　富士見町支店 運転資金 13,582,514

　中央労働金庫　立川支店 運転資金 3,635,593

　きらぼし銀行　立川支店 運転資金 16,902,586

　きらぼし銀行　本店営業部 運転資金 19,532

　りそな銀行　立川支店 運転資金 67,782

　三井住友銀行　立川支店 運転資金 6,504

　東京東信用金庫　鹿骨支店 運転資金 20,948

普通貯金 137,360,117

　東京都信用農業協同組合連合会　本店 運転資金 137,330,397

　東京都信用漁業協同組合連合会　本所 運転資金 13,933

　ＪＡ西東京　古里支店 運転資金 15,787

通常貯金　 504,173

　ゆうちょ銀行 運転資金 504,173

振替口座　 4,966,691

　ゆうちょ銀行 運転資金 4,966,691

定期預金 150,361,023

　みずほ銀行　立川支店 運転資金 150,361,023

未収金 72,563,348

東京都　他 公益目的事業における補助金収入　他 72,563,348

前払金 130,350

ピー･シー･エー㈱ 事業等に供する業務費用の前払い分 130,350

畜産物 12,535,060

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 12,535,060

農地 508,937

大島町 公益目的事業の経営安定対策事業のための保有 508,937

流動資産合計

財　　　産　　　目　　　録

令  和  ３  年  ３  月 ３１ 日現在

貸借対照表科目 金額

 966,457,052



（単位：円）

物量・場所等 使用目的等

財　　　産　　　目　　　録

令  和  ３  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

普通預金 2,077,438

みずほ銀行　立川支店
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

2,077,438

定期預金 476,020,000

みずほ銀行　立川支店
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

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

きらぼし銀行　本店営業部
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

りそな銀行　立川支店
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

定期貯金 121,580,000

東京都信用農業協同組合連合会　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

東京都信用漁業協同組合連合会　本所
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 587,802,562

三菱UFJモルガンスタンレーPB証券
本店
　イールドカーブ連動債

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

100,000,000

みずほ証券　本店
　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

278,448,364

野村證券　本店
　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

109,144,910

岡三証券　本店
　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

100,209,288

基本財産合計

(2) 特定資産

基金 6,003,770,125

分収林経営安定対策基金 161,708,909

みずほ銀行　立川支店
　普通預金

公益目的保有財産であり、分収林事業の財源として
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

18,643,816

みずほ銀行　立川支店
　定期預金

公益目的保有財産であり、分収林事業の財源として
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

143,065,093

花粉の少ない森づくり基金 1,045,092,504

みずほ銀行　立川支店
　普通預金

公益目的保有財産であり、森林循環促進事業の財源
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

1,030,932,404

きらぼし銀行　立川支店
　普通預金

公益目的保有財産であり、森林循環促進事業の財源
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、森林循環促進事業の財源
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、森林循環促進事業の財源
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



（単位：円）

物量・場所等 使用目的等

財　　　産　　　目　　　録

令  和  ３  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

みずほ銀行　立川支店
　普通預金

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

みずほ銀行　立川支店
　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

139,894,235

東京都信用農業協同組合連合会 本店
定期貯金

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

大和証券　渋谷支店
　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

99,816,294

SMBC日興証券
　兵庫県債

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

100,207,054

みずほ証券　本店
　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

231,222,436

野村證券　本店
　東日本高速道路債

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

200,000,000

生産緑地買取・活用支援
基金

2,000,000,000

みずほ銀行　立川支店
　普通預金

公益目的保有財産であり、生産緑地買取・活用支援
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

400,000,000

きらぼし銀行　立川支店
　定期預金

公益目的保有財産であり、生産緑地買取・活用支援
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

1,600,000,000

農家認証取得支援基金 53,930,887

みずほ銀行　立川支店
　普通預金

公益目的保有財産であり、認証取得支援事業の財源
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

6,489,038

りそな銀行　立川支店
　普通預金

公益目的保有財産であり、認証取得支援事業の財源
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

1,866

りそな銀行　立川支店
　定期預金

公益目的保有財産であり、認証取得支援事業の財源
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

47,439,983

森林認証取得支援基金 55,897,860

みずほ銀行　立川支店
　定期預金

公益目的保有財産であり、認証取得支援事業の財源
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

55,897,860

水産認証取得支援基金 31,143,711

みずほ銀行　立川支店
　普通預金

公益目的保有財産であり、認証取得支援事業の財源
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

251,319

りそな銀行　立川支店
　普通預金

公益目的保有財産であり、認証取得支援事業の財源
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

31

りそな銀行　立川支店
　定期預金

公益目的保有財産であり、認証取得支援事業の財源
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

30,892,361

にぎわい施設で目立つ
多摩産材推進事業基金

611,156,674

三井住友銀行　立川支店
　普通預金

公益目的保有財産であり、にぎわい施設で目立つ多
摩産材推進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

10,916,476

三井住友銀行　立川支店
　定期預金

公益目的保有財産であり、にぎわい施設で目立つ多
摩産材推進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

600,240,198

木の街並み創出事業基金 471,699,033

三井住友銀行　立川支店
　普通預金

公益目的保有財産であり、木の街並み創出事業の財
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

71,658,925

三井住友銀行　立川支店
　定期預金

公益目的保有財産であり、木の街並み創出事業の財
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

400,040,108

中・大規模建築物の木造木
質化設計支援事業基金

500,000,528

みずほ銀行　立川支店
　普通預金

公益目的保有財産であり、中・大規模建築物の木造
木質化設計支援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

100,000,528

きらぼし銀行　立川支店
　定期預金

公益目的保有財産であり、中・大規模建築物の木造
木質化設計支援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

400,000,000



（単位：円）

物量・場所等 使用目的等

財　　　産　　　目　　　録

令  和  ３  年  ３  月 ３１ 日現在

貸借対照表科目 金額

積立資産 2,113,615,471

退職給付引当資産 79,864,340

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 79,864,340

森林災害対策積立資産 12,380,858

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

12,380,858

借入金返済積立資産 6,566,655

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借入金返済のため
の積立金として管理している預金

6,566,655

森林整備費用積立資産 1,948,810,531

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等の積立金として管理
している預金

3,115,778

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積立金として管理
している預金

1,945,694,753

企業の森森林整備費用
積立資産

2,742,000

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

2,742,000

緑の募金交付引当資産 11,246,197

みずほ銀行　立川支店
　定期預金

公益目的事業の緑の募金・緑化推進事業の助成金交
付引当資産として管理している預金

11,246,197

野菜交付準備資産 8,288,073

東京都信用農業協同組合連合会 本店
　普通貯金

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

8,288,073

生産者積立資産 1,892,066

東京都信用農業協同組合連合会 本店
　普通貯金

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

1,892,066

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

東京都信用農業協同組合連合会 本店
　定期貯金

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 98,650,008

建物 25,339,755

貯木場建物　他
公益目的事業で保有し、森林整備事業に使用してい
る

25,339,752

木質バイオマス・チップ製造施設建物　他
公益目的事業で保有し、森林整備事業に供していた
建物の残存価額

3

構築物 2

貯木場外構
公益目的事業で保有し、森林整備事業に使用してい
る

1

木質バイオマス・チップ製造施設外構
公益目的事業で保有し、森林整備事業に供していた
構築物の残存価額

1

機械及び装置 3

木質バイオマス・木材チッパー　他
公益目的事業で保有し、森林整備事業に供していた
機械及び装置の残存価額

3

車両運搬具 13,550,942

グラップル付きホイールローダ　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

13,550,941

木質バイオマス・チップ運搬トラック
公益目的事業で保有し、森林整備事業に供していた
車両運搬具の残存価額

1

什器備品 3,232,970

ドローン　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

3,232,963

木質バイオマス・チップ運搬用コンテ
ナ　他

公益目的事業で保有し、森林整備事業に供していた
什器備品の残存価額

7



（単位：円）

物量・場所等 使用目的等

財　　　産　　　目　　　録

令  和  ３  年  ３  月 ３１ 日現在

貸借対照表科目 金額

リース資産 56,526,336

ファイナンスリース取引の自走式攪拌機
公益目的事業で保有し、試験研究・成果還元事業に
使用している

19,419,684

ファイナンスリース取引のクラウドシステム
及び端末・サーバー機器等 法人会計で保有し、管理業務に使用している 37,106,652

その他資産 96,595,997

ソフトウェア 718,667

施工管理システム
公益目的事業で保有し、森林整備事業に使用してい
る

718,667

花粉立木木材 94,683,330

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 94,683,330

敷金 1,194,000

倉庫及び事務所賃貸借契約に係る敷
金

公益目的事業の後継者等対策事業で使用している 1,194,000

特定資産合計

(3) その他固定資産

什器備品 1

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

商標権 434,517

「TOKYO X」商標権
法人会計で保有し、財団業務の普及啓発に使用して
いる

434,517

ソフトウェア 580,921

分収林電子台帳カスタマイズ
公益目的事業で保有し、森林整備事業等に使用して
いる

580,921

電話加入権 923,412

事務所　他 法人会計で保有し、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

4,730,000

法人会計で出資し、管理している出資金 1,000,000

長期貸付金 2,461,000

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

2,461,000

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 389,254,676

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

389,254,676

その他固定資産合計

固定資産合計

資産合計

 8,312,631,601

 403,384,527

 9,903,496,128

 10,869,953,180



（単位：円）

物量・場所等 使用目的等

財　　　産　　　目　　　録

令  和  ３  年  ３  月 ３１ 日現在

貸借対照表科目 金額

Ⅱ　負債の部

１．流動負債

未払金 777,310,422

東京都　他 事業等に供する業務の未払い分 777,310,422

前受金 476,039

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

476,039

預り金 3,342,378

職員等からの預かり金 源泉所得税　他 3,342,378

１年以内返済予定長期借入金 39,105,000

就農支援長期借入金のうち１年以内
に返済予定のもの（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
入金のうち１年以内に返済予定のもの

6,066,000

林業就業促進長期借入金のうち１年以内
に返済予定のもの（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
入金のうち１年以内に返済予定のもの

72,000

東京都長期借入金のうち１年以内に
返済予定のもの

公益目的事業における森林整備事業の長期借入金
のうち１年以内に返済予定のもの

32,095,000

日本政策金融公庫長期借入金のうち
１年以内に返済予定のもの

公益目的事業における森林整備事業の長期借入金
のうち１年以内に返済予定のもの

872,000

リース債務（流動） 16,616,451

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

自走式攪拌機 6,496,455

クラウドシステム及び端末・サーバ機器等 10,119,996

普及啓発費交付引当金 541,600

緑の募金事業普及啓発引当金
公益目的事業における緑の募金・緑化推進事業の普
及啓発交付金の支払に備えたもの

541,600

流動負債合計

２．固定負債

長期借入金 357,849,915

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

20,449,000

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 334,401,963

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 2,998,952

リース債務（固定） 40,122,447

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

自走式攪拌機 13,135,791

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

クラウドシステム及び端末・サーバ機器等 26,986,656

退職給付引当金 79,864,340

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 79,864,340

緑の募金交付引当金 11,246,197

緑の募金協力者への交付引当金
公益目的事業の緑の募金・緑化推進事業における交
付金の支払に備えたもの

11,246,197

固定負債合計

負債合計

正味財産

 1,326,474,789

 9,543,478,391

 837,391,890

 489,082,899


