
（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 1,015,798,708

現金（手許残高） 運転資金 82,268

普通預金 632,228,896

　みずほ銀行　立川支店 運転資金 604,521,223

　みずほ銀行　東青梅支店 運転資金 54,020

　みずほ銀行　大島特別出張所 運転資金 4,296

　青梅信用金庫　青梅東支店 運転資金 2,920,293

　多摩信用金庫　富士見町支店 運転資金 20,552,749

　中央労働金庫　立川支店 運転資金 1,098,620

　きらぼし銀行　立川支店 運転資金 2,913,532

　きらぼし銀行　本店営業部 運転資金 17,643

　りそな銀行　立川支店 運転資金 70,759

　三井住友銀行　立川支店 運転資金 6,064

　東京東信用金庫　鹿骨支店 運転資金 69,697

普通貯金 83,370,458

　東京都信用農業協同組合連合会　本店 運転資金 83,207,218

　東日本信用漁業協同組合連合会　東京支店 運転資金 14,165

　西東京農業協同組合　古里支店 運転資金 149,075

通常貯金　 2,254,263

　ゆうちょ銀行 運転資金 2,254,263

振替口座　 17,459,809

　ゆうちょ銀行 運転資金 17,459,809

定期預金 280,403,014

　みずほ銀行　立川支店 運転資金 280,403,014

未収金 41,836,653

東京都　他 公益目的事業における補助金収入　他 41,836,653

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 15,272,936

豚(トウキョウX)・鶏(東京うこっけい)　他 公益目的事業の農林水産資源拡大事業の成果品 15,272,936

農地 508,937

大島町 公益目的事業の農地保有合理化事業のための保有 508,937

流動資産合計

財　　　産　　　目　　　録

令  和  ４  年  ３  月 ３１ 日現在

貸借対照表科目 金額

 1,073,547,584



（単位：円）

物量・場所等 使用目的等

財　　　産　　　目　　　録

令  和  ４  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 101,758,382

みずほ銀行　立川支店

公益目的保有財産であり、担い手育成・活動支援事
業他で保有している

32,562,682

法人管理運営のために保有している 69,195,700

定期預金 476,020,000

みずほ銀行　立川支店

公益目的保有財産であり、運用益を担い手育成・活
動支援事業他の財源として使用している

73,600,000

法人管理運営のために保有し、運用益を管理業務の
財源として使用している

156,400,000

その他の事業の保有財産であり、運用益を野菜価格
安定対策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

公益目的保有財産であり、運用益を担い手育成・活
動支援事業他の財源として使用している

3,226,432

法人管理運営のために保有し、運用益を管理業務の
財源として使用している

6,856,168

りそな銀行　立川支店

公益目的保有財産であり、運用益を担い手育成・活
動支援事業他の財源として使用している

73,600,000

法人管理運営のために保有し、運用益を管理業務の
財源として使用している

156,400,000

定期貯金 121,580,000

東京都信用農業協同組合連合会　本店

公益目的保有財産であり、運用益を担い手育成・活
動支援事業他の財源として使用している

35,193,600

法人管理運営のために保有し、運用益を管理業務の
財源として使用している

74,786,400

東日本信用漁業協同組合連合会  東京支店

公益目的保有財産であり、運用益を担い手育成・活
動支援事業他の財源として使用している

3,712,000

法人管理運営のために保有し、運用益を管理業務の
財源として使用している

7,888,000



（単位：円）

物量・場所等 使用目的等

財　　　産　　　目　　　録

令  和  ４  年  ３  月 ３１ 日現在

貸借対照表科目 金額

投資有価証券 488,121,618

みずほ証券　本店
　利付国債　他

公益目的保有財産であり、運用益を担い手育成・活
動支援事業他の財源として使用している

89,110,761

法人管理運営のために保有し、運用益を管理業務の
財源として使用している

189,360,367

野村證券　本店
　利付国債

公益目的保有財産であり、運用益を担い手育成・活
動支援事業他の財源として使用している

35,047,965

法人管理運営のために保有し、運用益を管理業務の
財源として使用している

74,476,925

岡三証券　本店
　大阪府債

公益目的保有財産であり、運用益を担い手育成・活
動支援事業他の財源として使用している

32,040,192

法人管理運営のために保有し、運用益を管理業務の
財源として使用している

68,085,408

基本財産合計

(2) 特定資産

基金 6,747,358,237

分収林経営安定対策基金 130,331,798

みずほ銀行　立川支店
　普通預金

公益目的事業の分収林事業の財源として使用してい
る

19,111,533

みずほ銀行　立川支店
　定期預金

公益目的事業の分収林事業の財源として使用し、運
用益を同事業の財源として使用している

111,220,265

花粉の少ない森づくり基金 1,026,588,876

みずほ銀行　立川支店
　普通預金

公益目的事業の森林循環促進事業の財源として使用
している

1,025,628,776

きらぼし銀行　立川支店
　普通預金

公益目的事業の森林循環促進事業の財源として使用
し、運用益を同事業の財源として使用している

14,370

中央労働金庫　立川支店
　普通預金

公益目的事業の森林循環促進事業の財源として使用
し、運用益を同事業の財源として使用している

53,297

ゆうちょ銀行
　振替口座

公益目的事業の森林循環促進事業の財源として使用
している

892,433

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、運用益を都民との協働に
よる森林づくり事業で保有している

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、運用益を都民との協働に
よる森林づくり事業の財源として使用している

139,921,823

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、運用益を都民との協働に
よる森林づくり事業の財源として使用している

182,000,000

大和証券　本店
　北海道債

公益目的保有財産であり、運用益を都民との協働に
よる森林づくり事業の財源として使用している

99,897,906

SMBC日興証券　公益法人営業部
　兵庫県債

公益目的保有財産であり、運用益を都民との協働に
よる森林づくり事業の財源として使用している

100,153,054

みずほ証券　本店
　大阪府債　他

公益目的保有財産であり、運用益を都民との協働に
よる森林づくり事業の財源として使用している

231,167,236

野村證券　本店
　東日本高速道路債

公益目的保有財産であり、運用益を都民との協働に
よる森林づくり事業の財源として使用している

200,000,000

 1,187,480,000



（単位：円）

物量・場所等 使用目的等

財　　　産　　　目　　　録

令  和  ４  年  ３  月 ３１ 日現在

貸借対照表科目 金額

生産緑地買取・活用支援
基金

3,000,159,561

みずほ銀行　立川支店
　普通預金

公益目的事業の生産緑地買取・活用支援事業の財
源として使用している

1,580,000,000

きらぼし銀行　立川支店
　定期預金

公益目的事業の生産緑地買取・活用支援事業の財
源として使用し、運用益を同事業の財源として使用し
ている

1,420,159,561

にぎわい施設で目立つ
多摩産材推進事業基金

611,168,677

みずほ銀行　立川支店
　普通預金

公益目的事業の多摩産材利用拡大事業の財源として
使用している

10,916,476

三井住友銀行　立川支店
　定期預金

公益目的事業の多摩産材利用拡大事業の財源として
使用し、運用益を同事業の財源として使用している

600,252,201

木の街並み創出事業基金 405,928,746

みずほ銀行　立川支店
　普通預金

公益目的事業の多摩産材利用拡大事業の財源として
使用している

5,880,638

三井住友銀行　立川支店
　定期預金

公益目的事業の多摩産材利用拡大事業の財源として
使用し、運用益を同事業の財源として使用している

400,048,108

中・大規模建築物の木造木
質化設計支援事業基金

500,040,560

みずほ銀行　立川支店
　普通預金

公益目的事業の多摩産材利用拡大事業の財源として
使用している

100,000,560

きらぼし銀行　立川支店
　定期預金

公益目的事業の多摩産材利用拡大事業の財源として
使用し、運用益を同事業の財源として使用している

400,040,000

積立資産 1,992,525,760

退職給付引当資産 76,547,190

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 76,547,190

森林災害対策積立資産 12,381,105

みずほ銀行　立川支店
　定期預金

公益目的事業の分収林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

12,381,105

借入金返済積立資産 6,318,811

みずほ銀行　立川支店
　普通預金

公益目的事業の分収林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

6,318,811

森林整備費用積立資産 1,828,122,468

みずほ銀行　立川支店
　普通預金

公益目的事業の森林循環促進事業等の積立金として
管理している預金

5,939,553

みずほ銀行　立川支店
　定期預金

公益目的事業の森林循環促進事業等の積立金として
管理している預金

1,822,182,915

企業の森森林整備費用
積立資産

4,963,454

みずほ銀行　立川支店
　普通預金

公益目的事業の森林循環促進事業の企業の森積立
金として管理している預金

4,963,454

緑の募金交付引当資産 12,921,282

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の
財源として管理している預金

12,921,282

野菜交付準備資産 6,677,225

東京都信用農業協同組合連合会 本店
　普通貯金

その他の事業の野菜価格安定対策事業の補給交付
金として管理している貯金

6,677,225

生産者積立資産 2,769,474

東京都信用農業協同組合連合会 本店
　普通貯金

その他の事業の畜産振興事業の積立金として管理し
ている貯金

2,764,474

生産者負担金
  未収金

その他の事業の畜産振興事業の積立金として管理し
ている未収金

5,000



（単位：円）

物量・場所等 使用目的等

財　　　産　　　目　　　録

令  和  ４  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

公益目的事業の都民との協働による森林づくり事業等の財
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

公益目的事業の都民との協働による森林づくり事業等の財
政調整積立資産として管理している貯金

5,920,000

有形固定資産 78,941,159

建物 21,719,929

貯木場建物　他
公益目的保有財産であり、森林循環促進事業に使用
している

21,719,926

木質バイオマス・チップ製造施設建物　他
公益目的保有財産であり、森林循環促進事業に供し
ていた建物の残存価額

3

構築物 2

貯木場外構
公益目的保有財産であり、森林循環促進事業に使用
している

1

木質バイオマス・チップ製造施設外構
公益目的保有財産であり、森林循環促進事業に供し
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
公益目的保有財産であり、森林循環促進事業に供し
ていた機械及び装置の残存価額

3

車両運搬具 8,274,692

グラップル付きホイールローダ　他
公益目的保有財産であり、森林循環促進事業等に使
用している

8,274,691

木質バイオマス・チップ運搬トラック
公益目的保有財産であり、森林循環促進事業に供し
ていた車両運搬具の残存価額

1

什器備品 2,194,889

ドローン　他
公益目的保有財産であり、森林循環促進事業等に使
用している

2,194,882

木質バイオマス・チップ運搬用コンテ
ナ　他

公益目的保有財産であり、森林循環促進事業に供し
ていた什器備品の残存価額

7

リース資産 46,751,644

ファイナンスリース取引の自走式攪拌機
公益目的保有財産であり、環境保全型農業の推進に
使用している

12,946,456

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

法人管理運営のために保有し、管理業務に使用して
いる

26,986,656

ファイナンスリース取引のビデオ会議シス
テム及び関連周辺機器

法人管理運営のために保有し、管理業務に使用して
いる

6,818,532

その他資産 96,458,510

ソフトウェア 914,467

施工管理システム　他
公益目的保有財産であり、森林循環促進事業に使用
している

914,467

花粉立木木材 95,544,043

スギ・ヒノキ
公益目的保有財産であり、森林循環促進事業のため
に保有している

95,544,043

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
法人管理運営のために保有し、管理業務に使用して
いる

1

商標権 350,417

「TOKYO X」商標権
法人管理運営のために保有し、財団業務の普及啓発
に使用している

350,417

ソフトウェア 321,822

分収林電子台帳カスタマイズ
公益目的保有財産であり、分収林事業で保有し、同
事業に使用している

321,822

電話加入権 923,412

事務所　他
法人管理運営のために保有し、管理業務に使用して
いる

923,412

 8,915,283,666



（単位：円）

物量・場所等 使用目的等

財　　　産　　　目　　　録

令  和  ４  年  ３  月 ３１ 日現在

貸借対照表科目 金額

出資金 5,730,000

東京都信用農業協同組合連合会
公益目的保有財産であり、農地保有合理化事業で管
理している出資金

1,000,000

法人管理運営のために保有し、管理している出資金 4,730,000

長期貸付金 1,508,000

就農支援長期貸付金
公益目的保有財産であり、新規就業者支援事業で管
理している貸付金

1,508,000

長期預け金 4,000,000

全国肉用牛振興基金協会
その他の事業の畜産振興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 359,014,212

分収造林及び分収育林の契約地
公益目的保有財産であり、分収林事業で管理してい
る取得累計額

359,014,212

その他固定資産合計

固定資産合計

資産合計

 371,847,864

 10,474,611,530

 11,548,159,114



（単位：円）

物量・場所等 使用目的等

財　　　産　　　目　　　録

令  和  ４  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 873,610,185

東京都　他 事業等に供する業務の未払い分 873,610,185

前受金 511,545

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

511,545

預り金 3,668,750

職員等からの預かり金 源泉所得税　他 3,668,750

１年以内返済予定長期借入金 27,393,000

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）

公益目的事業の新規就業者支援事業の長期借入金
のうち１年以内に返済予定のもの

6,066,000

東京都長期借入金のうち１年以内に
返済予定のもの

公益目的事業の分収林事業の長期借入金のうち１年
以内に返済予定のもの

20,357,000

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

公益目的事業の分収林事業の長期借入金のうち１年
以内に返済予定のもの

970,000

リース債務（流動） 17,994,354

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 6,666,651

クラウドシステム及び端末・サーバ機器 10,119,996

ビデオ会議システム及び関連周辺機器 1,207,707

普及啓発費交付引当金 603,800

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

603,800

流動負債合計

２．固定負債

長期借入金 334,290,209

就農支援長期借入金（東京都） 公益目的事業の新規就業者支援事業の長期借入金 14,383,000

東京都長期借入金 公益目的事業の分収林事業の長期借入金 317,870,006

日本政策金融公庫長期借入金 公益目的事業の分収林事業の長期借入金 2,037,203

リース債務（固定） 28,965,238

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 6,469,140

クラウドシステム及び端末・サーバ機器 16,866,660

ビデオ会議システム及び関連周辺機器 5,629,438

退職給付引当金 76,547,190

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 76,547,190

緑の募金交付引当金 12,921,282

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

12,921,282

固定負債合計

負債合計

正味財産

 1,376,505,553

 10,171,653,561

 923,781,634

 452,723,919


