
物量・場所等 使用目的等

Ⅰ　資産の部

１．流動資産

現金預金 525,654,272

現金（手許残高） 運転資金 169,840

小口現金（青梅他） 運転資金 662,734

普通預金 524,821,698

　みずほ銀行　立川支店 運転資金 432,939,906

　みずほ銀行　青梅東支店 運転資金 615

　東京都信連　本店 運転資金 49,449,978

　青梅信金　青梅東支店 運転資金 1,006,587

　多摩信用金庫　富士見町支店 運転資金 6,275,874

　中央労働金庫　立川支店 運転資金 7,783,833

　東京都民銀行　立川支店 運転資金 20,548

　東京東銀行　鹿骨支店 運転資金 7,895

　ゆうちょ銀行 運転資金 13,540,726

定期預金
　みずほ銀行　立川支店

運転資金 13,795,736

未収金 34,382,326

東京都　他 公益目的事業の委託料・補助金　他 34,382,326

有価証券 4,885,936

ＭＭＦ　野村證券他 公益目的事業の財源管理用 4,885,936

畜産物 10,182,120

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 10,182,120

農地 17,392,500

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 17,392,500

流動資産合計  592,497,154

財　　　産　　　目　　　録
平成２５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２５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 151,811,750

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

みずほ銀行　立川支店
公益目的事業と法人会計で保有し、運用益は公益目
的事業と法人会計の財源として使用している

24,294,350

東京都信連　本店
公益目的事業と法人会計で保有し、運用益は公益目
的事業と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
公益目的事業と法人会計で保有し、運用益は公益目
的事業と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 1,035,668,250

三菱UFJﾒﾘﾙﾘﾝﾁ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と法人会計で保有し、
運用益は公益目的事業と法人会計の財源として使用
している

230,000,000

大和証券
　　　　　北海道債

満期保有目的で公益目的事業と法人会計で保有し、
運用益は公益目的事業と法人会計の財源として使用
している

89,743,500

三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰ証券
　　　　　東京都債　他

満期保有目的で公益目的事業と法人会計で保有し、
運用益は公益目的事業と法人会計の財源として使用
している

308,583,393

みずほ証券
　　　　　利付国債　他

満期保有目的で公益目的事業と法人会計で保有し、
運用益は公益目的事業と法人会計の財源として使用
している

301,236,287

野村證券
　　　　　利付国債

満期保有目的で公益目的事業と法人会計で保有し、
運用益は公益目的事業と法人会計の財源として使用
している

106,105,070

基本財産合計

(2) 特定資産

基金 1,895,490,312

強化基金 300,000,000

東京都信連　本店
　　　　　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

300,000,000

分収林経営安定対策基金 107,352,899

みずほ銀行　立川支店
　　　　　定期預金　他

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

107,352,899

花粉の少ない森づくり基金 414,997,394

みずほ銀行　立川支店
　　　　　普通預金　他

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

136,201,393

野村證券　本店法人営業部
　　　　　投資信託

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

278,796,001

 1,187,480,000



物量・場所等 使用目的等

財　　　産　　　目　　　録
平成２５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

282,000,000

三菱UFJ証券　立川支店
　　　　　東京都債　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

791,140,019

積立資産 1,311,889,369

退職給付引当資産 34,565,678

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 34,565,678

森林災害対策積立資産 11,993,631

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

11,993,631

借入金返済積立資産 18,603,739

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

18,603,739

森林整備費用積立資産 1,157,272,832

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

189,108,620

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

968,164,212

企業の森森林整備積立資産 2,710,548

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

2,710,548

補償金預り金資産 95,122

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預り資産として管理
している預金

95,122

緑の募金交付引当資産 10,711,384

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

10,711,384

野菜交付準備資産 14,256,821

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

14,256,821

生産者積立資産 19,854,863

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

19,854,863

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



物量・場所等 使用目的等

財　　　産　　　目　　　録
平成２５年　３月３１日現在

貸借対照表科目 金額

有形固定資産 236,493,658

建物 120,047,471

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

120,047,471

構築物 78,442,094

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

78,442,094

機械及び装置 32,883,049

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

32,883,049

車両運搬具 2,178,420

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

2,178,420

什器備品 2,942,624

木質ﾊﾞｲｵﾏｽ・赤外線分水計　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

2,942,624

ソフトウェア 4,006,188

会計ｿﾌﾄｶｽﾀﾏｲｽﾞ 法人会計で保有し、管理業務に使用している 4,006,188

花粉立木木材 176,371,302

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 176,371,302

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) その他固定資産

什器備品 47,902

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

47,902

ソフトウェア 4,810,155

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

4,810,155

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

 3,624,600,829



物量・場所等 使用目的等

財　　　産　　　目　　　録
平成２５年　３月３１日現在

貸借対照表科目 金額

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 42,971,000

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

42,971,000

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 1,567,801,110

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

1,567,801,110

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 389,243,980

東京都　他 事業等に供する業務の未払い分 389,243,980

前受金 5,439,348

生産者負担金
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

5,439,348

預り金 11,659,493

職員等からの預かり金 源泉所得税　他 11,659,493

普及啓発費交付引当金 894,600

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交付引当金 894,600

流動負債合計

２．固定負債

長期借入金 1,377,795,712

就農支援長期借入金
公益目的事業における後継者等対策事業の長期借
入金

87,506,000

林業就業促進長期借入金
公益目的事業における後継者等対策事業の長期借
入金

2,077,000

農地保有合理化協会長期借入金
公益目的事業における経営安定対策事業の長期借
入金

1,755,320

 6,438,364,408

 7,030,861,562

 1,626,283,579

 407,237,421



物量・場所等 使用目的等

財　　　産　　　目　　　録
平成２５年　３月３１日現在

貸借対照表科目 金額

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 1,181,081,422

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 105,375,970

退職給付引当金 34,565,678

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 34,565,678

補償金預り金 95,122

育林費用負担者（ｵｰﾅｰ）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

95,122

緑の募金交付引当金 10,711,384

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

10,711,384

固定負債合計

負債合計

正味財産

 1,830,405,317

 5,200,456,245

 1,423,167,896


