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平成２８年３月３１日現在
（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的

金額

（流動資産）
現金預金

普通預金 みずほ銀行 新橋支店

167,484,727

運転資金
（うち指定正味財産）

未収金
前払金
仮払金

( 8,284,712)

普通預金 三菱東京UFJ銀行 東京公務部

同上

2,223,039

普通預金 三井住友銀行 東京公務部

同上

1,277,975

普通預金 三菱UFJ信託銀行 本店

同上

1,727

通常貯金 郵便局

同上

3,913,363

国土交通省他

126,056,481

調査研究事業費他

㈱コーディネート

7,560

ドメイン維持管理料

損害保険ジャパン日本興亜㈱他

219,572

切手代他

301,184,444

流動資産合計
（固定資産）
基本財産

投資有価証券

（共用財産）
運用益を公益目的事業及び管理費の財
源として使用
（うち指定正味財産）

債券下記１６銘柄

うち公益目的保有財産 30％
うち管理運営用財産

70％

1,569,443,000
(20,000,000)

470,832,900
1,098,610,100

【有価証券明細】

99,500,000
100,000,000
99,993,000
100,000,000
100,000,000
50,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
20,000,000
99,950,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000

①第2回ＪＲ東海債
②第30回野村HD債
③第26回シャープ債
④ノルウェー地方金融公社債
⑤ノムラヨーロッパファイナンス債№20964

⑥ｼﾌﾘﾐﾃｯﾄ債ﾞ№1763
⑦三菱UFJセキュリティーズINTL債
⑧モルガン・スタンレー債
⑨第13回日本製紙債
⑩三菱UFJファイナンシャルグループ債
⑪ゴールドマンサックス債
⑫ソフトバンクグループ債
⑬マスコット・インベストメンツ・リミテッド債
⑭第4回ファーストリティリング債
⑮シリフリミテッド債№50350
⑯大和証券債
現金預金

定期預金 みずほ銀行 新橋支店

（共用財産）
運用益を公益目的事業及び管理費の財
源として使用
うち公益目的保有財産 30％
うち管理運営用財産

普通預金 みずほ銀行 新橋支店

70％

（共用財産）
運用益を公益目的事業及び管理費の財
源として使用

30,000,000
9,000,000
21,000,000
100,557,000

うち公益目的保有財産 30％

30,167,100

うち管理運営用財産

70,389,900

70％

1,700,000,000

基本財産計
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（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的

金額

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

1,009,775,000

（固定資産）
特定資産
都市緑化基金

投資有価証券

債券下記10銘柄

（すべて指定正味財産）

(1,009,775,000)

【有価証券明細】

100,000,000

①ノルウェー地方金融公社債

99,775,000

②第9回利付国債

100,000,000

③第208回高速道路債務返済機構債

50,000,000

④シルフリミテッド債№1763
⑤第47回野村HD債

100,000,000

⑥第104回住友不動産債

100,000,000

⑦三菱UFJ証券HD債

200,000,000

⑧ゴールドマンサックス債

100,000,000
60,000,000

⑨三菱UFJファイナンシャルグループ債

100,000,000

⑩ノムラヨーロッパファイナンス債№46071

現金預金

定期預金 みずほ銀行 新橋支店

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
（すべて指定正味財産）

普通預金 みずほ銀行 新橋支店

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
（すべて指定正味財産）

技術開発基金

現金預金

定期預金 みずほ銀行 新橋支店

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
（うち指定正味財産）

10,000,000
(10,000,000)

552,447
(552,447)

10,000,000
(4,000,000)

共同研究推進資産 現金預金

普通預金 みずほ銀行 新橋支店

共同研究を継続的に実施するため、資
産として管理し、公益目的事業のため
に使用

10,000,000

都市緑化推進資産 現金預金

定期預金 みずほ銀行 新橋支店

都市緑化推進事業を継続的に実施する
ため、資産として管理し、公益目的事
業及び管理業務に使用

70,000,000

普通預金 みずほ銀行 新橋支店
退職給付引当資産 現金預金

定期預金 みずほ銀行 新橋支店
普通預金 みずほ銀行 新橋支店

同上
役職員の退職給付に充てるための資産
同上

47,000,000
20,000,000
25,113,866
1,202,441,313

特定資産計
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（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的

金額

（固定資産）
その他固定資産

什器備品

（共用財産）
公益目的事業及び管理業務に使用

キャビネット他

うち公益目的保有財産
うち管理運営用財産
電話加入権

（共用財産）
公益目的事業及び管理業務に使用

事務所5回線

うち公益目的保有財産
うち管理運営用財産
敷金

（共用財産）
公益目的事業及び管理業務に使用

事務所敷金

うち公益目的保有財産
うち管理運営用財産
建物附属設備

（共用財産）
公益目的事業及び管理業務に使用

事務所内間仕切り他

うち公益目的保有財産

ソフトウェア

Vitracom Site View

投資有価証券
長期前払費用

1,149,298
108,381

913,572
816,094
97,478
4,203,360
3,695,174
508,186
1,441,728
1,287,896

うち管理運営用財産

153,832

（公益目的保有財産）
公益目的事業に使用

297,500

（公益目的保有財産）
特定資産評価益

37,833,600

（共用財産）
公益目的事業及び管理業務に使用

スイッチングハブ保守

1,257,679

うち公益目的保有財産
うち管理運営用財産

13,089
11,692
1,397
45,960,528

その他固定資産計
固定資産合計

2,948,401,841

資産合計

3,249,586,285

（流動負債）
未払金

３月分臨時職員給与他

91,492,907

預り金

３月分源泉所得税他

32,533,148

預り保険料

植樹保険保険料

4,006,196

賞与引当金

職員の賞与引当金

7,362,884
135,395,135

流動負債合計
（固定負債）
退職給付引当金

役職員の退職給付の引当金

45,113,866
45,113,866

固定負債合計
負債合計

180,509,001

正味財産

3,069,077,284
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