
（単位：円）

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  運転資金 98,470,004

 普通預金　三菱UFJ銀行 東京公務部  　同上 17,074,349

 通常貯金　郵便局  　同上 4,034,867

 未収金  国土交通省 他  調査研究事業費 他 122,728,819

 立替金 三菱電機 他 SEGES審査員旅費 他 372,633

 前払費用 三井住友海上火災保険 他 役員賠償保険 他 160,510

 仮払金 大和証券 他 有価証券購入経過利息 他 141,698

 貯蔵品 鹿島出版 出版図書 2,654,813

流動資産合計 245,637,693

（固定資産）  

 基本財産  投資有価証券 債券下記１７銘柄 1,669,287,075

（うち指定正味財産） (20,000,000) 

 うち公益目的保有財産　30％ 500,786,123

 うち管理運営用財産　　70％ 1,168,500,952

【有価証券明細】

 ➀ﾉﾑﾗﾖｰﾛｯﾊﾟﾌｧｲﾅﾝｽ債№20964 100,000,000

 ②ｼﾙﾌﾘﾐﾃｯﾄ債ﾞ№1763 50,000,000

 ➂ﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ債 200,000,000

 ④第13回日本製紙社債 100,000,000

 ➄ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝｻｯｸｽ債 99,950,000

 ⑥ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸｸﾞﾙｰﾌﾟ社債 100,000,000

 ⑦ﾏｽｺｯﾄ･ﾘﾐﾃｯﾄ・リパッケージﾞ債 100,000,000

 ⑧第4回ﾌｧｰｽﾄﾘﾃｲﾘﾝｸﾞ債 100,000,000

 ⑨ｸﾚﾃﾞｨ･ｽｲｽｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ債 100,000,000

 ⑩ﾛｲｽﾞ･ﾊﾞﾝｸ･ﾋﾟｰｴﾙｼｰ債 99,337,075

 ⑪ﾉﾑﾗﾖｰﾛｯﾊﾟｸﾚｼﾞｯﾄﾘﾝｸ債42658 100,000,000

 ⑫シングルネーム・クレジットリンク債 100,000,000

 ⑬第５６回ソフトバンクグループ無担保社債 100,000,000

 ⑭ユーロ円建コーラブル・クレジットリンク債80090 100,000,000

 ⑮ユーロ円建コーラブル・クレジットリンク債80154 100,000,000

⑯円貨建てクレジットリンク債 100,000,000

⑰円貨建てクレジットリンク債 20,000,000

 現金預金  定期預金　みずほ銀行 新橋支店 30,000,000

 うち公益目的保有財産　30％ 9,000,000

 うち管理運営用財産　　70％ 21,000,000

 普通預金　みずほ銀行 新橋支店 712,925

 うち公益目的保有財産　30％ 213,877

 うち管理運営用財産　　70％ 499,048

基本財産計 1,700,000,000

（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

（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

財　産　目　録
令和４年３月３１日現在

貸借対照表科目

（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
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（単位：円）

場所・物量等 使用目的 金額

（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
公益目的事業財産であり、運用益
を公益目的事業の財源として使用

1,028,710,000

（すべて指定正味財産） (1,028,710,000)

【有価証券明細】

 ①ﾉﾙｳｪｰ地方金融公社債 100,000,000

 ⓶ｼﾙﾌﾘﾐﾃｯﾄﾞ債№1763 50,000,000

 ➂第104回住友不動産社債 100,000,000

 ④ｼﾙﾌﾘﾐﾃｯﾄﾞ債№2126 221,740,000

 ➄ﾌﾗﾝｽ電力第4回円貨社債(2017) 100,000,000

 ⑥ﾕｰﾛ円建ﾏﾙﾁｱｾｯﾄ運用指数連動債 100,000,000

 ⑦ﾕｰﾛ円建ﾏﾙﾁｱｾｯﾄ運用指数連動債 100,000,000

 ⑧円貨建てクレジットリンク債 96,970,000

 ⑨円貨建てクレジットリンク債 60,000,000

 ➉第18回楽天グループ社債 100,000,000

 現金預金  定期預金　みずほ銀行 新橋支店
公益目的事業財産であり、運用益
を公益目的事業の財源として使用

10,000,000

（すべて指定正味財産） (10,000,000) 

 普通預金　みずほ銀行 新橋支店
公益目的事業財産であり、運用益
を公益目的事業の財源として使用

6,352,676

（すべて指定正味財産） (6,352,676) 

公益目的事業財産であり、運用益
を公益目的事業の財源として使用

34,097,027

（すべて指定正味財産） (34,097,027) 

　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

10,000,000

（うち指定正味財産） (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 9,000,000

　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 70,000,000

 うち公益目的事業　88.73％ 62,111,000

 うち管理事業　11.27％ 7,889,000

 普通預金　みずほ銀行 新橋支店  　同上 47,000,000

 うち公益目的事業　88.73％ 41,703,100

 うち管理事業　11.27％ 5,296,900

　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
役職員の退職給付に充てるための
資産

20,000,000

 普通預金　みずほ銀行 新橋支店  　同上 23,344,663

特定資産計 1,258,504,366

(共用財産)
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

貸借対照表科目

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
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（単位：円）

場所・物量等 使用目的 金額

（固定資産）

 その他固定資産  建物附属設備  事務所内間仕切り他
（共用財産）
公益目的事業及び管理業務に使用

605,289

 うち公益目的保有財産　89.33％ 540,705

 うち管理運営用財産　10.67％ 64,584

 什器備品  キャビネット他
（共用財産）
公益目的事業及び管理業務に使用 795,505

 うち公益目的保有財産　89.33％ 750,725

 うち管理運営用財産　10.67％ 44,780

リース資産 パソコン
（共用財産）
公益目的事業及び管理業務に使用

935,955

 うち公益目的保有財産　89.33％ 836,089

 うち管理運営用財産　10.67％ 99,866

 電話加入権  事務所5回線
（共用財産）
公益目的事業及び管理業務に使用 913,572

 うち公益目的保有財産　89.33％ 816,094

 うち管理運営用財産　10.67％ 97,478

 敷金  事務所敷金
（共用財産）
公益目的事業及び管理業務に使用

4,203,360

 うち公益目的保有財産　87.91％ 3,695,174

 うち管理運営用財産　12.09％ 508,186

 長期前払費用 G Suite 導入支援パック
（共用財産）
公益目的事業及び管理業務に使用 136,620

 うち公益目的保有財産　89.33％ 122,043

 うち管理運営用財産　10.67％ 14,577

その他固定資産計 7,590,301

固定資産合計 2,966,094,667

資産合計 3,211,732,360

（流動負債）

 未払金  支払助成金他 75,130,547

 預り金  ３月分源泉所得税他 675,707

 預り保険料  植樹保険保険料 4,057,197

 賞与引当金  職員の賞与引当金 7,655,052

流動負債合計 87,518,503

（固定負債）

 退職給付引当金  役職員の退職給付の引当金 43,344,663

 リース債務 パソコン借上 828,576

固定負債合計 44,173,239

負債合計 131,691,742

正味財産 3,080,040,618

貸借対照表科目
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