
                                         令和2年3月31日現在
（単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金額

（流動資産）

現金預金 1,502,600,994

現金（手元保管） 運転資金として 2,000,000

小口現金（手元保管） 運転資金として 94,144

普通預金 1,376,490,961

三菱UFJ銀行　本店 運転資金として 452,043,442

三菱UFJ銀行　東京公務部 運転資金として 117,764,720

三菱UFJ銀行　深川支店 運転資金として 49,138,860

みずほ銀行　公務第一部 運転資金として 300,906,400

みずほ銀行　公務第一部 補助金交付金として 1,316,559

みずほ銀行　深川支店 運転資金として 29,083,083

みずほ銀行　東京営業部 運転資金として 22,127,354

みずほ銀行　東京都庁出張所 運転資金として 357,196,766

みずほ銀行　錦糸町支店 運転資金として 20,908,840

みずほ銀行　錦糸町支店 科学研究費管理口座として 19,429,280

三井住友銀行　東京公務部 運転資金として 1,528,491

三井住友銀行　東京公務部 補助金交付金として 1,177,000

東京東信用金庫　深川支店 運転資金として 3,870,166

郵便貯金　総合口座　〇一八店 13,554,621

総合口座　〇一八店 運転資金として 9,975,706

振替口座　〇一九店 運転資金として 3,578,915

当座預金 109,721,168

三菱UFJ銀行　本店 運転資金として 96,898,431

みずほ銀行　公務第一部 運転資金として 3,361,435

みずほ銀行　錦糸町支店 運転資金として 9,461,302

定期預金 740,100

みずほ銀行　錦糸町支店 運転資金として 740,100

事業未収金 1,651,500,557

環境科学研究所における未収額 環境調査研究事業収益における未収金 8,896,816

中防内施設案内等における未収額 広報普及等事業収益における未収金 64,435,350

東京都地球温暖化防止活動推進センターにおける未収額 地球温暖化防止活動事業収益における未収金 839,492,692

自然環境の保全等における未収額 自然環境の保全等事業収益における未収金 452,065

廃棄物適正処理や技術支援等における未収額 廃棄物適正処理・処理技術支援等事業収益における未収金 360,139,373

神田情報センターや中防内埋立関連等における未収額 資源循環利用事業収益における未収金 378,084,261

未収金 温暖化センター事務所管理に係る未収金など 各事業における未収金など 18,319,979

貯蔵品 原材料 他 全事業における棚卸資産 69,768,056

仮払金 各事業の事業費仮払額など 労務災害に伴う給料等仮払金など 2,062,620

立替金 令和2年度のプラント保険など立替払い分など 不燃ごみ処理センターの火災保険料など 38,688,980

前払費用 所有車両の自動車リサイクル料など 各事業で使用する車両のリサイクル料など 512,560

流動資産合計 3,283,453,746

（固定資産）

基本財産 358,017,441

普通預金 みずほ銀行 公益目的保有財産であり、運用益を法人会計に使用している 56,000,000

定期預金 2,135,500

三菱UFJ銀行/本店・0278331 公益目的保有財産であり、運用益を法人会計に使用している 1,619,500

みずほ銀行 公益目的保有財産であり、運用益を法人会計に使用している 516,000

投資有価証券 国債、都債 公益目的保有財産であり、運用益を法人会計に使用している 299,881,941

特定資産 54,250,860,485

経営改善対策積立金 国債、都債、政府保証債、定期預金 財政調整資金として保有している 603,727,100

退職給付積立預金 みずほ銀行（定期預金） 任期付職員の退職金の財源として管理されている預金 3,357,000

預り基金積立資産 53,642,459,488

三菱UFJ銀行　本店 補助金交付金として 1,503,527,500

三菱UFJ銀行　東京公務部 補助金交付金として 199,615,900

みずほ銀行　公務第一部 補助金交付金として 35,160,732,422

三井住友銀行　東京公務部 補助金交付金として 16,778,583,666

構築物 ソーラーカーポート(若洲・八王子) 43,864,328

減価償却累計額 △ 43,864,326

車両運搬具 燃料電池車 7,055,000

減価償却累計額 △ 5,738,105

その他固定資産 1,348,329,215

建物 江東区潮見1-3-2　2棟 など 190,443,947

減価償却累計額 △ 114,558,205

建物付属設備 空調設備、給排水衛生設備 など 250,944,279

減価償却累計額 △ 97,692,272

構築物 外構設備 など 15,515,441

減価償却累計額 △ 6,105,317

水素普及啓発施設として、公益目的事業の用に供している

貸借対照表科目

公益目的事業の普及促進モデル事業の用に供している

公益目的事業の用に供している

水素普及啓発施設として、公益目的事業の用に供している

公益目的事業の用に供している

財 産 目 録



（単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金額貸借対照表科目

車両運搬具 路面清掃車、天蓋ダンプ車、連絡車 など 75,348,344

減価償却累計額 △ 67,062,798

機械 破砕処理設備 など 18,880,093

減価償却累計額 △ 13,204,678

工器具備品 624,304,803

減価償却累計額 △ 452,567,356

リース資産 東京都環境科学研究所における分析測定機器、パソコン など 261,763,201

減価償却累計額 △ 120,251,492

土地 江東区潮見1-3-2　宅地　3,388.11㎡
水素普及啓発施設用地として、主に公益目的事業の用に供しているほ
か、一部収益事業の用に供している

73,564,865

電話加入権 46件 管理運営や収益事業などの用に供している 2,834,700

ソフトウェア 粗大ごみ受付システムや基幹ネットワーク構築 など　 公益目的事業や管理運営などの用に供している 118,046,530

商標権 「クール・ネット東京」　など 公益目的事業の用に供している 373,334

保証金 墨田区江東橋4-26-5（本社賃貸ビル）　など 管理運営や公益目的事業などの用に供している 126,148,712

前払年金費用 職員に対するもの 職員に対する退職金の支払いに備えたもの 445,550,272

出資金 東京東信用金庫 10,000

職員互助会貸付金 職員互助会 職員互助会の運営資金として 16,042,812

固定資産合計 55,957,207,141

資産合計 59,240,660,887

（流動負債）

事業未払金 令和元年度の各事業における未払額 公益目的事業、収益等事業などの未払い分 678,348,079

未払金 令和元年度精算事業における未精算額　など 公益目的事業の精算事業における未精算分　など 34,101,084

預り金 源泉所得税や住民税、社会保険料の3月分 など 職員の源泉所得税や住民税、社会保険料などの未払い分 10,248,135

預り諸税 源泉所得税、住民税 8,952,342

預り保険料 雇用保険料等 477,554

その他預り金 公益目的事業等における業務災害など未精算分 818,239

仮受金 独立行政法人日本学術振興会 科研費 37,331

1年以内返済予定長期割賦未払金 割賦購入代金 公益目的事業などの割賦未払い分 24,173,933

1年以内返済予定リース債務 環境科学研究所における分析測定機器などに対するリース債務 主に公益目的事業分であるが、管理運営分も含まれる 56,692,412

未払法人税等 令和元年度の法人都民税 令和元年度の法人都民税 320,000

未払消費税等 令和元年度の未払消費税等 令和元年度未払消費税等 63,439,400

賞与引当金 職員に対するもの 職員に対する賞与の支払いに備えたもの 109,164,819

預り基金 2,493,559

預り太陽エネルギー基金 補助金の支給財源 24,966

預り住宅用創エネルギー機器等導入促進事業基金 補助金の支給財源 1,291,593

預りスマートエネルギー都市推進事業基金 補助金の支給財源 1,177,000

流動負債合計 979,018,752

（固定負債）

長期預り金 地球温暖化防止活動推進センターの預り分 公益目的事業の長期の預り分 46,781,900

預り基金 53,642,459,488

預り微量ＰＣＢ廃棄物処理支援事業基金 補助金の支給財源 199,615,900

預りスマートエネルギー都市推進事業基金 補助金の支給財源 5,306,351,066

預り水素エネルギー利活用促進事業基金 補助金の支給財源 13,693,400,272

預り区市町村連携地域環境力活性化事業基金 補助金の支給財源 2,861,096,000

預りスマートエネルギーエリア形成推進事業基金 補助金の支給財源 3,823,740,000

預り地産地消型再生可能エネルギー導入拡大事業基金 補助金の支給財源 2,285,517,000

預りグリーンリース普及促進事業基金 補助金の支給財源 1,333,418,000

預りバス停留所ソーラーパネル等設置促進事業基金 補助金の支給財源 144,822,750

預り高濃度ＰＣＢ廃棄物収集運搬支援事業基金 補助金の支給財源 249,495,400

預り水素を活用したスマートエネルギーエリア形成推進事業基金 補助金の支給財源 3,443,148,000

預り既存住宅における高断熱窓導入促進事業基金 補助金の支給財源 1,503,527,500

預り集合住宅における充電設備等導入促進事業基金 補助金の支給財源 118,060,000

預り駅舎へのソーラーパネル等設置促進事業基金 補助金の支給財源 300,000,000

預り電動バイクの普及促進事業基金 補助金の支給財源 28,115,000

預り東京都公立学校屋内体育施設空調設置支援事業基金 補助金の支給財源 6,531,191,000

預り東京２０２０大会に向けた暑さ対策事業基金 補助金の支給財源 183,655,000

預り家庭のゼロエミッション行動推進事業基金 補助金の支給財源 4,228,933,000

預りＰＣＢ含有安定器調査支援事業基金 補助金の支給財源 32,701,600

預り地域の多様な主体と連携した中小規模事業所省エネ支援事業基金補助金の支給財源 20,000,000

預り東京ゼロエミ住宅導入促進事業基金 補助金の支給財源 1,713,800,000

預り住宅用太陽光発電初期費用ゼロ促進事業基金 補助金の支給財源 682,372,000

預り家庭に対する蓄電池等補助事業基金 補助金の支給財源 4,929,500,000

預り区市町村に対する外部給電器補助等事業基金 補助金の支給財源 30,000,000

長期割賦未払金 割賦購入代金 公益目的事業などの割賦未払い分 50,332,540

リース債務 東京都環境科学研究所における分析測定機器、パソコン など 主に公益目的事業分であるが、管理運営分も含まれる 87,272,200

固定負債合計 53,826,846,128

負債合計 54,805,864,880

正味財産 4,434,796,007

公益目的事業の用に供している

公益目的事業の用に供している

粗大ごみ受付システム機器、会計システム機器　など 公益目的事業や管理運営などの用に供している

主に、公益目的事業の用に供しているが、パソコンについては、公益目的
事業や管理運営の用に供している


