
                                         令和3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 1,394,765,085

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 27,006

普通預金 1,179,898,475

三菱UFJ銀行　本店 運転資金として 651,637,922

三菱UFJ銀行　東京公務部 運転資金として 97,919,558

三菱UFJ銀行　深川支店 運転資金として 63,895,329

みずほ銀行　公務第一部 運転資金として 33,091,274

みずほ銀行　公務第一部 補助金交付金として 660,490

みずほ銀行　深川支店 運転資金として 97,415,629

みずほ銀行　東京営業部 運転資金として 40,489,374

みずほ銀行　東京都庁出張所 運転資金として 147,257,218

みずほ銀行　錦糸町支店 運転資金として 32,969,355

みずほ銀行　錦糸町支店 科学研究費管理口座として 4,588,530

三井住友銀行　東京公務部 運転資金として 3,534,341

三井住友銀行　東京公務部 補助金交付金として 2,573,000

東京東信用金庫　深川支店 運転資金として 3,866,455

郵便貯金　総合口座　〇一八店 32,544,514

総合口座　〇一八店 運転資金として 10,195,629

振替口座　〇一九店 運転資金として 22,348,885

当座預金 179,867,090

三菱UFJ銀行　本店 運転資金として 161,749,502

みずほ銀行　公務第一部 運転資金として 8,593,583

みずほ銀行　錦糸町支店 運転資金として 9,524,005

定期預金 428,000

みずほ銀行　錦糸町支店 運転資金として 428,000

事業未収金 2,142,480,506

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 21,185,096

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 86,635,085

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 1,239,451,946

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 52,873,830

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 372,432,976

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 369,901,573

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 17,653,037

貯蔵品 原材料 他 全事業における棚卸資産 317,346,637

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 560,821

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 52,136,083

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 1,954,911

流動資産合計 3,926,897,080

（固定資産）

基本財産 356,072,030

普通預金 みずほ銀行 運用益を法人会計に使用している 56,000,000

三菱UFJ銀行/本店・0278331 運用益を法人会計に使用している 150,000,000

定期預金 みずほ銀行 運用益を法人会計に使用している 88,000

投資有価証券 国債、都債 運用益を法人会計に使用している 149,984,030

特定資産 55,710,222,996

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 601,583,200

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 3,362,400

預り基金積立資産 55,104,620,925

三菱UFJ銀行　本店 補助金交付金として 668,390,700

三菱UFJ銀行　東京公務部 補助金交付金として 111,964,400

みずほ銀行　公務第一部 補助金交付金として 32,244,885,637

三井住友銀行　東京公務部 補助金交付金として 22,079,380,188

車両運搬具 燃料電池車 7,055,000

減価償却累計額 △ 6,398,529

その他固定資産 1,346,690,769

建物 江東区潮見1-3-2　2棟 など 190,443,947

減価償却累計額 △ 118,218,146

建物付属設備 空調設備、給排水衛生設備 など 267,744,279

減価償却累計額 △ 115,223,133

構築物 外構設備 など 15,515,441

減価償却累計額 △ 7,259,820

車両運搬具 路面清掃車、天蓋ダンプ車、連絡車 など 74,974,904

減価償却累計額 △ 63,327,418

機械 破砕処理設備 など 18,880,093

減価償却累計額 △ 14,564,541

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

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
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（単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金額貸借対照表科目

工器具備品 649,018,573

減価償却累計額 △ 529,139,200

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 318,987,282

減価償却累計額 △ 176,312,163

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 106,440,081

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 303,334

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 186,856,872

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 449,118,007

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 57,412,985,795

資産合計 61,339,882,875

（流動負債）

事業未払金 令和2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 776,279,669

未払金 令和2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 73,180,486

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 13,105,872

預り諸税 源泉所得税、住民税 9,903,185

預り保険料 雇用保険料等 588,953

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 2,613,734

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 23,863,716

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 62,331,180

未払法人税等 令和2年度の法人都民税 令和2年度の法人都民税 320,000

未払消費税等 令和2年度の未払消費税等 令和2年度未払消費税等 116,109,511

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 109,368,864

預り基金 3,233,490

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 660,490

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 2,573,000

流動負債合計 1,177,792,788

（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 55,104,620,925

預り微量ＰＣＢ廃棄物処理支援事業基金 補助金の支給財源 111,964,400

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 8,328,443,588

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 8,258,455,272

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 2,552,267,000

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 3,247,234,000

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 1,316,522,000

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 94,406,000

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 225,344,300

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 3,277,733,000

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 668,390,700

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 525,435,000

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 5,975,000

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 4,978,925,000

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 71,493,000

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 7,068,330,065

預りＰＣＢ含有安定器調査支援事業基金 補助金の支給財源 62,533,500

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 75,615,000

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 2,966,619,000

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 1,243,727,000

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 2,950,297,000

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 23,321,000

預りEVバスの導入促進事業基金 補助金の支給財源 82,500,000

預り自家消費プラン事業基金 補助金の支給財源 4,367,725,000

預り家庭における熱の有効利用促進事業基金 補助金の支給財源 1,141,485,100

預り廃プラ国内有効利用に向けた緊急対策事業基金 補助金の支給財源 150,000,000

預りスマートエネルギーネットワーク構築事業基金 補助金の支給財源 600,000,000

預り地産地消型再エネ増強プロジェクト事業基金 補助金の支給財源 299,606,000

預りプラ製容器包装・再資源化支援事業基金 補助金の支給財源 110,274,000

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 30,317,560

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 82,717,104

固定負債合計 55,264,437,489

負債合計 56,442,230,277

正味財産 4,897,652,598

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
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