財 産 目 録
令和3年3月31日現在
(単位：円）
科

目

金

Ⅰ．資産の部
１．流動資産
現金預金
手許有高
普通預金 みずほ銀行他３行
仮払金
印紙税予納、労働保険料

額

445,052
1,477,765,805
533,664
1,478,744,521

流動資産合計
２．固定資産
(1)基本財産
基本財産引当預金
普通預金 みずほ銀行
基本財産投資有価証券
第４回利付国債（３０年）他９銘柄

7,849,875
基本財産合計

(2)特定資産
助成･調査研究業務運営準備預金
定期預金 新生銀行
メザニン支援業務貸付金
赤坂一丁目再開発特定目的会社他６者
民間都市開発事業支援業務引当預金
定期預金 西日本シティ銀行
メザニン支援業務運営準備預金
定期預金 三井住友信託銀行他２行
まち再生出資業務投資有価証券
株式会社ファイターズ スポーツ＆エンターテイメント他３８銘柄

まち再生基金預金
普通預金 三菱ＵＦＪ銀行
定期預金 新生銀行他2行
建設仮勘定
東京都中央区日本橋兜町１２８番地２ 他２物件

割賦譲渡元金
イオンモール株式会社他１７者
まち再生参加業務円滑化準備預金
定期預金 三井住友信託銀行
参加業務等債権管理準備預金
定期預金 三井住友信託銀行他１行
まちなか公共空間等活用支援業務引当預金
普通預金 みずほ銀行
都市再生ファンド子会社株式
都市再生ファンド運用株式会社
まちづくりファンド支援業務出資金
大洲まちづくりファンド有限責任事業組合他２３者
土地業務延払譲渡元金
株式会社うすい本社
土地業務運営準備預金
定期預金 新生銀行他１行
退職給付引当預金
普通預金 みずほ銀行
定期預金 三井住友信託銀行他１行

5,626,023,145
5,633,873,020
772,726,658
91,600,000,000
5,026,792,527
8,053,619,893
22,370,350,716
17,572,765
9,318,428,944
8,204,040,434
31,305,405,000
121,090,691
4,752,352,835
55,845,000
100,000,000
1,093,157,199
2,694,600,000
3,847,577,817
8,239,406
220,632,994

科

目

金

役員退職慰労引当預金
普通預金 みずほ銀行
定期預金 新生銀行他１行
貸倒引当金
長期金銭債権に対するもの

額

2,287,859
16,777,641
特定資産合計

(3)その他固定資産
建物付属設備
事務所間仕切り他
什器備品
スライドキャビネット、会議机、椅子他
ソフトウェア
業務管理システム他
リース資産
パソコン
電話加入権
東日本電信電話株式会社１９回線
敷金
事務所敷金他
保証金
宅地建物取引業保証金
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
未払消費税
預り金
源泉所得税、住民税
未払法人税等
法人税、法人事業税等の未払金
賞与引当金
職員に対するもの

△2,930,831,927
186,650,666,452
9,037,812
14,873,224
19,830,677
14,815,680
76,000
260,775,840
9,931,000
329,340,233
192,613,879,705
194,092,624,226

44,957,100
4,553,841
75,327,700
28,390,539
153,229,180

流動負債合計
２．固定負債
政府借入金
国土交通省
政府保証借入金
ＳＭＢＣ信託銀行他１行
政府保証債
第１６回民間都市開発債券他９銘柄
金融機関借入金
みずほ銀行他２０行
割賦譲渡前受金
建物譲渡代金の前受金
リース債務
株式会社ＪＥＣＣ
退職給付引当金
職員に対するもの
役員退職慰労引当金
役員に対するもの
固定負債合計
負債合計
正味財産合計

32,349,032,000
5,800,000,000
85,800,000,000
6,105,831,000
33,662,681
14,815,680
228,872,400
19,065,500
130,351,279,261
130,504,508,441
63,588,115,785

財産目録に対する注記
１．作成目的及び作成基準
財産目録は、当期末において当機構が保有するすべての資産とすべての負債について、その科目、種類ごとに一覧に
し、当機構の財産の状況を示すものであり、民間都市開発の推進に関する特別措置法第６条第２項に基づき国土交通大
臣に提出するために、「公益法人会計基準の改正等について（平成１６年１０月１４日 公益法人等の指導監督等に関す
る関係省庁連絡会議申合わせ）」及び当機構の会計規程に準拠して作成しております。
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