
(単位：円）
場所・物量等 使用目的等 金額

1　流動資産
現  金 手元保管（京浜島勤労者厚生会館他） 運転資金 119,832

預　金 普通預金（決済用） 運転資金
　三菱UFJ銀行神田駅前支店 8,297,714,704
　みずほ銀行公務第一部 172,113,791
　みずほ銀行銀座支店 1,880,237
　みずほ銀行浜松町支店 285,927,311
　三井住友銀行東京公務部 3,676
　きらぼし銀行東京みらい営業部 56,674
　商工組合中央金庫東京支店 3,504,468
　さわやか信用金庫京浜島支店 22,410,204
　朝日信用金庫浅草雷門支店 57,836,330
　西武信用金庫神田支店 6,600
　東京都職員信用組合本店 7,660
普通預金 運転資金
　カシコン銀行スクンビット２３支店 1,072,289
当座預金 運転資金
　アユタヤ銀行バンコクサトーン支店 28,061,461

技術革新基金資産 普通預金(決済用) 中小企業技術活性化支援事業助成金の原資
　三菱UFJ銀行神田駅前支店 1,244,919,821

次世代創出基金資産 普通預金(決済用) 次世代イノベーション創出プロジェクト2020助成事業助成金の原資
　三菱UFJ銀行神田駅前支店 3,269,783,000

新需要イノベーション基金資産 普通預金(決済用) 新需要獲得に向けたイノベーション創出支援事業助成金の原資
　三菱UFJ銀行神田駅前支店 240,000,000

地域の魅力創出基金資産 普通預金(決済用) 地域の魅力を活かした新ビジネス創出事業助成金の原資
　三菱UFJ銀行神田駅前支店 979,499,000

市場開拓助成基金資産 普通預金(決済用) 市場開拓助成事業助成金の原資
　三菱UFJ銀行神田駅前支店 316,161,000

新経営力強化基金資産 普通預金(決済用) 新・目指せ！中小企業経営力強化事業助成金の原資
　三菱UFJ銀行神田駅前支店 555,871,000

ネクスト経営力強化基金資産 普通預金(決済用) ネクスト・目指せ！中小企業経営力強化事業助成金の原資
　三菱UFJ銀行神田駅前支店 1,236,208,000

商店街起業承継基金資産 普通預金(決済用) 商店街起業・承継支援事業及び若手・女性リーダー応援プログラム助成事業助成金の原資
　三菱UFJ銀行神田駅前支店 410,107,000

普通預金(決済用) 先進的防災技術実用化支援事業助成金の原資
　三菱UFJ銀行神田駅前支店 772,180,000

危機管理対策促進基金資産 普通預金(決済用) 中小企業における危機管理対策促進事業助成金の原資
　三菱UFJ銀行神田駅前支店 469,721,037

ICTツール導入事業基金資産 普通預金(決済用) 生産性向上のためのICTツール導入助成事業助成金の原資
　三菱UFJ銀行神田駅前支店 64,620,000

革新的事業展開設備投資支援基金資産 普通預金(決済用) 革新的事業展開設備投資支援事業助成金の原資
　三菱UFJ銀行神田駅前支店 10,844,078,585

新型コロナウイルス感染症緊急対策設備投資支援基金資産 普通預金(決済用) 新型コロナウイルス感染症緊急対策設備投資支援事業助成金の原資
　三菱UFJ銀行神田駅前支店 1,267,706,000

普通預金(決済用) 創業活性化特別支援事業助成金の原資
　三菱UFJ銀行神田駅前支店 3,199,404,622
定期預金
　東京都職員信用組合本店 4,500,000,000

医療機器産業参入促進基金資産 普通預金(決済用) 医療機器産業参入促進助成事業助成金の原資
　三菱UFJ銀行神田駅前支店 1,623,312,000

革新的サービスの事業化支援基金資産 普通預金(決済用) 革新的サービスの事業化支援事業助成金の原資
　三菱UFJ銀行神田駅前支店 723,016,000

事業承継支援基金資産 普通預金(決済用) 事業承継・再生支援事業助成金の原資
　三菱UFJ銀行神田駅前支店 190,000,000

サービス産業データ利活用促進支援基金資産 普通預金(決済用) サービス産業におけるデータ利活用促進支援事業助成金の原資
　三菱UFJ銀行神田駅前支店 51,034,000

５Gによる工場のスマート化モデル基金資産 普通預金(決済用) ５Ｇによる工場のスマート化モデル事業助成金の原資
　三菱UFJ銀行神田駅前支店 600,000,000

多摩ものづくりコミュニティ組成基金資産 普通預金(決済用) 多摩ものづくりコミュニティ組成支援事業助成金の原資
　三菱UFJ銀行神田駅前支店 30,000,000

業態転換支援基金資産 普通預金(決済用) 飲食事業者の業態転換支援事業助成金の原資
　三菱UFJ銀行神田駅前支店 1,200,580,000

中小企業等による感染症対策基金資産 普通預金(決済用) 中小企業等による感染症対策助成事業助成金の原資
　三菱UFJ銀行神田駅前支店 1,165,633,053

飲食事業者向けテラス営業支援基金資産 普通預金(決済用) 飲食事業者向けテラス営業支援事業助成金の原資
　三菱UFJ銀行神田駅前支店 10,000,000

企業再編促進支援基金資産 普通預金(決済用) 企業再編促進支援事業の原資
　三菱UFJ銀行神田駅前支店 92,666,667

事業承継支援プラットフォーム整備基金資産 普通預金(決済用) 事業承継支援プラットフォーム整備事業の原資
　三菱UFJ銀行神田駅前支店 78,130,220

ＡＳＥＡＮ現地支援拠点運営基金資産 普通預金(決済用) ＡＳＥＡＮ展開サポート事業及び海外企業の東京展開促進事業の原資
　三菱UFJ銀行神田駅前支店 61,459,954

中小企業世界発信プロジェクト基金資産 普通預金(決済用) 中小企業世界発信プロジェクト事業の原資
　三菱UFJ銀行神田駅前支店 197,602,036

リース投資資産 リース設備資産の未回収残額 15件 設備リース事業におけるリース設備資産の未回収残額 19,518,920

未収金 都補助事業未収入金他 都補助事業の精算後未収入金他 129,728,388

前払費用 住友商事神田和泉町ビル他 オフィス賃借料の前払い他 81,647,955

立替金 東京都立食品技術センター他 秋葉原庁舎建物管理委託費等の東京都立食品技術センター負担分の立替他 5,415,826

リース料未収規定損害金 リース契約解除に伴う損害賠償金1件 小規模企業者等設備資金債権管理事業におけるリース契約解除に伴う損害金 686,800

貸倒引当金 回収不能見込額 小規模企業者等設備資金債権管理事業における債権の貸倒損失に備えたもの △ 411,167

流動資産合計 44,500,994,954

財　　産　　目　　録
令和3年3月31日現在

貸借対照表科目

先進的防災技術実用化支援基金資産

創業活性化特別支援基金資産
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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

2　固定資産
（1）基本財産 預金 定期預金 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している。

　東京都職員信用組合本店 486,940,000

土地 中央区銀座2-10-18　657.74㎡ 公益目的保有財産であり、中小企業会館事業に使用している。 69,639,500

（2）特定資産 退職給付引当資産 普通預金(決済用) 職員に対する退職金の支払いに備えた積立資産
　三菱UFJ銀行神田駅前支店 584,658,981
当座預金
　アユタヤ銀行バンコクサトーン支店 10,114,488

支援事業拡充資産 普通預金(決済用) 運用益を公益目的事業及び管理業務の財源として使用している。
　三菱UFJ銀行神田駅前支店 611,212,221

設備リース事業基金資産 普通預金(決済用) 公益目的保有財産であり、設備リース事業の財源として使用している。
　三菱UFJ銀行神田駅前支店 191,324,672

受入保証金返済積立資産 普通預金(決済用) 創業支援施設運営事業の積立資産であり、入居企業退去時に返済する積立資産である。
　三菱UFJ銀行神田駅前支店 211,653

普通預金(決済用) 中小企業会館事業の積立資産であり、入居企業の退去時に返済する積立資産である。
　三菱UFJ銀行神田駅前支店 5,212,680

普通預金(決済用) 中小企業会館事業の積立資産であり、入居企業の退去時に返済する積立資産である。
　三菱UFJ銀行神田駅前支店 29,336,400

普通預金(決済用) 中小企業会館事業における建物の補修のための資産取得資金である。
　三菱UFJ銀行神田駅前支店 494,277,643
普通預金(決済用)
　東京都職員信用組合本店 1,615,000,000

傷病共済引当資産 普通預金(決済用) 傷病共済事業の加入者への保険の支払に備えた積立資産である。
　三菱UFJ銀行神田駅前支店 18,201,744
定期預金
　東京都職員信用組合本店 56,000,000

建物 中央区銀座2-10-18　6,309.06㎡ 公益目的保有財産であり、中小企業会館事業の用に供している。 44,342,560

建物付属設備 中小企業会館内装工事他 公益目的保有財産であり、中小企業会館事業他に使用している。 300,077,400

什器備品 ＬＡＮ設備他 公益目的保有財産であり、中小企業支援システム管理運営事業他に使用している。 64,333,517
会計用システムサーバー他 管理業務に使用している。 5,740,562
傷病共済システムサーバー 収益事業等に使用している。 1

リース資産 ファイナンス・リース取引のシンクライアント端末他 公益目的保有財産であり、公社管理運営事業（補助）他に使用している。 24,192,664
管理業務に使用している。 1,902,834

商標権 ブランドロゴ 公益目的保有財産であり、伝統工芸品の商品開発・普及促進支援事業の用に供している。 432,900

ソフトウェア 顧客管理システム他 公益目的保有財産であり、中小企業支援システム管理運営事業他に使用している。 577,716,089
会計システム他 管理業務に使用している。 3,809,264
管理システム 収益事業等に使用している。 6,505,584

敷金 住友商事神田和泉町ビル他 公益目的保有財産であり、公社管理運営事業（補助）の事務所他の敷金 444,284,852

保証金 吉祥寺ＹＫビル 公益目的保有財産であり、若手・女性リーダー応援プログラムのチャレンジショップの保証金 10,000,000

建物 東急ﾊｰｳﾞｪｽﾄ勝浦、鬼怒川、旧軽井沢、箱根甲子園 公益目的保有財産であり、健康増進施設提供事業の宿泊施設として利用している。 16,000,335

建物付属設備 東急ﾊｰｳﾞｪｽﾄ勝浦、鬼怒川、旧軽井沢他 公益目的保有財産であり、健康増進施設提供事業の宿泊施設他として利用している。 2,042,226

什器備品 伝統工芸品等台東館１階展示に係る展示棚等他 公益目的保有財産であり、公社管理運営事業（自主）に使用している。 4,264,364

土地 東急ﾊｰｳﾞｪｽﾄ勝浦、鬼怒川、旧軽井沢 公益目的保有財産であり、健康増進施設提供事業の宿泊施設として利用の用に供している。 5,459,384

借地権 東急ﾊｰｳﾞｪｽﾄ箱根甲子園 公益目的保有財産であり、健康増進施設提供事業に使用している。 242,000

電話加入権 電話回線 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。 6,540,898
管理業務に使用している。 572,462
収益事業等に使用している。 145,600

敷金 住友商事神田和泉町ビル 公益目的保有財産であり、公社管理運営事業（自主）事務所の敷金 4,043,292

保証金（リゾート） 東急ﾊｰｳﾞｪｽﾄ勝浦、鬼怒川、旧軽井沢、箱根甲子園 公益目的保有財産であり、健康増進施設提供事業に使用している。 6,400,000

預託金 東急ﾊｰｳﾞｪｽﾄ静波海岸 公益目的保有財産であり、健康増進施設提供事業に使用している。 1,600,000

出資金 東京都職員信用組合　240口 公益目的保有財産であり、中小企業会館事業他に使用している。 12,000
東京都火災共済協同組合　10,225口 1,022,500

固定資産合計 5,703,813,270
資産合計 50,204,808,224

（3）その他
固定資産

建物補修等積立資産 （会館）

預り保証金返済積立資産（会館）

預り敷金返済積立資産（会館）
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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

1　流動負債
未払金 支援企業に対する助成金の未払分他 助成金の未払分、公益目的事業に供する業務の未払分他 5,516,681,802

東京都返還金 都補助事業・受託事業返還金 東京都補助事業・受託事業の精算後残金 3,059,755,485

前受金 展示室等の利用料 産業貿易センター台東館・浜松町館の利用料の前受分 137,573,800
前受家賃・会議室等の利用料他 中小企業会館等の家賃・会議室等の前受分他 18,120,243

預り金 産業貿易センター利用者等からの預り金 都収入分 23,194,421
職員等からの預り金 所得税 16,758,662

社会保険 2,985,138
労働保険 189
企業年金他 3,639,549

リース債務(流動) ファイナンス・リース取引に係る債務で返済期限が1年以
内のもの

シンクライアント端末他 13,665,329

技術革新基金 東京都からの受け入れ基金 技術革新基金の受け入れ額 1,244,919,821

次世代創出基金 東京都からの受け入れ基金 次世代創出基金の受け入れ額 3,269,783,000

新需要イノベーション基金 東京都からの受け入れ基金 新需要イノベーション基金の受け入れ額 240,000,000

地域の魅力創出基金 東京都からの受け入れ基金 地域の魅力創出基金の受け入れ額 979,499,000

市場開拓助成基金 東京都からの受け入れ基金 市場開拓助成基金の受け入れ額 316,161,000

新経営力強化基金 東京都からの受け入れ基金 新経営力強化基金の受け入れ額 555,871,000

ネクスト経営力強化基金 東京都からの受け入れ基金 ネクスト経営力強化基金の受け入れ額 1,236,208,000

商店街起業承継基金 東京都からの受け入れ基金 商店街起業承継基金の受け入れ額 410,107,000

先進的防災技術実用化支援基金 東京都からの受け入れ基金 先進的防災技術実用化支援基金の受け入れ額 772,180,000

危機管理対策促進基金 東京都からの受け入れ基金 危機管理対策促進基金の受け入れ額 469,721,037

ICTツール導入事業基金 東京都からの受け入れ基金 ICTツール導入事業基金の受け入れ額 64,620,000

革新的事業展開設備投資支援基金 東京都からの受け入れ基金 革新的事業展開設備投資支援基金の受け入れ額 10,844,078,585

新型コロナウイルス感染症緊急対策設備投資支援基金 東京都からの受け入れ基金 新型コロナウイルス感染症緊急対策設備投資支援基金の受け入れ額 1,267,706,000

創業活性化特別支援基金 東京都からの受け入れ基金 創業活性化特別支援基金の受け入れ額 7,699,404,622

医療機器産業参入促進基金 東京都からの受け入れ基金 医療機器産業参入促進基金の受け入れ額 1,623,312,000

革新的サービスの事業化支援基金 東京都からの受け入れ基金 革新的サービスの事業化支援基金の受け入れ額 723,016,000

事業承継支援基金 東京都からの受け入れ基金 事業承継支援基金の受け入れ額 190,000,000

サービス産業データ利活用促進支援基金 東京都からの受け入れ基金 サービス産業データ利活用促進支援基金の受け入れ額 51,034,000

５Gによる工場のスマート化モデル基金 東京都からの受け入れ基金 ５Gによる工場のスマート化モデル基金の受け入れ額 600,000,000

多摩ものづくりコミュニティ組成基金 東京都からの受け入れ基金 多摩ものづくりコミュニティ組成基金の受け入れ額 30,000,000

業態転換支援基金 東京都からの受け入れ基金 業態転換支援基金の受け入れ額 1,200,580,000

中小企業等による感染症対策基金 東京都からの受け入れ基金 中小企業等による感染症対策基金の受け入れ額 1,165,633,053

飲食事業者向けテラス営業支援基金 東京都からの受け入れ基金 飲食事業者向けテラス営業支援基金の受け入れ額 10,000,000

企業再編促進支援基金 東京都からの受け入れ基金 企業再編促進支援基金の受け入れ額 92,666,667

事業承継支援プラットフォーム整備基金 東京都からの受け入れ基金 事業承継支援プラットフォーム整備基金の受け入れ額 78,130,220

ＡＳＥＡＮ現地支援拠点運営基金 東京都からの受け入れ基金 ＡＳＥＡＮ現地支援拠点運営基金の受け入れ額 61,459,954

中小企業世界発信プロジェクト基金 東京都からの受け入れ基金 中小企業世界発信プロジェクト基金の受け入れ額 197,602,036

流動負債合計 44,186,067,613
2　固定負債

リース債務（固定） ファイナンス・リース取引に係る債務で返済期限が1年を
超えるもの

ノートパソコン他 12,838,410

退職給付引当金 職員退職金分 職員に対する退職金の支払いに備えたもの 594,773,469

傷病共済引当金 傷病共済事業の保険支払の財源確保 傷病共済事業の加入者への保険の支払いに備えたもの 74,201,744

受入保証金 入居者からの保証金 創業支援施設運営事業における入居者からの保証金の預り分 211,653

預り保証金（会館） 入居者からの保証金 中小企業会館事業における入居者からの保証金の預り分 5,212,680

預り敷金（会館） 入居者からの敷金 中小企業会館事業における入居者からの敷金の預り分 29,336,400

リース信用保険預り金 (株)日本政策金融公庫1件 設備資金事業におけるリース信用保険の預り分 199,626

設備リース事業運営基金 設備リース事業の繰越金 設備リース事業における運営益の繰越 29,599,774

設備リース事業基金 東京都からの受け入れ基金 設備リース事業のための受け入れ基金 181,955,990

固定負債合計 928,329,746
負債合計 45,114,397,359
正味財産 5,090,410,865
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