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（単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金額

（流動資産）

現金預金 普通預金
みずほ銀行飯田橋支店

運転資金として 5,200,241,961

基金資産 普通預金
みずほ銀行飯田橋支店

基金事業に対する運転資金として 14,483,011,678

未収金 東京しごとセンター入居者ほか 入居機関経費負担、シルバー派遣事業派
遣料金等

245,912,445

未収収益 国債及び地方債に対する未収利息 有価証券未収利息 65,219

立替金 東京しごとセンター入居者ほか 建物維持管理経費等 6,932,461

前払金 住友不動産㈱、伊藤産業㈲ 外部事務所賃料、傷害・賠償責任保険の
次年度費用等

29,080,605

流動資産合計 19,965,244,369

（固定資産）

基本財産 基本財産引当預金 定期預金
ＳＢＪ銀行東京支店

3,605,745

普通預金
みずほ銀行飯田橋支店

28,446

基本財産引当有価証券 利付国債10年　第365回 3,271,795

利付国債20年　第164回 18,420,056

東京都公募公債10年　第819回 200,000,000

東京都公募公債10年　第825回 270,000,000

<基本財産計> 495,326,042

特定資産 退職給付引当資産 定期預金
きらぼし銀行本店

退職金の財源として使用している。 10,000,000

普通預金
みずほ銀行飯田橋支店

退職金の財源として使用している。 230,942,771

利付国債10年　第328回 満期保有目的で保有し、退職金の財源と
して使用している。

20,001,200

利付国債10年　第335回 満期保有目的で保有し、退職金の財源と
して使用している。

19,967,980

東京都公募公債10年　第723回 満期保有目的で保有し、退職金の財源と
して使用している。

29,997,025

宮城県公募公債10年　第35回2号 満期保有目的で保有し、退職金の財源と
して使用している。

30,000,000

<退職給付引当資産計> 340,908,976

シルバー人材センター事
業基金資産

普通預金
みずほ銀行飯田橋支店

公益目的事業の財源として管理されてい
る預金

20,896,000

<シルバー人材センター事業基金資産計> 20,896,000

<特定資産計> 361,804,976

その他固定
資産

建物附属設備 ＬＡＮ配線敷設等 公益目的保有財産であり、公益目的事業
に使用している。

272,243

什器備品 雑誌架スタンドほか 公益目的保有財産であり、公益目的事業
に使用している。

399,133

応接セットほか 公益目的事業に必要な管理業務に使用し
ている。

10

リース資産 コンピューターほか 公益目的保有財産であり、公益目的事業
に使用している。

52,123,746

電話加入権 電話７回線 公益目的事業に必要な管理業務に使用し
ている。

442,284

著作権 接遇啓発ビデオ 公益目的保有財産であり、公益目的事業
に使用している。

105,000

ソフトウェア 人材情報バンクシステムほか 公益目的保有財産であり、公益目的事業
に使用している。

1,492,701

保証金 賃貸物件の敷金 公益目的事業のために賃借している物件
にかかる敷金

296,677,880

<その他固定資産計> 351,512,997

固定資産合計 1,208,644,015

　　資産合計 21,173,888,384

財　　産　　目　　録
令和4年3月31日現在

貸借対照表科目

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。
89％
公益目的事業に必要な管理業務の用に供
する財産であり、運用益を管理業務の財
源として使用している。11％

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。
89％
公益目的事業に必要な管理業務の用に供
する財産であり、運用益を管理業務の財
源として使用している。11％
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場所・物量等 使用目的等 金額貸借対照表科目

（流動負債）

未払金 委託契約金ほか未払金 しごとセンター事業における民間委託金
ほか未払金

5,363,478,258

未払法人税等 国税庁・都税事務所に対する未払
法人税等

法人税・地方法人税・事業税・都民税・
地方法人特別税

3,968,600

未払消費税等 国税庁に対する消費税・地方消費
税

消費税・地方消費税 0

職場内障害者サポーター事
業前受金

東京都からの前受金 職場内障害者サポーター事業における事
業前受金

14,252,017

緊急就職支援事業前受金 東京都からの前受金 緊急就職支援事業における事業前受金 21,856,077

若者正社員チャレンジ事業
前受金

東京都からの前受金 若者正社員チャレンジ事業における事業
前受金

175,990,239

東京しごと塾事業前受金 東京都からの前受金 東京しごと塾事業における事業前受金 132,517,216

ミドルチャレンジ事業前受
金

東京都からの前受金 ミドルチャレンジ事業における事業前受
金

51,338,788

雇用創出・安定化支援事業
前受金

東京都からの前受金 雇用創出・安定化支援事業における事業前
受金

1,783,767,848

成長産業分野キャリア形成
支援事業前受金

東京都からの前受金 成長産業分野キャリア形成支援事業におけ
る事業前受金

67,805,777

業界別人材確保支援事業前
受金

東京都からの前受金 業界別人材確保支援事業における事業前
受金

481,795,755

働き方改革支援事業前受金 東京都からの前受金 働き方改革支援事業における事業前受金 27,108,082

テレワーク促進・働く女性
応援等事業前受金

東京都からの前受金 テレワーク促進・働く女性応援等事業に
おける事業前受金

178,924,510

中小企業人材確保総合サ
ポート事業前受金

東京都からの前受金 中小企業人材確保総合サポート事業におけ
る事業前受金

52,277,083

企業主導型保育施設設置促
進事業前受金

東京都からの前受金 企業主導型保育施設設置促進事業におけ
る事業前受金

79,716,321

働くパパママ育休取得応援
事業前受金

東京都からの前受金 働くパパママ育休取得応援事業における
事業前受金

35,083,684

介護休業取得応援事業前受
金

東京都からの前受金 介護休業取得応援事業における事業前受
金

10,555,410

テレワーク定着トライアル
緊急支援事業前受金

東京都からの前受金 テレワーク定着トライアル緊急支援事業お
ける事業前受金

292,703,686

小規模テレワークコーナー
設置促進事業前受金

東京都からの前受金 小規模テレワークコーナー設置促進事業に
おける事業前受金

59,439,740

ソーシャルファーム支援事
業前受金

東京都からの前受金 ソーシャルファーム支援事業における事業
前受金

73,229,449

妊娠中の女性労働者に係る母性健
康管理措置促進事業前受金

東京都からの前受金 妊娠中の女性労働者に係る母性健康管理措
置促進事業における事業前受金

18,808,037

雇用創出・安定化支援に係る採
用・定着促進事業前受金

東京都からの前受金 雇用創出・安定化支援に係る採用・定着促
進事業における事業前受金

46,557,432

新型コロナウイルス感染症緊急対策
に係る雇用環境整備促進事業前受金

東京都からの前受金 新型コロナウイルス感染症緊急対策に係る
雇用環境整備促進事業における事業前受金

116,735,691

中小企業人材確保のための奨
学金返還支援事業前受金

東京都からの前受金 中小企業人材確保のための奨学金返還支援
事業における事業前受金

3,426,002

エッセンシャルワーカーに係る緊急
人材確保サポート事業前受金

東京都からの前受金 エッセンシャルワーカーに係る緊急人材確
保サポート事業における事業前受金

470,724,979

中小企業従業員融資に係る利
子補給支払事業前受金

東京都からの前受金 中小企業従業員融資に係る利子補給支払事
業における事業前受金

1,026,199

預り金 国税庁、社会保険事務所ほか 源泉所得税、社会保険料ほか 12,570,865

職場内障害者ｻﾎﾟｰﾀｰ事業預
り交付金

東京都からの預り交付金 職場内障害者サポーター事業における預
り交付金

133,928,000

緊急就職支援事業預り交付
金

東京都からの預り交付金 緊急就職支援事業における預り交付金 210,500,000

若者正社員チャレンジ事業
預り交付金

東京都からの預り交付金 若者正社員チャレンジ事業における預り
交付金

307,814,000

東京しごと塾事業預り交付
金

東京都からの預り交付金 東京しごと塾事業における預り交付金 33,255,000

ミドルチャレンジ事業預り
交付金

東京都からの預り交付金 ミドルチャレンジ事業における預り交付
金

98,415,000

業界別人材確保支援事業預
り交付金

東京都からの預り交付金 業界別人材確保支援事業における預り交
付金

579,269,000

働き方改革支援事業預り交
付金

東京都からの預り交付金 働き方改革支援事業における預り交付金 36,343,920

テレワーク促進・働く女性応
援等事業預り交付金

東京都からの預り交付金 テレワーク促進・働く女性応援等事業に
おける預り交付金

1,507,167,000

企業主導型保育施設設置促
進事業預り交付金

東京都からの預り交付金 企業主導型保育施設設置促進事業におけ
る預り交付金

324,702,000

働くパパママ育休取得応援
事業預り交付金

東京都からの預り交付金 働くパパママ育休取得応援事業における
預り交付金

251,170,000

介護休業取得応援事業預り
交付金

東京都からの預り交付金 介護休業取得応援事業における預り交付
金

32,000,000

テレワーク定着トライアル
緊急支援事業預り交付金

東京都からの預り交付金 テレワーク定着トライアル緊急支援事業に
おける預り交付金

4,093,779,000

小規模テレワークコーナー設
置促進事業預り交付金

東京都からの預り交付金 小規模テレワークコーナー設置促進事業に
おける預り交付金

125,793,000

ソーシャルファーム支援事
業預り交付金

東京都からの預り交付金 ソーシャルファーム支援事業における預り
交付金

1,522,690,000
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場所・物量等 使用目的等 金額貸借対照表科目

妊娠中の女性労働者に係る母性健康
管理措置促進事業預り交付金

東京都からの預り交付金 妊娠中の女性労働者に係る母性健康管理措
置促進事業における預り交付金

6,200,000

雇用創出・安定化支援に係る採用・
定着促進事業預り交付金

東京都からの預り交付金 雇用創出・安定化支援に係る採用・定着促
進事業における預り交付金

595,000,000

新型コロナウイルス感染症緊急対
策に係る雇用環境整備促進事業預
り交付金

東京都からの預り交付金 新型コロナウイルス感染症緊急対策に係る
雇用環境整備促進事業における預り交付金

238,301,620

中小企業従業員融資における利子
補給支払事業預り交付金

東京都からの預り交付金 中小企業従業員融資に係る利子補給支払事
業における預り交付金

207,301,996

リース債務 コンピューターほか 公益目的事業に使用しているリース機器
の債務

17,457,703

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 92,859,000

流動負債合計 19,989,603,984
（固定負債）

リース債務 コンピューターほか 公益目的事業に使用しているリース機器
の債務

36,287,476

退職給付引当金 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

353,271,302

長期預り金 東京都からの預かり金 公益目的事業のための事務所借上げに係
る敷金

265,562,000

固定負債合計 655,120,778
　　負債合計 20,644,724,762
　　正味財産 529,163,622




