
独立行政法人都市再生機構貸借対照表
（平成30年3月31日）

（単位：円）

資産の部

Ⅰ 流動資産

現金及び預金 100,759,615,775

業務収入未収金 58,218,035,529

貸倒引当金 △ 58,681,365 58,159,354,164

割賦等譲渡債権 234,931,684,362

貸倒引当金 △ 3,866,754,216 231,064,930,146

販売用不動産 58,932,275,794

仕掛不動産勘定 401,348,426,147

未成工事支出金 4,074,255,277

仕掛品 167,032,805

前渡金 6,569,341,913

前払費用 1,338,379,914

未収収益 39,237,152

未収金 5,769,597,522

貸倒引当金 △ 5,461,643 5,764,135,879

その他の流動資産 269,395,608

流動資産合計 868,486,380,574

Ⅱ 固定資産

1 有形固定資産

建物 3,985,551,070,027

減価償却累計額 △ 978,737,113,834 3,006,813,956,193

構築物 403,525,625,672

減価償却累計額 △ 102,033,727,294 301,491,898,378

機械装置 5,920,920,801

減価償却累計額 △ 1,108,361,890 4,812,558,911

車両運搬具 96,082,099

減価償却累計額 △ 88,794,052 7,288,047

工具器具備品 22,342,598,566

減価償却累計額 △ 14,323,609,931 8,018,988,635

土地 8,582,153,585,062

建設仮勘定 60,476,795,466

有形固定資産合計 11,963,775,070,692

2 無形固定資産

借地権 40,722,809,551

電話加入権 91,558,395

無形固定資産合計 40,814,367,946

3 投資その他の資産

投資有価証券 1,089,000,000

関係会社株式 11,912,347,112

長期貸付金 4,199,999,972

貸倒引当金 △ 364,043,301 3,835,956,671

関係法人長期貸付金 1,174,559,997

貸倒引当金 △ 6,646,986 1,167,913,011

破産・更生債権等 27,090,374,308

貸倒引当金 △ 24,471,650,440 2,618,723,868

敷金・保証金 16,364,576,364

その他の資産 264,376,222

貸倒引当金 △ 1,271,331 263,104,891

投資その他の資産合計 37,251,621,917

固定資産合計 12,041,841,060,555

資産合計 12,910,327,441,129



負債の部

Ⅰ 流動負債

流動資産見返補助金 31,634,249,765

預り補助金等 1,378,222,000

１年以内償還予定都市再生債券 147,000,000,000

債券発行差額 △ 1,134,086 146,998,865,914

１年以内返済予定長期借入金 615,362,827,000

業務費未払金 90,497,489,568

完成資産未成原価未払金 23,806,776,925

未払金 6,109,336,035

未払費用 18,570,625,888

前受金 216,138,286,073

預り金 8,201,980,041

受入保証金 117,113,296,739

引当金

賞与引当金 2,201,115,785

１年以内履行予定資産除去債務 405,373,680

その他の流動負債 1,390,003,855

流動負債合計 1,279,808,449,268

Ⅱ 固定負債

資産見返負債

資産見返補助金等 106,319,500,762

資産見返寄附金 3,145,280,900

建設仮勘定見返補助金等 3,072,546,751 112,537,328,413

長期預り補助金等 1,865,515,500

都市再生債券 825,000,000,000

債券発行差額 △ 15,683,992 824,984,316,008

長期借入金 9,409,863,575,000

長期受入保証金 101,076,645,997

引当金

退職給付引当金 57,277,898,641

資産除去債務 2,751,562,400

その他の固定負債 9,343,583,498

固定負債合計 10,519,700,425,457

負債合計 11,799,508,874,725

純資産の部

Ⅰ 資本金

政府出資金 1,072,768,624,700

地方公共団体出資金 2,000,326,200

資本金合計 1,074,768,950,900

Ⅱ 資本剰余金 41,354,119,297

Ⅲ 繰越欠損金 5,304,503,793

純資産合計 1,110,818,566,404

負債純資産合計 12,910,327,441,129



独立行政法人都市再生機構損益計算書
（平成29年4月1日～平成30年3月31日）

（単位：円）

Ⅰ 経常費用
都市再生業務費

役職員給与等 3,111,186,598

賞与引当金繰入 245,274,421

退職給付引当金繰入 403,584,512

管理業務費 3,232,707,840

譲渡原価 26,417,222,076

減価償却費 134,249,320

貸倒引当金繰入 384,774,143 33,928,998,910

賃貸住宅業務費

役職員給与等 9,303,213,899

賞与引当金繰入 733,557,198

退職給付引当金繰入 1,207,024,868

管理業務費 328,840,479,019

譲渡原価 19,721,553,395

減価償却費 86,620,743,699 446,426,572,078

震災復興業務費

役職員給与等 174,430,682

賞与引当金繰入 13,766,314

退職給付引当金繰入 22,651,652

管理業務費 232,648,991

譲渡原価 43,230,199,434 43,673,697,073

市街地整備特別業務費

役職員給与等 1,776,129,795

賞与引当金繰入 127,961,152

退職給付引当金繰入 373,067,396

管理業務費 10,295,244,629

譲渡原価 153,811,081,183 166,383,484,155

公園特別業務費

役職員給与等 110,257,843

賞与引当金繰入 7,921,597

退職給付引当金繰入 23,095,210

管理業務費 117,767,799

減価償却費 376,517,813 635,560,262

分譲住宅特別業務費

役職員給与等 42,689,858

賞与引当金繰入 3,069,487

退職給付引当金繰入 8,949,007

管理業務費 352,794,258

貸倒引当金繰入 1,001,949,709 1,409,452,319

受託費

都市再生受託費 3,646,560,576

賃貸住宅受託費 5,551,200

震災復興受託費 110,413,580,535

市街地整備特別受託費 3,179,660,906 117,245,353,217

一般管理費

役職員給与等 3,686,363,991

賞与引当金繰入 286,978,786

退職給付引当金繰入 523,022,467

減価償却費 2,726,350,963

その他の一般管理費 11,708,776,284 18,931,492,491

財務費用

支払利息 125,975,907,832

債券発行費 424,447,182

関係会社株式評価損 277,313,950 126,677,668,964

販売用不動産等評価損

市街地整備特別資産評価損 7,083,249,252 7,083,249,252

雑損 3,126,969,104

965,522,497,825経常費用合計



Ⅱ 経常収益
都市再生業務収入

整備敷地等譲渡収入 24,498,268,677

整備敷地等賃貸料収入 8,043,203,084

施設譲渡収入 4,776,029,937

施設賃貸料収入 1,337,232,876

都市再生諸収入 9,135,220,734 47,789,955,308

賃貸住宅業務収入

家賃収入 542,902,314,160

施設賃貸料収入 40,914,654,488

共益費収入 26,265,037,642

整備敷地等譲渡収入 21,883,769,528

整備敷地等賃貸料収入 3,460,580,044

賃貸住宅諸収入 13,605,589,557 649,031,945,419

震災復興業務収入

住宅譲渡収入 42,733,099,914

震災復興諸収入 10,370,160 42,743,470,074

市街地整備特別業務収入

市街地特別整備敷地等譲渡収入 153,746,822,434

市街地特別整備敷地等賃貸料収入 24,194,721,912

市街地特別施設譲渡収入 45,605,597

市街地整備特別諸収入 544,402,549 178,531,552,492

公園特別業務収入

施設賃貸料等収入 1,293,737,679

公園特別管理諸収入 3,657,800 1,297,395,479

分譲住宅特別業務収入

敷地賃貸料収入 63,564,161

分譲住宅特別管理諸収入 210,602,620 274,166,781

受託収入

都市再生受託収入 3,737,486,443

賃貸住宅受託収入 5,551,200

震災復興受託収入 112,088,355,916

市街地整備特別受託収入 3,178,863,763 119,010,257,322

補助金等収益

国庫補助金収益 21,750,013,461

地方公共団体補助金等収益 5,576,256,226 27,326,269,687

寄附金収益 137,032,549

財務収益

受取利息 91,867,130

割賦利息収入 6,212,640,016

配当金収入 1,162,792,718 7,467,299,864

雑益 4,504,675,309

1,078,114,020,284

112,591,522,459

Ⅲ 臨時損失
固定資産売却損 1,201,678,284

減損損失 129,875,380,607 131,077,058,891

Ⅳ 臨時利益
固定資産売却益 14,035,885,442

貸倒引当金戻入益 372,682,398

厚生年金基金代行返上益 45,310,202,124 59,718,769,964

41,233,233,532

41,233,233,532当 期 総 利 益

経常収益合計

経 常 利 益

当 期 純 利 益



（単位：円）

Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー

原材料、商品又はサービスの購入による支出 △ 236,639,310,741

商品等の原価に算入した利息の支払額 △ 518,698,345

人件費支出 △ 33,089,057,104

その他業務支出 △ 355,769,264,482

受託収入 109,483,336,361

都市再生業務収入 69,928,685,578

賃貸住宅業務収入 652,515,303,936

震災復興業務収入 40,846,348,494

市街地整備特別業務収入 189,677,319,705

公園特別業務収入 1,297,395,479

分譲住宅特別業務収入 4,666,051,989

その他業務収入 10,779,442,743

補助金等収入 34,321,932,507

小計 487,499,486,120

利息及び配当金の受取額 7,520,506,523

利息の支払額 △ 128,283,453,496

業務活動によるキャッシュ・フロー 366,736,539,147

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △ 399,000,000,000

有価証券の売却による収入 399,000,000,000

有形固定資産の取得による支出 △ 62,560,854,623

有形固定資産の売却による収入 63,397,934,808

貸付金の回収による収入 321,297,310

敷金及び保証金の受入による収入 13,432,738,441

敷金及び保証金の返還による支出 △ 18,992,407,771

その他の投資活動による支出 △ 223,339,071

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 4,624,630,906

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 341,100,000,000

短期借入金の返済による支出 △ 341,100,000,000

債券の発行による収入 80,000,000,000

債券の償還による支出 △ 145,000,000,000

長期借入れによる収入 362,256,000,000

長期借入金の返済による支出 △ 687,330,464,344

金銭出資の受入による収入 3,000,000,000

リース債務の返済による支出 △ 2,455,090,764

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 389,529,555,108

Ⅳ 資金減少額 △ 27,417,646,867

Ⅴ 資金期首残高 128,177,262,642

Ⅵ 資金期末残高 100,759,615,775

独立行政法人都市再生機構キャッシュ・フロー計算書

（平成29年4月1日～平成30年3月31日）



（単位：円）
Ⅰ 業務費用

（1） 損益計算書上の費用
都市再生業務費 33,928,998,910
賃貸住宅業務費 446,426,572,078
震災復興業務費 43,673,697,073
市街地整備特別業務費 166,383,484,155
公園特別業務費 635,560,262
分譲住宅特別業務費 1,409,452,319
受託費 117,245,353,217
一般管理費 18,931,492,491
財務費用 126,677,668,964
販売用不動産等評価損 7,083,249,252
雑損 3,126,969,104
固定資産売却損 1,201,678,284
減損損失 129,875,380,607 1,096,599,556,716

（2） （控除）自己収入等
都市再生業務収入 △ 47,789,955,308
賃貸住宅業務収入 △ 649,031,945,419
震災復興業務収入 △ 42,743,470,074
市街地整備特別業務収入 △ 178,531,552,492
公園特別業務収入 △ 1,297,395,479
分譲住宅特別業務収入 △ 274,166,781
受託収入 △ 119,010,257,322
寄附金収益 △ 137,032,549
財務収益 △ 7,467,299,864
雑益 △ 4,504,675,309
固定資産売却益 △ 14,035,885,442
貸倒引当金戻入益 △ 372,682,398
厚生年金基金代行返上益 △ 45,310,202,124 △ 1,110,506,520,561

業務費用合計（1）+（2） △ 13,906,963,845

Ⅱ 引当外退職給付増加見積額 36,784,071

Ⅲ 機会費用
・

428,016,423

・
501,330,409

・

106,349,103 1,035,695,935

Ⅳ 行政サービス実施コスト △ 12,834,483,839

無利子又は通常よりも有利な
条件による融資取引の機会
費用

行政サービス実施コスト計算書
（平成29年４月１日～平成30年３月31日）

国又は地方公共団体財産の
無償又は減額された使用料
による貸借取引の機会費用

政府出資又は地方公共団体
出資等の機会費用



重要な会計方針

　「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」（独立行政法人会計基準研究会、財政制度等審議会財政制度
分科会法制・公会計部会 平成27年1月27日改訂）並びに「『独立行政法人会計基準』及び『独立行政法人会計基準注解』に関す
るＱ＆Ａ」（総務省行政管理局、財務省主計局、日本公認会計士協会　平成28年2月最終改訂）（以下、独立行政法人会計基準
等という）を適用して、財務諸表を作成しています。
　ただし、独立行政法人会計基準第43（注解39）の規定については、「独立行政法人通則法の一部を改正する法律」（法律第66
号　平成26年6月13日）の附則第8条により経過措置を適用していることから、改訂前の第43（注解39）を適用しています。

１ 減価償却の会計処理方法
（1） 　有形固定資産（リース資産を除く）

　定額法を採用しています。
　残存価額は、１円としています。
　なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりです。

建物 10 ～ 70 年
構築物 10 ～ 70 年
機械装置 45、 70 年
車両運搬具 6 年
工具器具備品 5 ～ 20 年

（2） 　無形固定資産
　無形固定資産のうち、定期借地権については、賃貸借期間で定額法により償却しています。

70 ～ 72 年

（3） 　リース資産
　リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法により償却しています。

２ 引当金の計上基準
（1） 　貸倒引当金

（2） 　賞与引当金

（3） 　退職給付引当金

３ 有価証券の評価基準及び評価方法
（1） 　関係会社株式

移動平均法による原価法によっています。
但し、持分相当額が取得原価より下落した場合は、持分相当額としています。

（2） 　その他有価証券
時価のないもの　　　移動平均法による原価法によっています。

４ たな卸資産の評価基準及び評価方法
　個別法による低価法によっています。

５ 債券発行差額の償却基準
　債券の償還期限までの期間で均等償却しています。

６ 行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法
（1） 　国の財産の無償による貸借取引の機会費用の計算方法

土地の使用料相当額 平成28年度の土地の使用料相当額×スライド率

建物の使用料相当額

（2） 　政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用の計算に使用した利率
　10年利付国債の平成30年3月末利回りを参考に0.045％で計算しています。

（3） 　政府からの無利子による融資取引の機会費用の計算に使用した利率

　「国の庁舎等の使用又は収益を許可する場合の取扱いの基準について（昭和33年1月7日蔵管第1号）」を参考とし、下記
により算出しています。

　債権の貸倒れによる損失に備えるために、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権について
は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基
準によっています。

　役職員へ支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち当事業年度の勤務に係る部分を計上しています。

　役員の退職一時金及び共済年金に係る整理資源については、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算し
ています。

　役職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しています。

　過去勤務費用及び数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における役職員の平均残存勤務期間内の一定の年数
（12年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生事業年度から費用処理することとしています。

　行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額は、事業年度末に在職する職員について、当期末
の退職給付見積額から前期末の退職給付見積額を控除した額から、退職者に係る前期末退職給付見積額相当額を控除し
て計算しています。

　当事業年度の通常の資金調達に係る借入金の約定利率及び債券の表面利率の加重平均を参考に0.504％で計算してい
ます。

平成28年度の建物の使用料相当額×スライド率×経年による残価変動率＋
平成28年度の土地の前回使用料×スライド率



７ 消費税等の会計処理方法
　税込方式によっています。

８ その他
（1） 　収益・費用の計上基準

　造成宅地、住宅等の割賦販売については、販売基準としています。

（2） 　建設期間中の支払利息等の原価算入
　支払利息等については、開発期間が2年以上または計画事業費が5億円以上の事業に係るものを取得原価に算入するこ
ととし、当事業年度においては、983,379,910円を算入しています。



注記事項

１ 貸借対照表関係
（1） 　販売用不動産から有形固定資産（賃貸）への用途変更による振替額

円
（2） 　有形固定資産（賃貸）から販売用不動産への用途変更による振替額

円
（3） 　オペレーティング・リース取引に係る未経過リース料は下記のとおりです。

貸借対照表日後一年以内のリース期間に係る未経過リース料 3,997,364,534 円
貸借対照表日後一年を超えるリース期間に係る未経過リース料 15,374,492,560 円

２ 損益計算書関係
（1） 受託収入の主な内訳

国及び地方公共団体 円
その他 円
受託収入計 円

（2） 減損損失
当事業年度において以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

３ キャッシュ・フロー計算書関係
資金の期末残高の貸借対照表科目の内訳

現金及び預金 円
資金期末残高 円

４ 行政サービス実施コスト計算書関係

５ 退職給付関係
（１） 採用している退職給付制度の概要

（２） 確定給付制度
①　退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表（③に掲げられたものを除く）

期首における退職給付債務 164,213,557,068 円
　　勤務費用 3,031,828,244 円
　　利息費用 572,076,368 円
　　数理計算上の差異の当期発生額 201,533,298 円
　　退職給付の支払額 △ 5,261,351,516 円
　　過去勤務費用の当期発生額 △ 1,560,878,012 円
　　制度加入者からの拠出額 36,546,003 円
　　厚生年金基金の代行返上に伴う減少額 △ 52,293,570,031 円
期末における退職給付債務 108,939,741,422 円

②　年金資産の期首残高と期末残高の調整表
期首における年金資産 48,943,025,039 円
　　期待運用収益 496,394,305 円
　　数理計算上の差異の当期発生額 888,370,879 円
　　事業主からの拠出額 1,129,315,398 円
　　退職給付の支払額 △ 2,215,830,316 円
　　制度加入者からの拠出額 36,546,003 円
期末における年金資産 49,277,821,308 円

③　簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
期首における退職給付引当金 151,557,361 円
　　退職給付費用 1,151,492 円
　　退職給付への支払額 △ 17,290,644 円
期末における退職給付引当金 135,418,209 円

場所

千葉県他 　全170件
東京都他 　全  11件

建物、土地等 東京都他 　全124件 62,326百万円

　「引当外退職給付増加見積額」は、国又は地方公共団体からの出向職員に係るものであり、対象者数は56名です。

事業用資産（賃貸住宅）

共通資産

　減損損失の算定にあたって、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フ
ローを生み出す最小単位として管理団地等ごとにグルーピングを行っています。その結果、当事業年度において
は収益性の低下したグループ等において減損損失を認識しています。

　なお、回収可能価額の算定方法は、正味売却価額又は使用価値により測定しており、正味売却価額について
は、主に譲渡契約額又は不動産鑑定士による鑑定評価額を合理的に調整した価額等を使用し、使用価値につ
いては、将来キャッシュ・フローを2.5％または2.0％で割り引いて算定しています。

　事業用資産（その他）に含まれる市街地整備特別資産については、事業完了によって画地が確定すること及び
個別の収支を把握するために経営管理単位を事業地区単位から画地等単位に変更したことに伴い、資産のグ
ルーピングの方法についても事業地区単位から画地等単位に当事業年度より変更しました。この変更に伴う減
損損失の影響額は39,116百万円となっています。

1,772,901,982

71,902,555,680

100,759,615,775
100,759,615,775

建物、土地等

143,083,869
119,010,257,322

118,867,173,453

種類

63,048百万円

用途 減損損失

4,499百万円
事業用資産（その他） 建物、土地等

　当法人は、役員及び職員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度を採用しています。
　積立型制度として、確定給付企業年金制度を採用しており、非積立型制度として、役員及び職員退職一時金制
度並びに共済年金に係る整理資源を採用しています。また、確定給付型のほか、確定拠出型の制度を設けてい
ます。
　なお、厚生年金基金の代行部分について、平成29年5月1日付けで厚生労働大臣から過去分返上の認可を受
けました。これに伴い、厚生年金基金代行返上益として45,310,202,124円を臨時利益に計上しています。また、当
機構は平成29年5月1日に厚生年金基金制度を廃止し、確定給付企業年金制度へ移行するとともに確定拠出年
金制度を新設しています。
　また、役員退職一時金及び共済年金に係る整理資源については、簡便法により退職給付引当金及び退職給
付費用を計算しています。



④　退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
積立型制度の退職給付債務 67,562,963,008 円
年金資産 △ 49,277,821,308 円
積立型制度の未積立退職給付債務 18,285,141,700 円
非積立型制度の未積立退職給付債務 41,512,196,623 円
小計 59,797,338,323 円
未認識数理計算上の差異 △ 8,144,450,043 円
未認識過去勤務費用 5,625,010,361 円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 57,277,898,641 円
退職給付引当金 57,277,898,641 円

⑤　退職給付に関連する損益
勤務費用 3,031,828,244 円
利息費用 572,076,368 円
期待運用収益 △ 496,394,305 円
数理計算上の差異の当期の費用処理額 12,345,612,012 円
過去勤務費用の当期の費用処理額 △ 4,446,896,597 円
簡便法で計算した退職給付費用 1,151,492 円
厚生年金基金代行返上益 △ 45,310,202,124 円
　　合　　　計 △ 34,302,824,910 円

⑥　年金資産の主な内訳
　　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

債券 23%
株式 16%
現金及び預金 5%
代行返上に伴う最低責任準備金相当額の前納分 51%
その他 5%

合　計 100%

⑦　長期期待運用収益率の設定方法に関する記載

⑧　数理計算上の計算基礎に関する事項
区　　分

割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.0%

（３） 確定拠出制度
確定拠出制度への要拠出額は 207,774,360円です。

６ 重要な債務負担行為
　翌事業年度以降に支払いを予定している債務負担行為額は、398,794,626,826円となっています。

７ 金融商品関係
（1） 金融商品の状況に関する事項

（2） 金融商品の時価等に関する事項

注）負債に計上されているものは、（）で示しています。

　当法人は、資金運用については短期的な預金等に限定し、財政融資資金及び金融機関からの借入、都市再生債券の
発行等により資金を調達しています。使途は事業投資資金であり、主務大臣により認可された資金計画に従っています。

　期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。時価には市場価格に
基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価格の算定においては
一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
　また、重要性の乏しい科目等は次表には含めていません。

　未収債権等に係る顧客の信用リスクは、内部規程に基づく債権管理方針に従ってリスク低減を図っています。

　年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資
産を構成する多様な資産からの現在および将来期待される長期の収益率を考慮しています。



注1） 金融商品の時価の算定方法
①　割賦等譲渡債権

②　破産・更生債権等

③　業務費未払金
　短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
④　預り金
　短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
⑤　都市再生債券
　都市再生債券の時価は、市場価格によっています。（1年以内償還予定都市再生債券も含む。）
⑥　長期借入金

注2） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

８ 賃貸等不動産関係

注１）貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
注２）当期増減額のうち、主な増減額は次のとおりであります。

取得による増加 35,872百万円
減価償却による減少 87,131百万円

　また、賃貸等不動産に関する平成29事業年度における収益及び費用等の状況は次のとおりであります。

９ 重要な後発事象
重要な資産の譲渡
　（１）　譲渡の旨及びその理由

　当機構が本社事務所等として使用している横浜アイランドタワーにつきましては、策定した再編計画に基づき、保有する資産
の見直しを実施した結果、平成30年4月9日に譲渡することとしました。なお、当面は移転を行わず、リースバックにより自己使
用部分を継続使用します。
　

　（２）　譲渡資産の内容

　（３）　譲渡先の内容
　譲渡先につきましては、先方の意向により公表を差し控えさせていただきます。なお、当機構と譲渡先との間には、資本関係、
人的関係、関連当事者としての特記すべき事項はありません。

　（４）　譲渡の日程
　契約締結日　　平成30年3月26日
　物件引渡日　　平成30年4月9日

　（５）　当該事象の損益に与える影響額
　当該固定資産の譲渡に伴い、翌会計年度において、固定資産売却益 10,616百万円を臨時利益として計上するとともに、本社
事務所賃貸料が一般管理費及び業務費に計上される予定です。

　長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、時価は帳簿価額と近似していることか
ら、当該帳簿価額によっています。固定金利によるものは、元利金の合計額を同様の借入れにおいて想定される利率で
割り引いて現在価値を算定する方法によっています。（1年以内返済予定長期借入金も含む。）

　割賦等譲渡債権の種類ごとに分類し、期限前返済分と貸倒分を予測し織り込んだキャッシュ・フローをリスクフリーレー
ト（国債利回り）で割り引いた現在価値により算定する方法によっています。

　当法人は、全国に賃貸住宅（土地を含む）、賃貸宅地等を有しています。これらの賃貸等不動産の貸借対照表計上額、当期
増減額及び時価は次のとおりであります。

注３）当期末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて当法人で算定した金額（指標等を用いて調整を行ったもの
を含む。）であります。

　長期受入保証金（貸借対照表計上額　101,076百万円）については、市場価格がなく、かつ、合理的な将来キャッシュ・フ
ローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象とはしていませ
ん。

　破産・更生債権等については、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は
決算日における貸借対照表価額から貸倒見積高を控除した金額に近似していると考えられるため、当該帳簿価額をもっ
て時価としています。

資産の現況
面積
資産の所在地
資産の名称 横浜アイランドタワー

神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地１
土地 3,840.76㎡（敷地権割合 0.8957)、建物 35,569.27㎡
本社事務所等


