
（単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金額

（流動資産）

現金預金 運転資金として 427,940,431

現金 804,496

普通預金 245,877,469

・三菱東京ＵＦＪ銀行本店 ( 184,864,726 )

・三菱東京ＵＦＪ銀行春日町支店 ( 17,320,881 )

・三菱東京ＵＦＪ銀行本郷支店 ( 96,333 )

・みずほ銀行本郷支店 ( 24,069,656 )

・三井住友銀行白山支店 ( 5,356,068 )

・三井住友銀行巣鴨支店 ( 196,065 )

・北陸銀行白山支店 ( 12,396,750 )

・青森銀行六ヶ所支店 ( 309,984 )

・富山第一銀行大阪支店 ( 26,976 )

・ゆうちょ銀行振替口座 ( 1,240,030 )

定期預金 181,258,466

・三菱東京ＵＦＪ銀行本店 ( 181,258,466 )

未収金 541,059,454

（公1）放射線施設の検査等事業に係る収益 （ 16,923,926 ）

（公2）原子力安全対策事業に係る収益 （ 25,350,832 ）

（公3）原子力防災対策事業に係る収益 （ 498,427,603 ）

未回収の前渡資金等 （ 357,093 ）

未収収益 1,221,796

投資有価証券利息 ( 1,151,720 )

定期預金利息 ( 70,076 )

前払金 当期中に支出したＨ23年度分の費用 2,086,943

棚卸資産 5,006,012

書籍合計2228冊他 出版事業用頒布出版物の期末在庫等 ( 5,006,012 )

977,314,636

（固定資産）

基本財産

投資有価証券 利付国債（第74回他） 518,057,550

定期預金 三菱東京ＵＦＪ銀行本店 5,127,501

特定資産 土地 6,710㎡ 129,262,071

青森県六ヶ所村大字尾駮字野附1-67

建物 RC地上2階建約4,610㎡ 922,717,173

青森県六ヶ所村大字尾駮字野附1-67

構築物 舗装工事他 20,138,586

青森県六ヶ所村大字尾駮字野附1-67

工具器具備品 事務机・椅子、書棚他 4,646,933

退職給付 326,031,800

　引当資産 定期預金 退職金の支払い資金。 156,042,098

・三菱東京ＵＦＪ銀行本店 （ 26,042,098 ）

・みずほ銀行本郷支店 （ 100,000,000 ）

・三井住友銀行白山支店 （ 30,000,000 ）

利付国債(第63回） 169,989,702

役員退職慰労 定期預金 退職金の支払い資金。 28,462,600

　引当資産 ・三菱東京ＵＦＪ銀行本店 ( 28,462,600 )

防災技術センター建物、公益目的保有財産、
（公３）原子力防災対策事業用。

貸借対照表科目

平成２３年３月３１日現在

財　　産　　目　　録

流動資産合計

公益目的保有財産、運用益は法人会計の財
源。

防災技術センター構築物、公益目的保有財
産、（公３）原子力防災対策事業用。

防災技術センター備品、公益目的保有財産、
（公３）原子力防災対策事業用。

防災技術センター敷地、公益目的保有財産、
（公３）原子力防災対策事業用。



（単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金額貸借対照表科目

工具器具備品 工具器具備品の取得資金。 130,893,955

　購入積立資産 定期預金 50,893,955

・三菱東京ＵＦＪ銀行本店 ( 50,893,955 )

利付国債（第279回） 80,000,000

施設拡充積立 各種施設設備の取得資金。 87,164,047

　資産 定期預金 87,164,047

・三菱東京ＵＦＪ銀行本店 ( 87,164,047 )

指定事業（溶接 4,000,000

　検査）安定化 定期預金 4,000,000

　　積立資産 ・三菱東京ＵＦＪ銀行本店 ( 4,000,000 )

基本財産繰入 基本財産への繰入 50,000,000

　準備積立資産 定期預金 50,000,000

・三菱東京ＵＦＪ銀行本店 ( 50,000,000 )

その他 土地 575.3㎡のうち持分9092/97307 緊急時における職員用宿泊施設 41,764,094

固定資産 東京都文京区白山1-27-6-109 公益目的保有財産、各事業共用。

建物 28,013,016

ＲＣ地上３階建80.57㎡ 緊急時における職員用宿泊施設 23,260,698

東京都文京区白山1-27-6-109 公益目的保有財産、各事業共用。

軽量鉄骨造平屋46.37㎡ （公３）原子力防災対策事業用資機材倉庫 4,752,318

青森県六ヶ所村大字尾駮字野附1-67

工具器具備品 測定器、サーバー等 公益目的保有財産、各事業用。 25,895,829

リース資産 71,996,001

ＯＡ機器 3,639,065

事業用サーバー、ネットワーク機器等 66,111,801

電話設備 公益目的保有財産、各事業共用。 2,245,135

敷金 69,021,824

白山本部分 67,268,824

西日本事務所分 682,000

防災技術センター在勤職員用社宅分 1,071,000

電話加入権 35回線 各事業において使用 1,216,400

1,941,224,329

　　　資産合計 2,918,538,965

公益目的保有財産、（公１）放射線施設の検
査等事業用。

公益目的保有財産、（公３）原子力防災対策
事業用。

固定資産合計

（公２）原子力安全対策事業の積立資産、取
崩額は終息した指定事業の経過措置に係る
支出の財源に使用。



（単位：円）

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 436,822,218

（公1）放射線施設の検査等事業に係る費用 11,233,874

（公2）原子力安全対策事業に係る費用 33,675,393

（公3）原子力防災対策事業に係る費用 347,543,899

管理業務等に係る費用 44,369,052

リース債務 22,759,074

(公１）放射線施設の検査等事業分 1,228,432

（公３）原子力防災対策事業分 20,776,704

管理業務分 753,938

未払法人税等 均等割額(４都府県３市村） 340,000

未払消費税等 確定税額 4,322,600

未払事業所税 確定税額 3,497,200

前受金 受講料、検査料 2,058,650

預り金 32,696,655

源泉所得税 2,825,748

特別徴収住民税 4,245,800

額の確定に伴う返納金（13件） 23,208,252

キャンセルによる返還受講料等 2,416,855

賞与引当金 79,745,404

役員賞与引当金 2,874,057

585,115,858

（固定負債）

リース債務 51,101,358

(公１）放射線施設の検査等事業分 47,144,856

（公３）原子力防災対策事業分 2,413,168

管理業務分 1,543,334

退職給付引当金 従業員の退職金に係る引当金。 326,031,800

役員退職慰労 常勤役員の役員退職慰労金に係る引当金。 28,462,600

引当金

405,595,758

990,711,616

1,927,827,349

固定負債合計

公益目的事業及び管理業務を執行する役員
の賞与に係る引当金。

　　　正味財産

流動負債合計

公益目的事業及び管理業務に従事する職員
の賞与に係る引当金。

　　　負債合計


	財産目録

