
（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 62,561,994

現金 942,868

普通預金 47,670,000

・三菱東京ＵＦＪ銀行本店 ( 29,915,549 )

・三菱東京ＵＦＪ銀行春日町支店 ( 1,531,646 )

・みずほ銀行本郷支店 ( 6,327,175 )

・三井住友銀行白山支店 ( 2,747,714 )

・北陸銀行白山支店 ( 5,435,156 )

・青森銀行六ヶ所支店 ( 375,527 )

・富山第一銀行大阪支店 ( 21,572 )

・ゆうちょ銀行振替口座 ( 1,315,661 )

定期預金 13,949,126

・三菱東京ＵＦＪ銀行本店 ( 13,949,126 )

未収金 938,058,133

（公1）放射線施設の検査等事業に係る未収金 （ 16,514,390 ）

（公2）原子力安全対策事業に係る未収金 （ 43,924,700 ）

（公3）原子力防災対策事業に係る未収金 （ 875,369,073 ）

管理業務に係る未収金 （ 2,249,970 ）

未収収益 投資有価証券利息、管理業務分 572,640

前払金 当期中に支出した平成27年度分の費用 978,855

（公2）原子力安全対策事業分 36,153

（公3）原子力防災対策事業分 138,986

管理業務等分 803,716

棚卸資産 165,878,363

書籍合計6,131冊 出版事業用頒布出版物の期末在庫
（公2）原子力安全対策事業分

7,956,418

納期未到来事業に係る当期支出

（公2）原子力安全対策事業分 140,733,550
（公3）原子力防災対策事業分 17,188,395

1,168,049,985

（固定資産）

基本財産

投資有価証券 利付国債（第328回他） 518,398,413

定期預金 三菱東京ＵＦＪ銀行本店 7,076,301

特定資産 土地 原子力防災研究プラザ敷地 6710㎡ （共用財産） 129,262,071

青森県六ヶ所村大字尾駮字野附1-67 うち公益目的保有財産 95.4%、（公3）原子力防災 123,264,311

対策事業分

うち管理業務分 4.6% 5,997,760

建物 原子力防災研究プラザ建物 （共用財産） 813,380,262

RC地上2階建 約4,610㎡ うち公益目的保有財産 95.4%、（公3）原子力防災 775,639,418

青森県六ヶ所村大字尾駮字野附1-67 対策事業分

うち管理業務分 4.6% 37,740,844

構築物 原子力防災研究プラザ構築物 （共用財産） 13,104,106

舗装工事他 うち公益目的保有財産 95.4%、（公3）原子力防災 12,496,075

対策事業分

青森県六ヶ所村大字尾駮字野附1-67 うち管理業務分 4.6% 608,031

工具器具備品 防災技術センター 公益目的保有財産、（公3）原子力防災対策事業分 2,436,920

事務机・椅子、書棚他

退職給付 341,423,700

　引当資産 定期預金 退職金の支払い資金 171,608,773

・三菱東京ＵＦＪ銀行本店 （ 31,608,773 ）

・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 ）

・北陸銀行白山支店 （ 10,000,000 ）

利付国債(第103回） 169,814,927

財　　産　　目　　録

流動資産合計

運用益は管理業務の財源に充当

貸借対照表科目

平成27年 3月31日現在



（単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金額貸借対照表科目

役員退職慰労 定期預金 退職金の支払い資金 24,365,800

　引当資産 ・三菱東京ＵＦＪ銀行本店

工具器具備品 工具器具備品の取得資金 106,941,731

　購入積立資産 普通預金 106,941,731

・三菱東京ＵＦＪ銀行本店 （公1）放射線施設の検査等事業分 （ 19,572,035 ）

（公2）（公3）管理業務共通分 （ 87,369,696 ）

施設拡充積立 普通預金 各種施設設備の取得資金 89,084,198

　資産 ・三菱東京ＵＦＪ銀行本店 各事業共通

特別修繕 普通預金 原子力防災研究プラザの大規模修繕資金 50,700,000
　積立資産 ・三菱東京ＵＦＪ銀行本店 （公3）原子力防災対策事業分

原子力災害 定期預金 原子力災害対応事業に係る活動の資金 13,285,711

　対応事業実施 ・三菱東京ＵＦＪ銀行本店 （公3）原子力防災対策事業分

　　積立資産

その他 建物 倉庫 公益目的保有財産、（公3）原子力防災対策事業分 3,307,530

固定資産 軽量鉄骨造平屋46.37㎡ 資機材倉庫

　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 （共用財産） 29,191,767

うち公益目的保有財産（各事業分）　55.5% 16,201,431

うち管理業務分 44.5% 12,990,336

リース資産 公益目的保有財産 109,813,051

ＯＡ機器 （公1）放射線施設の検査等事業分 3,176,165

事業用サーバー、ネットワーク機器等 （公3）原子力防災対策事業分 106,636,886

敷金 白山本部及び西日本事務所等の敷金 （共用財産） 41,758,264

うち公益目的保有財産（各事業分）　99.9% 41,703,719

うち管理業務分 0.1% 54,545

電話加入権 35回線 （共用財産） 1,216,400

うち公益目的保有財産（各事業分）　90.3% 1,098,409

うち管理業務分 9.7% 117,991

2,294,746,225

　　　資産合計 3,462,796,210

固定資産合計



（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 435,660,845

（公1）放射線施設の検査等事業分 10,506,069

（公2）原子力安全対策事業分 94,304,199

（公3）原子力防災対策事業分 303,409,528

管理業務等分 27,441,049

リース債務 29,158,152

(公1）放射線施設の検査等事業分 628,535

（公3）原子力防災対策事業分 28,529,617

未払消費税等 確定税額 34,805,400

前受金 2,092,800

(公1）放射線施設の検査等事業分 1,884,800

（公2）原子力安全対策事業分 208,000

預り金 20,183,747

源泉所得税 2,948,806

特別徴収住民税 2,793,200

キャンセルによる返還受講料等 2,467,370

受託事業等について受けた概算払金のうち返納す
るもの（3件）

11,974,371

短期借入金 運転資金として 120,000,000

賞与引当金 56,744,607

役員賞与引当金 2,397,039

資産除去債務 賃借していた業務用スペースの原状回復費用 7,329,000

708,371,590

（固定負債）

リース債務 82,390,753

(公1）放射線施設の検査等事業分 2,549,489

（公3）原子力防災対策事業分 79,841,264

退職給付引当金 従業員の退職金に係る引当金 341,423,700

役員退職慰労 常勤役員の役員退職慰労金に係る引当金 24,365,800

引当金

448,180,253

1,156,551,843

2,306,244,367　　　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

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


