
（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 119,734,840

現金 1,056,006

普通預金 107,933,748

・三菱東京ＵＦＪ銀行本店 ( 59,249,391 )

・三菱東京ＵＦＪ銀行春日町支店 ( 1,263,809 )

・みずほ銀行本郷支店 ( 33,374,685 )

・三井住友銀行白山支店 ( 1,006,559 )

・北陸銀行白山支店 ( 11,131,282 )

・青森銀行六ヶ所支店 ( 100,592 )

・富山第一銀行大阪支店 ( 58,109 )

・ゆうちょ銀行振替口座 ( 1,749,321 )

定期預金 10,745,086

・三菱東京ＵＦＪ銀行本店 ( 10,745,086 )

未収金 902,819,335

（公1）放射線施設の検査等事業に係る未収金 （ 12,536,360 ）

（公2）原子力安全対策事業に係る未収金 （ 195,192,539 ）

（公3）原子力防災対策事業に係る未収金 （ 693,941,803 ）

管理業務に係る未収金 （ 1,148,633 ）

未収収益 投資有価証券利息、管理業務分 588,645

前払金 当期中に支出した平成28年度分の費用 693,896

（公2）原子力安全対策事業分 174,787

（公3）原子力防災対策事業分 40,804

管理業務等分 478,305

棚卸資産 書籍合計5,677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

7,386,752

1,031,223,468

（固定資産）

基本財産

投資有価証券 利付国債（第328回他） 518,596,385

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 99.02%、（公3）原子力防災 127,995,303

対策事業分

うち管理業務分 0.98% 1,266,768

建物 原子力防災研究プラザ建物 （共用財産） 786,812,964

RC地上2階建 約4,610㎡ うち公益目的保有財産 99.02%、（公3）原子力防災 779,102,197

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 0.98% 7,710,767

構築物 原子力防災研究プラザ構築物 （共用財産） 11,778,201

舗装工事他 うち公益目的保有財産 99.02%、（公3）原子力防災 11,662,775

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 0.98% 115,426

工具器具備品 4,395,429

防災技術センター うち公益目的保有財産 47.32%、（公3）原子力防災 2,079,909

事務机・椅子、書棚他 対策事業分

白山本部 うち公益目的保有財産 52.68%、（公2）原子力安全 2,315,520

事業用測定器 対策事業分

退職給付 346,669,300

　引当資産 定期預金 退職金の支払い資金 176,757,813

・三菱東京ＵＦＪ銀行本店 （ 36,757,813 ）

・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） 169,911,487

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28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 29,420,800

　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 83,452,380

　購入積立資産 普通預金 83,452,380

・三菱東京ＵＦＪ銀行本店 （公1）放射線施設の検査等事業分 （ 18,549,247 ）

（公2）（公3）管理業務共通分 （ 64,903,133 ）

施設拡充積立 普通預金 各種施設設備の取得資金 88,086,198

　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 12,109,450

　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 2,946,333

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） 46,101,386

うち公益目的保有財産（各事業分） 72.71% 33,519,202

うち管理業務分 27.29% 12,582,184

リース資産 公益目的保有財産 129,856,941

ＯＡ機器 （公1）放射線施設の検査等事業分 1.95% 2,530,145

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 98.05% 127,326,796

敷金 白山本部及び西日本事務所等の敷金 （共用財産） 41,835,264

うち公益目的保有財産（各事業分）　68% 28,447,980

うち管理業務分 32% 13,387,284

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）　87.68% 1,066,540

うち管理業務分 12.32% 149,860

2,290,315,803

　　　資産合計 3,321,539,271

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 338,103,586

（公1）放射線施設の検査等事業分 12,396,587

（公2）原子力安全対策事業分 76,352,918

（公3）原子力防災対策事業分 220,754,895

管理業務等分 28,599,186

リース債務 34,942,897

(公1）放射線施設の検査等事業分 637,523

（公3）原子力防災対策事業分 34,305,374

未払消費税等 確定税額 15,211,700

前受金 2,051,900

(公1）放射線施設の検査等事業分 2,021,900

（公2）原子力安全対策事業分 30,000

預り金 27,454,969

源泉所得税 2,425,750

特別徴収住民税 2,773,300

キャンセルによる返還受講料等 2,138,300

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）

20,117,619

短期借入金 運転資金として 180,000,000

賞与引当金 57,057,038

役員賞与引当金 2,332,054

657,154,144

（固定負債）

リース債務 96,440,742

(公1）放射線施設の検査等事業分 1,911,966

（公3）原子力防災対策事業分 94,528,776

退職給付引当金 従業員の退職金に係る引当金 346,669,300

役員退職慰労 常勤役員の役員退職慰労金に係る引当金 29,420,800

引当金

472,530,842

1,129,684,986

2,191,854,285　　　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


