
（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 119,306,061

現金 631,578

普通預金 118,674,483

・三菱東京ＵＦＪ銀行本店 ( 66,350,690 )

・三菱東京ＵＦＪ銀行春日町支店 ( 1,874,912 )

・みずほ銀行本郷支店 ( 32,161,103 )

・三井住友銀行白山支店 ( 1,384,911 )

・北陸銀行白山支店 ( 12,364,485 )

・青森銀行六ヶ所支店 ( 35,222 )

・富山第一銀行大阪支店 ( 23,400 )

・ゆうちょ銀行振替口座 ( 4,479,760 )

未収金 931,555,349

（公1）放射線施設の検査等事業に係る未収金 （ 13,878,738 ）

（公2）原子力安全対策事業に係る未収金 （ 214,996,193 ）

（公3）原子力防災対策事業に係る未収金 （ 701,965,339 ）

管理業務に係る未収金 （ 715,079 ）

未収消費税等 確定消費税 管理業務に係る未収金 8,261,500

未収収益 投資有価証券利息、管理業務分 615,778

前払金 当期中に支出した平成28年度分の費用 2,681,786

（公2）原子力安全対策事業分 267,570

（公3）原子力防災対策事業分 1,392,138

管理業務等分 1,022,078

棚卸資産 書籍合計4,659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

5,385,459

1,067,805,933

（固定資産）

基本財産

投資有価証券 利付国債（第328回他） 514,245,978

定期預金 三菱東京ＵＦＪ銀行本店 11,935,555

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） 777,938,139

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 770,314,345

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% 7,623,794

構築物 原子力防災研究プラザ構築物 （共用財産） 10,548,039

舗装工事他 うち公益目的保有財産 99.02%、（公3）原子力防災 10,444,668

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% 103,371

工具器具備品 3,160,730

白山本部 うち公益目的保有財産 43.96%、（公2）原子力安全 1,389,312

事業用測定器 対策事業分

防災技術センター うち公益目的保有財産 56.04%、（公3）原子力防災 1,771,418

事務机・椅子、書棚他 対策事業分

退職給付 354,864,100

　引当資産 定期預金 退職金の支払い資金 177,588,645

・三菱東京ＵＦＪ銀行本店 （ 37,588,645 ）

・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 ）

普通預金 177,275,455

・三菱東京ＵＦＪ銀行本店

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29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 34,475,800

　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 75,466,740

　購入積立資産 普通預金 75,466,740

・三菱東京ＵＦＪ銀行本店 （公1）放射線施設の検査等事業分 （ 20,610,707 ）

（公2）（公3）管理業務共通分 （ 54,856,033 ）

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 普通預金 原子力災害対応事業に係る活動の資金 8,980,349

　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 2,585,136

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） 40,938,411

うち公益目的保有財産（各事業分） 64.40% 26,365,042

うち管理業務分 35.60% 14,573,369

リース資産 公益目的保有財産 127,075,511

ＯＡ機器 （公1）放射線施設の検査等事業分 1.48% 1,884,125

事業用サーバー、ネットワーク機器等 （公2）原子力安全対策事業分　1.29% 1,637,048

（公3）原子力防災対策事業分 97.23% 123,554,338

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

2,273,314,421

　　　資産合計 3,341,120,354

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 195,820,568

（公1）放射線施設の検査等事業分 7,362,874

（公2）原子力安全対策事業分 61,134,850

（公3）原子力防災対策事業分 83,414,345

管理業務等分 43,908,499

リース債務 52,262,467

(公1）放射線施設の検査等事業分 646,641

（公2）原子力安全対策事業分 375,036

（公3）原子力防災対策事業分 51,240,790

前受金 664,400

(公1）放射線施設の検査等事業分 604,400

（公2）原子力安全対策事業分 60,000

預り金 13,689,561

源泉所得税 2,586,412

特別徴収住民税 2,937,700

キャンセルによる返還受講料等 2,128,300

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

6,037,149

短期借入金 運転資金として 450,000,000

賞与引当金 53,376,674

役員賞与引当金 2,216,605

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 7,963,920

775,994,195

（固定負債）

リース債務 75,949,570

(公1）放射線施設の検査等事業分 1,265,325

（公2）原子力安全対策事業分 1,264,973

（公3）原子力防災対策事業分 73,419,272

退職給付引当金 従業員の退職金に係る引当金 354,864,100

役員退職慰労 常勤役員の役員退職慰労金に係る引当金 34,475,800

引当金

465,289,470

1,241,283,665

2,099,836,689　　　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


