
（単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金額

（流動資産）

現金預金 ( 160,885,307 )

現金 運転資金として 44,209

普通預金 運転資金として

・三菱ＵＦＪ銀行本店 125,664,258

・三菱ＵＦＪ銀行春日町支店 1,089,045

・みずほ銀行本郷支店 12,871,716

・三井住友銀行白山支店 4,090,685

・北陸銀行白山支店 15,386,026

・青森銀行六ヶ所支店 191,142

・富山第一銀行大阪支店 232,915

・ゆうちょ銀行振替口座 1,315,311

未収金 原子力規制庁 他 公益目的事業に係る未収金 ( 1,062,277,151 )

（公1）放射線施設の検査等事業 10,271,143

（公2）原子力安全対策事業 178,767,497

（公3）原子力防災対策事業 873,238,511

未収消費税等 小石川税務署 管理業務に係る未収金 ( 19,959,900 )

前払金 東京都労働保険協会 他 当期中に支出した翌年度分の費用 ( 2,561,169 )

（公2）原子力安全対策事業 1,643,717

管理業務 917,452

貯蔵品 書籍合計2,892冊 出版事業用頒布出版物の期末在庫等 ( 2,940,171 )

（公2）原子力安全対策事業

1,248,623,698

（固定資産）

基本財産 ( 527,923,271 )

投資有価証券 利付国債（第328回他） 運用益は管理業務の財源に充当 515,782,116

定期預金 三菱ＵＦＪ銀行本店 12,141,155

特定資産 ( 44,197,030,193 )

土地 原子力防災研究プラザ敷地 6710㎡ ( 129,262,071 )

青森県六ヶ所村大字尾駮字野附1-67

建物 原子力防災研究プラザ建物 ( 756,196,881 )

RC地上2階建 約4,610㎡

青森県六ヶ所村大字尾駮字野附1-67 　　　　　（共用財産）

　　　　　公益目的保有財産

建物附属設備 原子力防災研究プラザ建物附属設備 　　　　　 （公3）原子力防災対策事業　 99.02%、 ( 402,751,978 )

RC地上2階建 約4,610㎡ 　　　　　管理業務　 0.98%

青森県六ヶ所村大字尾駮字野附1-67

構築物 原子力防災研究プラザ構築物 ( 40,458,834 )

舗装工事他

青森県六ヶ所村大字尾駮字野附1-67

工具器具備品 公益目的保有財産 ( 1,026,819 )

白山本部 事業用測定器 （公2）原子力安全対策事業 1

防災技術センター 事務机・椅子、書棚他 （公3）原子力防災対策事業 1,026,818

財　　産　　目　　録

流動資産合計

貸借対照表科目

令和３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

退職給付引当資産 ( 230,340,110 )

普通預金 退職金の支払い資金として

・三菱ＵＦＪ銀行本店 2,193,170

定期預金 退職金の支払い資金として

・三菱ＵＦＪ銀行本店 88,146,940

・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

廃炉・汚染水 普通預金 廃炉・汚染水対策事業費補助金 （ 42,636,993,500 ）

対策基金 ・三井住友銀行白山支店

　その他 （ 116,059,723 ）

　固定資産 建物 資機材倉庫 公益目的保有財産 （ 1,140,348 ）

軽量鉄骨造平屋46.37㎡ （公3）原子力防災対策事業

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 （ 12,928,446 ）

公益目的保有財産（各事業分） 36.24% 4,685,666

管理業務　 63.76% 8,242,780

リース資産 ＯＡ機器 公益目的保有財産 （ 69,401,737 ）

事業用サーバー、ネットワーク機器等 （公1）放射線施設の検査等事業 　0.53% 368,975

（公2）原子力安全対策事業 　9.58% 6,646,957

（公3）原子力防災対策事業　 88.95% 61,735,401

管理業務　 0.94% 650,404

敷金 白山本部及び西日本事務所等の敷金 共用財産 （ 32,589,192 ）

公益目的保有財産（各事業分）　51.95% 16,929,588

管理業務　 48.05% 15,659,604

44,841,013,187

　　　資産合計 46,089,636,885

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 （ 600,114,509 ）

株式会社ユアテック　他 （公1）放射線施設の検査等事業 14,597,895

（公2）原子力安全対策事業 162,584,085

（公3）原子力防災対策事業 397,477,510

管理業務 25,455,019

リース債務 （ 30,850,707 ）

東京センチュリーリース株式会社　他 （公1）放射線施設の検査等事業 71,465

（公2）原子力安全対策事業 2,577,447

（公3）原子力防災対策事業 28,075,821

管理業務 125,974

前受金 （ 2,329,996 ）

翌年度研修受講料等前受金 （公1）放射線施設の検査等事業 2,309,996

（共通）賛助会員受取会費 20,000

預り金 （ 14,540,967 ）

源泉所得税 他 源泉所得税 2,770,740

特別徴収住民税 2,271,400

受託事業返還分等 9,498,827

短期借入金 みずほ銀行本郷支店 他 運転資金として （ 30,000,000 ）

賞与引当金 職員に対するもの （ 38,437,206 ）

役員賞与引当金 常勤役員に対するもの （ 3,676,611 ）

719,949,996

（固定負債）

リース債務 （ 39,156,387 ）

東京センチュリーリース株式会社　他 （公1）放射線施設の検査等事業 301,323

（公2）原子力安全対策事業 4,151,479

（公3）原子力防災対策事業 34,172,432

管理業務 531,153

退職給付引当金 職員に対するもの 職員の退職金に係る引当金 （ 329,057,300 ）

役員退職慰労 常勤役員に対するもの 常勤役員の役員退職慰労金に係る引当金 （ 19,626,100 ）

引当金

廃炉・汚染水対策 廃炉・汚染水対策事業をするための基金 （ 42,636,993,500 ）

事業預り補助金

43,024,833,287

43,744,783,283

2,344,853,602

　　　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常勤役
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


