
（東京本部） （単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金　　額

（流動資産）

現金預金

現金 手許保管 運転資金として 29,955 

普通預金 三井住友銀行 東京公務部 運転資金として 726,629,180 

三菱ＵＦＪ銀行上野中央支店 運転資金として 93,714,153 

ゆうちょ銀行 運転資金として 2,400 

未収入金 原子力規制庁　他 公益目的事業に供する未収金 13,447,246 

前 払 金 文部科学省大臣官房　他 公益目的事業の保険料等の前払金 15,938,147 

立 替 金 (有)三光社(吉岡興一)　他 職員の住宅入退居時等の一時的な立替金 462,654 

貯 蔵 品 IAEA保障措置用語集　他 公益目的事業に使用する出版物の在庫で 1,880,718 

ある

流動資産合計 852,104,453 

（固定資産）

基本財産 有価証券 公益目的事業財産であり､運用益を公益目 30,000,000 

野村證券㈱渋谷支店 的事業の財源として使用している

特定資産

退職給付引当資産 定期預金 役職員退職給付引当金見合の引当資産とし 150,000,000 

三井住友銀行 て管理している

普通預金 役職員退職給付引当金見合の引当資産とし 153,106,643 

三井住友銀行 て管理している

有価証券 役職員退職給付引当金見合の引当資産とし 471,054,991 

野村證券㈱渋谷支店 他 て管理している

工具･器具･備品 保障措置関連機器等 公益目的事業に使用している機器である 1,530,149 

リース資産 保障措置関連機器等 公益目的事業に使用している機器である 430,535,194 

ソフトウェア 保障措置関連システム等 公益目的事業に使用しているソフトウエア 8,579,849 

である

その他の固定資産

敷金・保証金 本部ビル及び借上住宅敷金 （共用財産） 15,103,400 

うち公益目的保有財産 97％ 14,650,298 

うち管理目的財源として使用する財産 3％ 453,102 

電話加入権 NTT電話回線25本 （共用財産） 1,765,257 

うち公益目的保有財産 96％ 1,694,647 

うち管理目的財源として使用する財産 4％ 70,610 

工具･器具･備品 保障措置関連機器等 （共用財産） 5,879,140 

うち公益目的保有財産 98％ 5,739,344 

うち管理目的財源として使用する財産 2％  139,796 

リース資産 保障措置情報処理計算機等 公益目的事業に使用している機器である 113,531,437 

ソフトウェア 保障措置関連システム等 公益目的事業に使用しているソフトウエア 251,585 

である

その他投資有価証券 有価証券 公益目的事業財産であり､運用益を公益目 252,741 

野村證券㈱渋谷支店 的事業の財源として使用している

破産更生債権 有限会社　ブックマン 公益目的事業に供する未収金のうち 5,502 

回収可能性が低い債権

貸倒引当金 有限会社　ブックマン 債権の貸し倒れによる損失に備えた △ 5,502

回収不能見込額

固定資産合計 1,381,590,386 

　資産合計 2,233,694,839 

（流動負債）

未 払 金 原子力規制委員会 原子力規制庁　他 公益目的事業に供する未払い金 668,988,421 

未 払 消 費 税 等 東京上野税務署 公益目的事業に供する消費税未払い金 5,803,000 

未 払 法 人 税 等 東海村役場　他 公益目的事業に供する法人税未払い金 82,000 

預 り 金 住民税預り　他 公益目的事業に従事する役職員の住民税等 5,314,962 

の預かりである

リース債務 保障措置情報処理計算機等 公益目的事業の業務に使用する機器の債務 163,153,047 

である

流動負債合計 843,341,430 

（固定負債）

退職給付引当金 役職員退職給付引当金 役職員退職給付金の引当金である 774,161,634 

リース債務 保障措置情報処理計算機等 公益目的事業の業務に使用する機器の債務 382,216,061 

である

固定負債合計 1,156,377,695 

　負債合計 1,999,719,125 

　正味財産 233,975,714 

平成31年度　　財  　産  　目 　 録
令和2年3月31日現在

貸借対照表科目



（東海保障措置センター） （単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金　　額

（流動資産）

0 

流動資産合計 0 

（固定資産）

特定資産

工具･器具･備品 保障措置関連機器等 公益目的事業に使用している機器である 185,543,446 

リース資産 保障措置関連機器等 公益目的事業に使用している機器である 18,000,776 

ソフトウェア 保障措置関連システム等 公益目的事業に使用しているソフトウエア 37,521,080 

である

その他の固定資産

工具･器具･備品 保障措置関連機器等 公益目的事業の業務に使用する機器である 7,299,972 

固定資産合計 248,365,274 

　資産合計 248,365,274 

（流動負債）

リース債務 保障措置関連機器等 公益目的事業の業務に使用する機器の債務 5,170,757 

である

流動負債合計 5,170,757 

（固定負債）

リース債務 保障措置関連機器等 公益目的事業の業務に使用する機器の債務 12,934,836 

である

固定負債合計 12,934,836 

　負債合計 18,105,593 

　正味財産 230,259,681 

（六ヶ所保障措置センター） （単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金　　額

（流動資産）

0 

流動資産合計 0 

（固定資産）

特定資産

工具･器具･備品 保障措置関連機器等 公益目的事業に使用している機器である 267,000,586 

リース資産 保障措置関連機器等 公益目的事業に使用している機器である 131,425,735 

ソフトウェア 保障措置関連システム等 公益目的事業に使用しているソフトウエア 2,915,000 

である

その他の固定資産

工具･器具･備品 保障措置関連機器等 公益目的事業の業務に使用する機器である 8,299,023 

固定資産合計 409,640,344 

　資産合計 409,640,344 

（流動負債）

リース債務 保障措置関連機器等 公益目的事業の業務に使用する機器の債務 34,734,276 

である

流動負債合計 34,734,276 

（固定負債）

リース債務 保障措置関連機器等 公益目的事業の業務に使用する機器の債務 97,378,143 

である

固定負債合計 97,378,143 

　負債合計 132,112,419 

　正味財産 277,527,925 

平成31年度　　財  　産  　目 　 録
令和2年3月31日現在

貸借対照表科目

平成31年度　　財  　産  　目 　 録
令和2年3月31日現在

貸借対照表科目


	理事会資料1　事業報告書財務諸表等（案）.pdf
	理事会1号議案資料　平成25年度事業報告書財務諸表等（表紙）ｒ26.6.5.pdf
	資料1　Ｈ25事業報告及び財務諸表等について（案）.pdf
	事業報告財務諸表等.pdf
	理事会1号議案資料（表紙）1-4.pdf
	平成25年度事業報告_理事会_.pdf
	理事会1号議案資料（表紙）5-6.pdf
	②H25財務諸表.pdf

	（手持ち）H25事業報告書（事業計画書との比較表）.pdf
	（手持ち）H25収支計算書（差額説明追加版）（色なし）.pdf
	（手持ち）収支計算書（参考）.pdf
	理事会1号議案資料　（幹部会議資料用）平成25年度収支計算書_案_（表紙）.pdf
	③H25収支計算書.pdf

	H25事業報告財務諸表等（パワポ）.pdf


	24-20zaaisanmokuroku.pdf
	H24財務諸表 10.pdf
	H24財務諸表 11.pdf
	23-19zaisanmokuroku.pdf
	H23財務諸表r24.5.28.pdf
	【印刷用1】H23貸借対照表
	【印刷用2】H23正味財産増減計算書
	【印刷用3】H23財務諸表に対する注記
	【印刷用4】H23財産目録
	【印刷用5】H23キャッシュ・フロー計算書
	【印刷用6】収支計算書
	【印刷用7】H23収支計算書の注記

	H22zaisan_mokuroku.pdf
	18-21財産目録
	H22財産目録



	
	☆財務諸表一
	独立監査人の監査報告書
	SCAN0418
	SCAN0417



	
	☆
	１１．監査報告（及び会計監査報告）【仮】
	H30年度 独立監査人の監査報告書
	SCAN1113
	SCAN1114
	SCAN1115

	監事報告書



	
	☆
	貸借対照表
	
	正味財産増減計算書

	
	31財産目録 (拠点別)


	★
	【参考】
	正味財産増減計算書


	会計士・監事監査報告
	貸借対照表
	
	正味財産増減計算書

	
	31財産目録 (拠点別)

	平成
	20200526084328598_0001
	20200526084349413_0001
	20200526084405241_0001
	20200526084417604_0001






