
（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 11,436 

普通預金 三井住友銀行 東京公務部 運転資金として 696,860,341 

三菱ＵＦＪ銀行上野中央支店 運転資金として 10,662,719 

ゆうちょ銀行 運転資金として 0 

未収入金 原子力規制庁　他 公益目的事業に供する未収金 13,544,831 

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 18,659,187 

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 338,500 

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 1,477,954 

ある

流動資産合計 741,554,968 

（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 188,574,021 

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 520,383,879 

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 149,755 

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 326,692,393 

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 6,305,301 

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） 15,643,000 

うち公益目的保有財産 97％ 15,173,710 

うち管理目的財源として使用する財産 3％ 469,290 

電話加入権 NTT電話回線4本 （共用財産） 255,200 

うち公益目的保有財産 96％ 244,992 

うち管理目的財源として使用する財産 4％ 10,208 

工具･器具･備品 保障措置関連機器等 （共用財産） 4,913,834 

うち公益目的保有財産 98％ 4,797,979 

うち管理目的財源として使用する財産 2％  115,855 

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 70,356,611 

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 199,533 

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 234,735 

野村證券㈱渋谷支店 的事業の財源として使用している

固定資産合計 1,313,708,262 

　　資産合計 2,055,263,230 

（流動負債）

未 払 金 日本原燃(株) 他 公益目的事業に供する未払い金 578,612,069 

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 8,289,000 

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 4,565,280 

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 138,240,731 

である

流動負債合計 729,789,080 

（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 858,957,900 

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 260,820,343 

である

固定負債合計 1,119,778,243 

　　負債合計 1,849,567,323 

　　正味財産 205,695,907 

令和2年度　　財  　産  　目 　 録
令和3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 155,563,672 

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 12,836,995 

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 23,540,647 

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 5,381,691 

固定資産合計 197,323,005 

　　資産合計 197,323,005 

（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 3,948,840 

である

流動負債合計 3,948,840 

（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 9,056,213 

である

固定負債合計 9,056,213 

　　負債合計 13,005,053 

　　正味財産 184,317,952 

（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 283,507,816 

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 117,277,337 

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 0 

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 6,480,921 

固定資産合計 407,266,074 

　　資産合計 407,266,074 

（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 38,007,946 

である

流動負債合計 38,007,946 

（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 80,112,464 

である

固定負債合計 80,112,464 

　　負債合計 118,120,410 

　　正味財産 289,145,664 

令和2年度　　財  　産  　目 　 録
令和3年3月31日現在

貸借対照表科目

令和2年度　　財  　産  　目 　 録
令和3年3月31日現在

貸借対照表科目
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