
（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 6,121 

普通預金 三井住友銀行 東京公務部 運転資金として 652,678,972 

三菱ＵＦＪ銀行上野中央支店 運転資金として 94,454,621 

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 39,190,138 

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 17,809,859 

立 替 金 （株）三光社(吉岡哲司)　他 職員の住宅入退居時等の一時的な立替金 182,500 

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 1,339,260 

ある

流動資産合計 805,661,471 

（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 258,294,939 

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 520,191,761 

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 9,220,680 

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 289,128,853 

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 4,192,753 

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） 15,229,000 

うち公益目的保有財産 97％ 14,772,130 

うち管理目的財源として使用する財産 3％ 456,870 

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） 4,372,047 

うち公益目的保有財産 98％ 4,268,939 

うち管理目的財源として使用する財産 2％  103,108 

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 247,279,080 

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 147,481 

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 216,728 

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 1,528,528,522 

　資産合計 2,334,189,993 

（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 627,184,814 

未 払 消 費 税 等 0 

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 4,950,393 

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 187,055,838 

である

流動負債合計 819,273,045 

（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 928,486,700 

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 354,954,960 

である

固定負債合計 1,283,441,660 

　負債合計 2,102,714,705 

　正味財産 231,475,288 

令和3年度　　財  　産  　目 　 録
令和4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 147,770,987 

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 14,993,774 

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 17,542,480 

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 4,189,934 

固定資産合計 184,497,175 

　資産合計 184,497,175 

（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 5,378,675 

である

流動負債合計 5,378,675 

（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 9,993,902 

である

固定負債合計 9,993,902 

　負債合計 15,372,577 

　正味財産 169,124,598 

（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 229,900,709 

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 114,289,040 

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 2,265,010 

である

ソフトウェア仮勘定 保障措置関連システム等 公益目的事業に使用予定のソフトウエア 13,200,000 

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 4,701,357 

固定資産合計 364,356,116 

　資産合計 364,356,116 

（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 39,019,652 

である

流動負債合計 39,019,652 

（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 76,154,821 

である

固定負債合計 76,154,821 

　負債合計 115,174,473 

　正味財産 249,181,643 

令和3年度　　財  　産  　目 　 録
令和4年3月31日現在

貸借対照表科目

令和3年度　　財  　産  　目 　 録
令和4年3月31日現在

貸借対照表科目
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