
第１０

場所・物量等 使用目的等 金　額

（流動資産）

預金 131,746,451

普通預金　　青森銀行六ヶ所支店 運転資金として (99,474,232)

　　　　　　　みちのく銀行六ヶ所支店 同　上 (32,271,376)

決済性預金　青森銀行六ヶ所支店 同　上 (843)

定期預金 14,495,068

定期預金　　青森銀行六ヶ所支店 公益目的事業の財源として使用する資産で
ある。 (10,149,181)

　　　　　　　みちのく銀行六ヶ所支店
同　上 (4,345,887)

未収会費 600,000

富士電機㈱他3社　6口分 公益目的事業及び管理目的業務の財源とし
て使用する資産である。

(600,000)

未収金 734,873,103

青森県 公益目的事業及び管理目的業務の財源とし
て使用する資産である。

(722,188,764)

(独)日本原子力研究開発機構
同　上

(3,766,248)

(公財)原子力安全研究協会
同　上

(4,180,000)

国立遺伝学研究所
同　上

(4,413,929)

㈱原燃環境
同　上

(24,555)

職員 管理目的業務の財源として使用する資産で
ある。

(4,043)

青森労働局
同　上

(295,564)

未収収益 1,764,223

基本財産受取利息 公益目的事業の財源として使用する資産で
ある。

(1,172,582)

基本財産基金受取利息 公益目的事業の財源として使用する資産で
ある。

(144,519)

特定資産受取利息 公益目的事業の財源として使用する資産で
ある。

(447,122)

前払金 200,479

霞が関国際特許事務所 特許申請に係る費用 (200,479)

前払費用 6,513,298

㈱東北企画他16件 H26.4月分借上住宅家賃 (2,014,000)

日本興亜損害保険㈱ H26年度火災保険料 (3,314,940)

㈲ｴｲﾁｱｲ･ｲﾝｼｭｱﾗﾝｽ2000 H26年度借上住宅に係る火災保険料 (262,500)

三井住友海上火災㈱ H26年度公用車自動車保険料 (425,952)

NECﾌｨｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ㈱ H26年度ExpressSupportPack G3 (11,133)

NEC㈱ H26年度PPSupportPack (25,792)

全国公益法人協会 役員賠償責任保険料 (178,291)

あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 施設賠償責任保険料 (280,690)

貯蔵品 36,191,330

放射線滅菌飼料他 公益目的事業に使用する消耗品の在庫であ
る。

(36,191,330)

926,383,952

貸借対照表科目

財　産　目　録
平成２６年３月３１日現在

(単位：円）

流動資産合計
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場所・物量等 使用目的等 金　額貸借対照表科目

（固定資産）

基本財産

投資有価証券 2,049,414,180

第89回利付国庫債券 5年（青森銀行） 公益目的保有財産であり、運用益を公益目
的事業の共通の財源としている。

(549,197,224)

第89回利付国庫債券 5年（みちのく銀行）
同　上

(500,179,622)

第88回利付国庫債券 5年（青森銀行）
同　上

(500,024,197)

第319回利付国庫債券 5年（SMBC日興証券）
同　上

(500,013,137)

特定資産

退職給付引当資産 432,723,800

定期預金　　みちのく銀行六ヶ所支店 公益目的事業及び管理目的業務に従事して
いる役職員の役員退職慰労引当金及び退職
給付引当金相当額を引当資産としている。

(132,741,169)

投資有価証券　野村證券
（第97回利付国庫債券 5年） 同　上

(299,982,631)

減価償却引当資産 9,690,000

定期預金　　青森銀行六ヶ所支店 減価償却費の相当額の一部を引当資産とし
ている。

(9,690,000)

基本財産利息収入引当資産 66,190,474

定期預金　　みちのく銀行六ヶ所支店 公益目的保有財産であり、基本財産の運用
益相当額を積立てている。

(16,146,850)

投資有価証券　野村證券
（第97回利付国庫債券 5年） 同　上

(50,043,624)

基本財産基金利息収入引当資産 75,800,131

定期預金　　青森銀行六ヶ所支店 公益目的保有財産であり、基本財産の運用
益相当額を積立てている。

(25,756,507)

投資有価証券　野村證券
（第97回利付国庫債券 5年） 同　上

(50,043,624)

建物 4,894,919,257

本館 2,853.48㎡他

青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字家ノ前1-7

先端分子生物科学研究センター　7,000.69㎡

青森県上北郡六ヶ所村大字鷹架字発茶沢2-121

構築物 113,981,083

塀・外灯他 同　上 (113,981,083)

什器備品 799,174,927

データ処理装置他 同　上 (799,174,927)

土地 1,755,290,243

77,373㎡

青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字家ノ前1-7

32,467㎡

青森県上北郡六ヶ所村大字鷹架字発茶沢2-121

その他固定資産

建物 357,243

物品保管庫 管理目的業務で使用している資産である。 (357,243)

青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字家ノ前1-7

什器備品 3,574,341

超音波発生機他 公益目的保有財産であり、公益目的事業
(調査研究事業)に使用している資産であ
る。

(982,853)

AED装置　2台他 管理目的業務で使用している資産である。 (2,591,488)

同　上

同　上

(2,848,754,447)

(2,046,164,810)

公益目的保有財産であり、公益目的事業
(調査研究事業)に使用している資産であ
る。

同　上

(1,271,436,000)

(483,854,243)
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場所・物量等 使用目的等 金　額貸借対照表科目

電話加入権 1,126,400

16回線 管理目的業務で使用している資産である。 (1,126,400)

ソフトウェア 9,137,967

Prism6日本語版他 公益目的保有財産であり、公益目的事業
(調査研究事業)に使用している資産であ
る。

(815,114)

PCA公益法人会計他 管理目的業務で使用している資産である。 (8,322,853)

敷金 2,081,000

借上住宅35戸分 管理目的業務で使用している資産である。 (2,081,000)

リース資産 3,762,570

パーソナルコンピュータ等　24台 同　上 (3,762,570)

長期前払費用 179,572

NECﾌｨｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ㈱ H27～H28年度ExpressSupportPack G3 (32,472)

NEC㈱ H27～H28年度年度PPSupportPack (75,225)

㈲ｴｲﾁｱｲ･ｲﾝｼｭｱﾗﾝｽ2000 H27年度借上住宅に係る火災保険料 (71,875)

10,217,403,188

11,143,787,140

（流動負債）

リース債務（短期） 1,101,240

パーソナルコンピュータ等　24台 管理目的業務で使用しているパーソナルコ
ンピュータ等のH26年度支払予定のリース
債務である。

(1,101,240)

未払金 861,929,155

㈱ザックス他120社 公益目的事業及び管理目的業務に係る未払
金である。

(861,929,155)

未払消費税等 7,976,800

十和田税務署 管理目的業務に係る消費税の未払分であ
る。

(7,976,800)

前受金 8,390

㈲ｴｲﾁｱｲ･ｲﾝｼｭｱﾗﾝｽ2000 借上住宅解約に伴う火災保険料戻入分 (8,390)

預り金 4,296,640

役職員他 H26.3月分住民税他 (4,296,640)

賞与引当金 43,903,881

役職員分 公益目的事業及び管理目的業務に従事して
いる役職員の賞与の引当金である。

(43,903,881)

919,216,106

（固定負債）

リース債務（長期） 2,753,100

パーソナルコンピュータ等　24台 管理目的業務で使用しているパーソナルコ
ンピュータ等のH27年度以降のリース債務
である。

(2,753,100)

役員退職慰労引当金 17,255,500

役員分 公益目的事業及び管理目的業務に従事して
いる役員の退職金の引当金である。

(17,255,500)

退職給付引当金 415,468,300

職員分 公益目的事業及び管理目的業務に従事して
いる職員の退職金の引当金である。

(415,468,300)

435,476,900

1,354,693,006

9,789,094,134　正味財産

流動負債合計

　負債合計

固定負債合計

資産合計

固定資産合計
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