
第１０

場所・物量等 使用目的等 金　額

（流動資産）

預金 685,250,625

普通預金　　青森銀行六ヶ所支店 運転資金として (643,889,638)

　　　　　　みちのく銀行六ヶ所支店 同　上 (41,360,144)

決済性預金　青森銀行六ヶ所支店 同　上 (843)

定期預金 10,149,181

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)

未収会費 2,300,000

㈱ザックス他　8社 23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。

(2,300,000)

未収金 7,506,699
国立研究開発法人　日本原子力研究開発機構 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。
(7,184,584)

㈱原燃環境 公益目的事業の財源として使用す
る資産である。

(20,749)

職員 管理目的業務の財源として使用す
る資産である。

(16,512)

青森労働局
同　上

(179,854)

借上住宅家主
同　上

(105,000)

未収収益 1,227,385

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。

(586,290)

基本財産基金受取利息
同　上

(641,095)

前払費用 2,812,692

㈱東北企画他　16件 H29.4月分借上住宅家賃 (1,776,000)

Chubb損害保険㈱ H29年度借上住宅に係る火災保険料 (83,750)

三井住友海上火災保険㈱ H29年度公用車自動車保険料 (445,499)

　　　　　〃 H29年度施設賠償責任保険料 (266,590)

　　　　　〃 H29年度研究対象者賠償責任保険 (8,365)

NECﾌｨｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ㈱ H29年度ExpressSupportPack G3 (10,206)

NEC㈱ H29年度PPSupportPack (23,641)

全国公益法人協会 H29年度役員賠償責任保険料 (198,641)

貯蔵品 30,528,282

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。

(30,146,135)

切手 管理目的業務に使用する切手の在
庫である。

(57,347)

収入印紙 管理目的業務に使用する収入印紙
の在庫である。

(324,800)

739,774,864

財　産　目　録

平成２９年３月３１日現在
(単位：円）

貸借対照表科目

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

定期預金 56,528,290

青森銀行六ヶ所支店 公益目的保有財産である。 (1,760,000)

みちのく銀行六ヶ所支店 同　上 (54,768,290)

投資有価証券 2,010,454,202

第157回利付国庫債券 20年
（野村證券㈱）

公益目的保有財産である。 (974,204,202)

第339回利付国庫債券 10年
（SMBC日興証券㈱） 同　上

(516,400,000)

第335回利付国庫債券 10年
（SMBC日興証券㈱） 同　上

(519,850,000)

特定資産

退職給付引当資産 513,632,600

定期預金　青森銀行六ヶ所支店 公益目的事業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。

(300,000,000)

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。

(213,632,600)

減価償却引当資産 10,673,000

定期預金　みちのく銀行六ヶ所支店 減価償却費相当額の一部を引当資
産としている。

(10,673,000)

155,110,561

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将来の公
益目的事業費に充当するために積
み立てている。

(155,110,561)

50,000,000

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。

(50,000,000)

75,756,507

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。

(75,756,507)

建物 4,322,665,787

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 62,831,959

塀・外灯他 同　上 (62,831,959)

什器備品 1,008,370,083

データ処理装置他 同　上 (1,008,370,083)

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

公益目的事業費
引当資産

基本財産利息収入
引当資産

基本財産基金利息
収入引当資産

公益目的保有財産であり公益目的
事業に使用している。

(2,652,271,684)

同　上
(1,670,394,103)

同　上
(1,271,436,000)

同　上
(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

ソフトウェア 2,340,706

画面開発ソフト　iFIX 5.5 I/O他 公益目的保有財産であり公益目的
事業に使用している。

(2,340,706)

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 13,641,379

超音波発生機他 公益目的保有財産であり公益目的
事業に使用している。

(12,058,077)

AED装置他 管理目的業務で使用している資産
である。

(1,583,302)

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 5,254,443

PGI Fortran/C/C++ workstation他 公益目的保有財産であり公益目的
事業に使用している。

(1,853,797)

予算執行・会計基本システム2011他 管理目的業務で使用している資産
である。

(3,400,646)

敷金 1,859,000

借上住宅　31戸分 管理目的業務で使用している資産
である。

(1,859,000)

リース資産 4,239,174

パーソナルコンピュータ他　66台 同　上 (4,239,174)

長期前払費用 13,125

Chubb損害保険㈱ H30年度借上住宅に係る火災保険料 (13,125)

10,050,144,702

10,789,919,566

（流動負債）

リース債務（短期） 2,114,892

パーソナルコンピュータ他　66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１年未満
のリース債務である。

(2,114,892)

未払金 638,480,292

㈱ザックス他　131社 公益目的事業及び管理目的業務に
係る未払金である。

(638,480,292)

未払消費税等 14,649,700

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。

(14,649,700)

預り金 4,274,535

役職員他 H29.3月分住民税他 (4,274,535)

賞与引当金 48,142,366

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。

(48,142,366)

707,661,785

固定資産合計

資産合計

流動負債合計
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場所・物量等 使用目的等 金　額貸借対照表科目

（固定負債）

リース債務（長期） 2,216,052

パーソナルコンピュータ他　42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１年以上
のリース債務である。

(2,216,052)

退職給付引当金 499,226,500

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。

(499,226,500)

役員退職慰労引当金 14,406,100

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慰労金の
引当金である。

(14,406,100)

515,848,652

1,223,510,437

9,566,409,129　正味財産

固定負債合計

　負債合計
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