
第１０

場所・物量等 使用目的等 金　額

（流動資産）

預金 588,692,449

普通預金　　青森銀行六ヶ所支店 運転資金として (576,247,656)

　　　　　　みちのく銀行六ヶ所支店 同　上 (6,405,915)

　　　　　　みちのく銀行六ヶ所支店 同　上 (4,764,405)

決済性預金　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。

(1,274,473)

未収金 11,278,113

六ヶ所村 令和3年度富ノ沢地区農用地候補
植物選定調査業務受託収入

(2,650,000)

同　上
令和3年度市柳沼水質実態調査業
務受託収入

(2,180,000)

同　上
令和3年度田面木沼水浄化試験調
査業務受託収入

(3,460,000)

同　上
令和3年度田面木沼流入水浄化試
験調査業務受託収入

(2,790,000)

㈱原燃環境 令和4年3月分電気料一部負担分 (27,100)

順天堂大学 令和3年度科研費間接経費 (428)

職員 令和4年3月分残業代に係る雇用保
険料(個人負担分)

(2,541)

同　上 令和3年度出張旅費返納分 (1,100)

青森労働局 令和3年度労働保険還付金 (166,944)

未収収益 2,056,419

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。

(879,435)

基本財産基金受取利息
同　上

(1,117,808)

特定資産受取利息
同　上

(59,176)

前払費用 2,448,594

㈱東北企画他　17件 令和4年4月分借上住宅家賃 (1,645,000)

Chubb損害保険㈱ 令和4年度借上住宅に係る火災保険料 (193,125)

三井住友海上火災保険㈱ 令和4年度公用車自動車保険料 (337,906)

全国公益法人協会 令和4年度役員賠償責任保険料 (154,170)

㈱しぐまリース 令和4年度統計解析用コンピュー
ター等再リース料

(29,700)

リコーリース㈱ 令和4年度照射管理･動物管理用コ
ンピューター等再リース料

(88,693)

貯蔵品 37,504,809

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。

(37,225,152)

切手 管理目的業務に使用する切手の在
庫である。

(221,057)

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。

(58,600)

641,980,384

財　産　目　録

令和４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 1,964,661,900

定期預金

青森銀行六ヶ所支店 公益目的保有財産であり運用益を
公益目的事業の財源として使用し
ている。

(5,245,000)

大和ネクスト銀行エビス支店
同　上

(5,660,000)

投資有価証券 第171回利付国庫債券　20年
(大和証券㈱)

公益目的保有財産であり運用益を
公益目的事業の財源として使用し
ている。

(994,556,900)

第173回利付国庫債券　20年
(大和証券㈱) 同　上

(959,200,000)

特定資産 6,922,582,195

退職給付引当資産 532,759,700

定期預金　青森銀行六ヶ所支店 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。

(195,434,700)

第172回利付国庫債券　20年
(大和証券㈱) 同　上

(288,600,000)

第3回ソフトバンクグループ社債　7年
(大和証券㈱) 同　上

(48,725,000)

減価償却引当資産 12,215,000

定期預金　大和ネクスト銀行エビス支店 減価償却費相当額の一部を引当資
産としている。

(12,215,000)

140,007,254

定期預金　大和ネクスト銀行エビス支店 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
立てている資産である。

(43,807,254)

第172回利付国庫債券　20年
(大和証券㈱) 同　上

(96,200,000)

50,714,181

定期預金　青森銀行六ヶ所支店 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
立てている資産である。

(50,714,181)

48,725,000

第3回ソフトバンクグループ社債 7年
(大和証券㈱)

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資
産である。

(48,725,000)

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資
産である。

(75,756,507)

建物 3,507,538,494

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 32,161,791

塀・外灯他 (32,161,791)

什器備品 767,414,025

データ処理装置他 (767,414,025)

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

排出放射性物質影
響調査費引当資産

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資産である。

(2,315,405,398)

同　上
(1,192,133,096)

(1,271,436,000)

同　上
(483,854,243)

公益目的保有財産であり公益目的
事業に使用している資産である。

公益目的保有財産であり公益目的
事業に使用している資産である。

公益目的保有財産であり公益目的
事業に使用している資産である。
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場所・物量等 使用目的等 金　額貸借対照表科目

その他固定資産 33,376,703

建物 357,243

物品保管庫 (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 19,397,475

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資産である。

(17,667,330)

AED装置他 管理目的業務で使用している資産
である。

(1,730,145)

電話加入権 1,126,400

0175-71-1200他　15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 2,185,740

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。

(2,185,740)

敷金 1,898,000

借上住宅　  29戸分 管理目的業務で使用している資産
である。

(1,898,000)

リース資産 8,357,470

パーソナルコンピュータ他　 95台 (8,357,470)

長期前払費用 54,375

令和5年度借上住宅に係る火災保険料 管理目的業務で使用している資産
である。

(54,375)

8,920,620,798

9,562,601,182

（流動負債）

リース債務（短期） 3,243,240

パーソナルコンピュータ他　 95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。

(3,243,240)

未払金 634,827,129

㈱ザックス他　76社 公益目的事業に係る未払金であ
る。

(550,876,587)

青森銀行他　77社 管理目的業務に係る未払金であ
る。

(83,950,542)

未払消費税等 9,135,100

十和田税務署 消費税及び地方消費税の未払分 (9,135,100)

預り金 5,736,951

役職員他 令和4年3月分住民税他 (5,736,951)

賞与引当金 45,008,825

役職員分 役職員の賞与引当金 (45,008,825)

697,951,245

（固定負債）

リース債務（長期） 5,114,230

パーソナルコンピュータ他　 95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。

(5,114,230)

退職給付引当金 535,057,200

職員分 職員の退職金の引当金 (535,057,200)

役員退職慰労引当金 8,742,500

役員分 役員の退職慰労金の引当金 (8,742,500)

548,913,930

1,246,865,175

8,315,736,007

固定資産合計

管理目的業務で使用している資産
である。

管理目的業務で使用している資産
である。

　正味財産

資産合計

流動負債合計

固定負債合計

　負債合計
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