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Ⅱ 平成２４年度決算の状況

１ 電気事業

発電所の実績供給電力量は、平成23年7月に営業運転を開始した新利南発電所までの34発電所で年

間880,772,079ｋＷｈとなり、前年度に比べて9.6％の減となりました。また、目標供給電力量923,123,100k

Ｗhに対しては、95.4％の供給率となりました。

当年度における収益は、販売電力料6,294,611,648円のほか、受取利息、雑収益等を合わせて総額

6,417,217,482円を計上することができました。

費用は、維持管理費4,142,870,779円、減価償却費1,461,507,755円のほか、支払利息、雑損失を合わ

せて総額5,757,995,083円となりました。

この結果、電気事業にかかる当年度純利益は、659,222,399円を計上することができました。

なお、当年度決算の状況は、第１表及び第２表のとおりです。

２ 工業用水道事業

渋川工業用水道の給水状況は、給水実績が年間29,783,654m３で前年度に比べて0.6%の減となりまし

た。年間給水計画41,434,800m３に対しては71.9%の給水率で、前年度に比べて0.2ポイント低くなりました。

東毛工業用水道の給水状況は、給水実績が年間17,699,274m３で前年度に比べて14.7%の減となりました。

年間給水計画34,967,205m３に対しては50.6%の給水率で、前年度に比べて1.4ポイント低くなりました。

当年度における収益は、給水収益1,737,083,807円のほか、受取利息、雑収益、特別利益等を合わせ

て総額1,906,857,872円を計上することができました。

費用は、維持管理費623,770,785円、減価償却費722,298,203円のほか、支払利息、雑支出等を合わせ

て総額1,609,708,221円となりました。

この結果、工業用水道事業にかかる当年度純利益は、297,149,651円を計上することができました。

なお、当年度決算の状況は、第３表及び第４表のとおりです。

３ 水道事業

県央第一水道の供給状況は、給水実績が年間45,046,618m３で前年度に比べて0.3%の減となり、年間

給水計画45,066,550m３に対しては、100.0%の給水率でした。

新田山田水道の供給状況は、給水実績が年間8,019,628m３で前年度に比べて0.1%の減となり、年間給

水計画8,424,930m３に対しては、95.2%の給水率でした。

東部地域水道の供給状況は、給水実績が年間9,172,450m３で前年度に比べて0.3%の減となり、年間給

水計画9,172,450m３に対しては、100.0%の給水率でした。

県央第二水道の供給状況は、給水実績が年間18,915,771m３で前年度に比べて4.6%の減となり、年間

給水計画19,628,605m３に対しては、96.4%の給水率でした。

当年度における収益は、給水収益6,323,377,248円のほか、受取利息等を合わせて総額6,447,437,341

円を計上することができました。

費用は、維持管理費2,299,229,481円、減価償却費2,592,403,166円のほか、支払利息等を合わせて総

額5,545,228,751円となりました。

この結果、水道事業にかかる当年度純利益は、902,208,590円を計上することができました。

なお、当年度決算の状況は、第５表及び第６表のとおりです。

４ 団地造成事業

（１） 土地造成事業は、沼田沼須産業団地、明和第三工業団地等及びふれあいタウンちよだの住宅用地並

びに近隣商業用地を分譲しました。
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当年度における収益は、分譲代金4,287,215,336円、定期借地代金24,867,579円、雑収益等

51,781 ,309円のほか、原価見返勘定の精算及び価格調整引当金の取り崩しによる特別利益

2,704,100,688円を合わせて総額7,067,964,912円を計上することができました。

費用は、分譲代金を収納した土地に対応する造成原価4,449,227,443円、団地資産管理費、支払利息

等220,105,518円のほか、価格調整引当金への引き当て及び資産の修正による特別損失1,969,325,872

円を合わせて総額6,638,658,833円となりました。

この結果、土地造成事業にかかる当年度純利益は、429,306,079円となりました。

（２） ニュータウン建設事業は、一般宅地及び事業者宅地の分譲並びに商業用地の賃貸をしました。

当年度における収益は、分譲代金230,316,064円、定期借地代金3,201,600円のほか、雑収益を合わ

せて総額233,840,473円を計上することができました。

費用は、土地売却費用851,526,360円のほか、団地資産管理費を合わせて総額939,757,074円となりま

した。

この結果、ニュータウン建設事業にかかる当年度純損失は、705,916,601円となりました。

（３） 格納庫事業は、群馬ヘリポート敷地内に建設した格納庫を賃貸したものです。

当年度における収益は、賃貸料36,020,314円を計上することができました。

費用は、管理費、支払利息を合わせて総額21,048,974円となりました。

この結果、格納庫事業にかかる当年度純利益は、14,971,340円となりました。

（４） 賃貸ビル事業は、前橋市大渡町地内に建設した群馬県公社総合ビルを賃貸したものです。

当年度における収益は、賃貸料146,199,554円、雑収益等23,606,606円を合わせて総額169,806,160

円を計上することができました。

費用は、委託料59,480,000円、減価償却費54,442,186円等を合わせて総額171,781,246円となりました。

この結果、賃貸ビル事業にかかる当年度純損失は、1,975,086円となりました。

（５） ゴルフ場事業は、平成18年度から指定管理者制度を導入しています。

当年度における収益は、使用収益720,000,000円、受取利息等511,695円のほか東京電力（株）への損

害賠償請求に係る和解金による特別利益4,364,386円を合わせて総額724,876,081円を計上することがで

きました。

費用は、賃借料201,732,647円、減価償却費100,643,244円、支払利息4,897,002円等を合わせて総額

461,261,813円となりました。

この結果、ゴルフ場事業にかかる当年度純利益は、263,614,268円となりました。

なお、当年度決算の状況は、第７表及び第８表のとおりです。

５ 駐車場事業

ウエストパーク1000の駐車台数は年間292,163台で、駐車料金は97,138,799円となり、前年度に比べて

17.1%の減となりました。

当年度における収益は、駐車場利用料金97,138,799円のほか、受取利息、雑収益等を合わせて総額

102,778,552円を計上することができました。

費用は、管理費のほか、財団法人高崎市都市整備公社への管理委託料、減価償却費、支払利息等を

合わせて総額102,778,552円となり、この結果、駐車場事業にかかる当年度純損益は、０円となりました。

なお、当年度の決算の状況は、第９表及び第１０表のとおりです。



第１表　平成24年度群馬県電気事業貸借対照表
（平成25年3月31日現在）

（単位　円）
     　  　資  　  産 　   の　　 部     　　 負　債　及　び　資　本　の　部

科　　　　目 金　　　　額 科　　　　目 金　　　　額

１　固　定　資　産 42,372,764,617 ３　固　定　負　債 2,574,936,309

 (1)　電気事業固定資産     　　 29,778,083,174  (1)　引　当　金 2,574,936,309

電気事業固定資産 77,806,945,619

減価償却累計額 48,028,862,445 ４　流　動　負　債 704,915,559

 (2)　事業外固定資産 2,073,859,507  (1)  未　払　金 184,758,996

事業外固定資産 2,441,249,406  (2)  未 払 費 用 506,507,686

減価償却累計額 367,389,899  (3)  預　り　金 13,648,877

 (3)　固定資産仮勘定 1,122,666,087

 (4)　投　　　　　資 9,398,155,849

負債合計 3,279,851,868

２　流　動　資　産 25,236,255,007

 (1)  現金預金 24,608,619,429 ５　資 　本 　金 55,367,293,788

 (2)  未 収 金 609,767,935  (1)　自己資本金 52,651,770,277

 (3)  貯 蔵 品 17,867,643  (2)  借入資本金 2,715,523,511

６　剰　 余　 金 8,961,873,968

 (1)  資本剰余金 4,036,474,258

 (2)  利益剰余金 4,925,399,710

資本合計 64,329,167,756

合　　　　計 67,609,019,624 合　　　　計 67,609,019,624

（単位　円）
金　　　　額

１　営　　　業　　　収　　　益 6,303,756,035

２　営　　　業　　　費　　　用 5,604,378,534

営　　業　　利　　益 699,377,501

３　営　　業　　外　　収　　益 113,461,447

４　営　　業　　外　　費　　用 153,616,549

経　　常　　利　　益 659,222,399

　　　　　当年度純利益 659,222,399

　　　　　前年度繰越利益剰余金 0

　　　　　当年度未処分利益剰余金 659,222,399

科　　　　　　　　　　目

第２表　平成24年度群馬県電気事業損益計算書
（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）
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第３表　平成24年度群馬県工業用水道事業貸借対照表
（平成25年3月31日現在）

（単位　円）
     　  　資  　  産 　   の　　 部     　　 負　債　及　び　資　本　の　部

科　　　　目 金　　　　額 科　　　　目 金　　　　額

１　固　定　資　産 28,202,806,146 ３　固　定　負　債 2,018,131,538

 (1)　有形固定資産     　　 20,210,414,123  (1)　他会計借入金 1,275,000,000

有形固定資産 30,572,766,967  (2)　引　当　金 743,131,538

減価償却累計額 10,362,352,844

 (2)　無形固定資産 4,138,674,056 ４　流　動　負　債 139,173,527

 (3)　建設仮勘定 3,853,717,967  (1)  未　払　金 138,994,264

 (2)  未 払 費 用 119,464

 (3)  預　り　金 59,799

負債合計 2,157,305,065

２　流　動　資　産 1,348,753,896

 (1)  現金預金 1,131,284,809 ５　資 　本 　金 14,472,713,989

 (2)  未 収 金 217,469,087  (1)　自己資本金 3,130,774,749

 (2)  借入資本金 11,341,939,240

６　剰　 余　 金 12,921,540,988

 (1)  資本剰余金 10,712,385,426

 (2)  利益剰余金 2,209,155,562

資本合計 27,394,254,977

合　　　　計 29,551,560,042 合　　　　計 29,551,560,042

（単位　円）
金　　　　額

１　営　　　業　　　収　　　益 1,737,083,807

２　営　　　業　　　費　　　用 1,346,068,988

営　　業　　利　　益 391,014,819

３　営　　業　　外　　収　　益 168,682,616

４　営　　業　　外　　費　　用 263,639,233

経　　常　　利　　益 296,058,202

５　特　　　別　　　利　　　益 1,091,449

６　特　　　別　　　損　　　失 0

当年度純利益 297,149,651

前年度繰越利益剰余金 0

当年度未処分利益剰余金 297,149,651

科　　　　　　　　　　目

第４表　平成24年度群馬県工業用水道事業損益計算書
（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）
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第５表　平成24年度群馬県水道事業貸借対照表
（平成25年3月31日現在）

（単位　円）

     　  　資  　  産 　   の　　 部     　　 負　債　及　び　資　本　の　部

科　　　　目 金　　　　額 科　　　　目 金　　　　額

１　固　定　資　産 82,402,963,225 ３　固　定　負　債 3,350,209,480

 (1)　有形固定資産     　　 53,924,795,218  (1)　引　当　金 3,350,209,480

有形固定資産 85,421,392,119

減価償却累計額 31,496,596,901

 (2)　無形固定資産 17,731,438,446

 (3)　投　　　資 5,252,920,554 ４　流　動　負　債 416,576,931

 (4)　建設仮勘定 5,493,809,007  (1)  未　払　金 412,353,903

 (2)  未 払 費 用 149,881

 (3)  預　り　金 4,073,147

負債合計 3,766,786,411

２　流　動　資　産 9,027,318,830

 (1)  現金預金 8,492,621,329 ５　資 　本 　金 57,593,706,651

 (2)  未 収 金 534,697,501  (1)　自己資本金 32,280,087,669

 (2)  借入資本金 25,313,618,982

６　剰　 余　 金 30,069,788,993

 (1)  資本剰余金 27,778,348,635

 (2)  利益剰余金 2,291,440,358

資本合計 87,663,495,644

合　　　　計 91,430,282,055 合　　　　計 91,430,282,055

（単位　円）

金　　　　額

１　営　　　業　　　収　　　益 6,380,739,019

２　営　　　業　　　費　　　用 4,891,632,647

営　　業　　利　　益 1,489,106,372

３　営　　業　　外　　収　　益 17,944,351

４　営　　業　　外　　費　　用 653,596,104

経　　常　　利　　益 853,454,619

５　特　　　別　　　利　　　益 48,753,971

当年度純利益 902,208,590

前年度繰越利益剰余金 0

当年度未処分利益剰余金 902,208,590

科　　　　　　　　　　目

第６表　平成24年度群馬県水道事業損益計算書
（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）
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第７表　平成24年度群馬県団地造成事業貸借対照表
（平成25年3月31日現在）

（単位　円）

     　  　資  　  産 　   の　　 部     　　 負　債　及　び　資　本　の　部

科　　　　目 金　　　　額 科　　　　目 金　　　　額

１　事　業　資　産 40,023,201,145 ４　固　定　負　債 22,895,421,143

 (1)　分　譲　土　地    　　 5,610,486,564  (1)　他会計借入金 282,273,792

 (2)　ニュータウン事業    　　 14,695,989,278  (2)　引 当 金 21,414,578,549

 (3)　土地造成勘定 　　 5,014,685,762  (3)  原価見返勘定 1,075,580,423

 (4)　ﾆｭｰﾀｳﾝ建設勘定 　　 14,623,111,502  (4)  その他固定負債 122,988,379

 (5)　事業準備勘定 　　 78,928,039

５　流　動　負　債 643,892,097

２　固　定　資　産 13,818,324,367  (1)  未 払 金 483,816,275

 (1)　有形固定資産     　　 1,834,480,125  (2)  未払費用 321,709

有形固定資産 2,255,170,336  (3)  預 り 金 1,292,336

減価償却累計額 420,690,211  (4)  前 受 金 48,461,777

 (2)　無形固定資産 1,261,682  (5)  その他流動負債 110,000,000

 (3)  賃　貸　施　設 163,633,641

     　賃　貸　施　設 437,163,657

       減価償却累計額 273,530,016

 (4)  賃　貸　ビ　ル 2,036,347,673 負債合計 23,539,313,240

 　　　賃　貸　ビ　ル 4,369,971,940

       減価償却累計額 2,333,624,267 ６　資 　本 　金 37,227,760,316

 (5)  ゴ　ル　フ　場 5,111,046,363  (1)　自己資本金 31,585,493,431

 　　　ゴ　ル　フ　場 8,295,137,865  (2)  借入資本金 5,642,266,885

       減価償却累計額 3,184,091,502

 (6)　事業外固定資産 506,136,033 ７　剰　 余　 金 2,571,736,573

 (7)　投　　　　資 4,165,418,850  (1)  資本剰余金 1,260,536,573

 (2)  利益剰余金 1,311,200,000

３　流　動　資　産 9,497,284,617

 (1)  現金預金 9,381,569,029

 (2)  未 収 金 5,715,588

 (3)  その他流動資産 110,000,000

資本合計 39,799,496,889

合　　　　計 63,338,810,129 合　　　　計 63,338,810,129
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（単位　円）
金　　　　額

１　土　地　造　成　事　業
 (1)　分　　譲　　収　　益 4,287,215,336
 (2)  営　業　雑　収　益 26,000,283
 (3)　造　　成　　原　　価 4,449,227,443
 (4)　団　地　資　産　管　理　費 205,614,188

営　　業　　損　　失 341,626,012
 (5)　営　業　外　収　益 50,648,605
 (6)　営　業　外　費　用 14,491,330

経　　常　　損　　失 305,468,737
 (7)  特　　別　　利　　益 2,704,100,688
 (8)  特　　別　　損　　失 1,969,325,872

事　　業　　利　　益　　 429,306,079

２　ニ　ュ　ー　タ　ウ　ン　事　業
 (1)　営　　業　　収　　益 233,517,664
 (2)　営　　業　　費　　用 939,757,074

営　　業　　損　　失 706,239,410
 (3)　営　業　外　収　益 322,809

経　　常　　損　　失 705,916,601

３　格　納　庫　事　業
 (1)　営　　業　　収　　益 36,020,314
 (2)　営　　業　　費　　用 20,981,087

営　　業　　利　　益 15,039,227
 (3)　営　業　外　費　用 67,887

経　　常　　利　　益 14,971,340

４　賃　貸　ビ　ル　事　業
 (1)　営　　業　　収　　益 162,889,689
 (2)　営　　業　　費　　用 171,779,100

営　　業　　損　　失 8,889,411
 (3)　営　業　外　収　益 6,916,471
 (4)　営　業　外　費　用 2,146

経　　常　　損　　失 1,975,086

５　ゴ　ル　フ　場　事　業
 (1)　営　　業　　収　　益 720,000,000
 (2)　営　　業　　費　　用 455,935,747

営　　業　　利　　益 264,064,253
 (3)　営　業　外　収　益 511,695
 (4)　営　業　外　費　用 5,326,066

経　　常　　利　　益 259,249,882
 (5)  特　　別　　利　　益 4,364,386

事　　業　　利　　益　　 263,614,268

当年度純利益 0
前年度繰越利益剰余金 0
当年度未処分利益剰余金 0

科　　　　　　　　　　目

第８表　平成24年度群馬県団地造成事業損益計算書
（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）
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（単位　円）

     　  　資  　  産 　   の　　 部     　　 負　債　及　び　資　本　の　部

科　　　　目 金　　　　額 科　　　　目 金　　　　額

１　固　定　資　産 3,461,572,722 ３　固　定　負　債 34,053,850

 (1)　有形固定資産     　　 3,461,508,303  (1)　引 当 金 34,053,850

有形固定資産 3,839,623,108

減価償却累計額 378,114,805 ４　流　動　負　債 29,119,137

 (2)　無形固定資産 64,419  (1)  未 払 金 29,091,641

 (2)  未払費用 25,186

 (3)  預り金 2,310

負債合計 63,172,987

２　流　動　資　産 69,611,048

 (1)  現金預金 40,826,127 ５　資 　本 　金 711,287,985

 (2)  未 収 金 28,784,921  (1)　借入資本金 711,287,985

６　剰　 余　 金 2,756,722,798

 (1)  資本剰余金 2,756,722,798

資本合計 3,468,010,783

合　　　　計 3,531,183,770 合　　　　計 3,531,183,770

（単位　円）

金　　　　額

１　営　　　業　　　収　　　益 101,886,890

２　営　　　業　　　費　　　用 96,275,494

営　　業　　利　　益 5,611,396

３　営　　業　　外　　収　　益 891,662

４　営　　業　　外　　費　　用 6,503,058

経　　常　　利　　益 0

当年度純利益 0

前年度繰越利益剰余金 0

当年度未処分利益剰余金 0

科　　　　　　　　　　目

第１０表　平成24年度群馬県駐車場事業損益計算書
（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）

第９表　平成24年度群馬県駐車場事業貸借対照表
（平成25年3月31日現在）
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