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Ⅱ 平成２６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26年７月に営業運転を開始した亀里太陽光発電所までの36発電所

で年間947,526,910ｋＷｈとなり、前年度に比べて31.2％の増となりました。また、目標供給電力量

856,921,300kＷhに対しては、110.6％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6,745,804,581円のほか、受取利息及び長期前受金戻入等のほ

か、特別利益として新会計基準の適用に伴う修繕準備引当金の取崩益986,014,634円、渇水準備引当金

の取崩益436,706,000円等を合わせて総額8,646,201､442円を計上することができました。

費用は、維持管理費、企業債利息81,228,272円のほか、減価償却費1,450,586,536円、特別損失として

新会計基準の適用に伴う特別修繕引当金の繰入額2,265,501,000円等を合わせて総額7,645,326,890円

となりました。

この結果、当期純利益は、1,000,874,552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30,087,685m３で前年度に比べて0.1%の減となりまし

た。年間給水計画41,434,800m３に対しては72.6%の給水率で、前年度に比べて0.1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16,685,568m３で前年度に比べて3%の減となりました。

年間給水計画34,102,776m３に対しては48.9%の給水率で、前年度に比べて0.1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1,702,214,361円のほか、受取利息、雑収益、特別利益等を合わせ

て総額2,689,441,161円を計上することができました。

費用は、維持管理費、支払利息のほか、減価償却費886,727,374円、特別損失として新会計基準の適

用に伴う賞与引当金及び法定福利費引当金の繰入額12,855,489円等を合わせて総額1,910,037,961円

となりました。

この結果、当年度純利益は、779,403,200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45,203,074m３で前年度とほぼ同量であり、年間給水計

画45,212,550m３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8,056,873m３で前年度に比べて1.7%の増となり、年間給

水計画8,424,930m３に対しては、95.6%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で前年度と同量であり、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19,473,847m３で前年度に比べて4.3%の増となり、年間

給水計画20,104,930m３に対しては、96.9%の給水率でした。

当年度における収益は、給水収益6,273,290,097円のほか、長期前受金戻入、新会計基準の適用に伴

う特別利益等を合わせて総額10,018,942,480円を計上することができました。

費用は、維持管理費2,164,152,917円、減価償却費2,547,047,077円のほか、支払利息、新会計基準の

適用に伴う特別損失等を合わせて総額5,442,416,509円となりました。

この結果、当年度純利益は、4,576,525,971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、鞍掛第三工業団地及びふれあいタウンちよだ（住宅用地）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343,455,285円、定期借地代金等27,090,293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等による特別利益19,929,756,296円を合わせて総額

20,300,301,874円を計上しました。

費用は、分譲代金を収納した土地に対応する造成原価305,016,489円、団地資産管理費184,868,271

円、支払利息等22,104,002円のほか、たな卸資産の低価法導入による評価損及び減損損失等による特

別損失5,735,579,800円を合わせて総額6,247,568,562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、14,052,733,312円となりました。

（２） ニュータウン事業は、産業用地及び住宅用地の分譲並びに商業用地等の賃貸をしました。

当年度における収益は、分譲代金973,716,607円、定期借地代金等21,248,555円のほか退職給付

引当金の取り崩しによる特別利益19,863,639円を合わせて総額1,014,828,801円を計上しました。

費用は、分譲代金を収納した土地に対応する土地売却費用925,976,383円、団地資産管理費

105,749,041円のほか、たな卸資産の低価法導入による評価損及び減損損失等による特別損失

16,942,431,801円を合わせて総額17,974,157,225円となりました。

この結果、ニュータウン事業にかかる当年度純損失は、16,959,328,424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39,006,063円、長期前受金戻入255,835円のほか退職給付引当金の

取り崩しによる特別利益529,920円を合わせて総額39,791,818円を計上しました。

費用は、管理費16,880,596円、支払利息等40,500円を合わせて総額16,921,096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、22,870,722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147,115,151円、雑収益等24,730,896円のほか退職給付引当金の取り

崩しによる特別利益4,841,148円を合わせて総額176,687,195円を計上しました。

費用は、委託料48,747,822円、減価償却費53,473,989円等を合わせて総額154,530,169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利益は、22,157,026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、雑収益等72,226円のほか退職給付引当金の取り崩

し等による特別利益8,954,504円を合わせて総額729,026,730円を計上しました。

費用は、賃借料201,635,572円、減価償却費103,523,967円、支払利息4,252,517円等のほか賞与引当

金及び法定福利費引当金の繰入れによる特別損失2,553,450円を合わせて総額456,708,550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272,318,180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221,271台で前年度に比べて16.2％の減、駐車料金は

77,267,371円で前年度に比べて14.5%の減となりました。

当年度における収益は、駐車利用料金77,267,371円を計上したほか、長期前受金戻入等の計上により

総額144,973,313円となりました。

費用は、一般財団法人高崎市都市整備公社への管理委託料、管理費及び支払利息等で総額

144,973,313円となりました。

この結果、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26年度群馬県電気事業貸借対照表
（平成27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 38,849,249,586 ３　固　定　負　債 5,467,918,822

 (1)　電気事業固定資産     　　27,272,722,665  (1)　企　業　債 1,648,271,252

電気事業固定資産 79,099,062,244  (2)　引　当　金 3,819,647,570

減価償却累計額 △ 51,826,339,579

 (2)　事業外固定資産 2,022,894,915 ４　流　動　負　債 1,344,073,098

事業外固定資産 2,391,370,192  (1)  企　業　債 306,887,922

減価償却累計額 △ 368,475,277  (2)  未　払　金 446,603,646

 (3)　固定資産仮勘定 2,071,306,657  (3)  未 払 費 用 485,412,917

 (4)　投　　　　　資 7,482,325,349  (4)  預　り　金 11,252,500

 (5)  引　当　金 93,916,113

２　流　動　資　産 29,094,132,249 ５　繰　延　収　益 1,682,811,932

 (1)  現金預金 28,536,110,390  (1)  長期前受金 1,682,811,932

 (2)  未 収 金 540,154,216

 (3)  貯 蔵 品 17,867,643 負債合計 8,494,803,852

６　資 　本 　金 53,182,142,372

 (1)　資　本　金 53,182,142,372

７　剰　 余　 金 6,266,435,611

 (1)  資本剰余金 77,744,903

 (2)  利益剰余金 6,188,690,708

資本合計 59,448,577,983
合　　　　計 67,943,381,835 合　　　　計 67,943,381,835

（単位　円）

金　　　　額

１　営　　　業　　　収　　　益 6,762,989,343

２　営　　　業　　　費　　　用 5,143,134,168

営　　業　　利　　益 1,619,855,175

３　営　　業　　外　　収　　益 193,659,472

４　営　　業　　外　　費　　用 107,688,391

経　　常　　利　　益 1,705,826,256

５　特      別      利      益 1,689,552,627

６　特      別      損      益 2,394,504,331

　　　　　当年度純利益 1,000,874,552

　　　　　前年度繰越利益剰余金 0
　　　　　その他未処分利益剰余金変動額 917,372,784
　　　　　当年度未処分利益剰余金 1,918,247,336

第２表　平成26年度群馬県電気事業損益計算書

科　　　　　　　　　　目

（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）
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第３表　平成26年度群馬県工業用水道事業貸借対照表
（平成27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 23,492,655,384 ３　固　定　負　債 9,918,855,279

 (1)　有形固定資産     　　 15,657,870,849  (1)　企業債 8,163,620,468

有形固定資産 30,586,682,332  (2)　他会計借入金 1,547,235,550

減価償却累計額 △ 14,928,811,483  (3)　引　当　金 207,999,261

 (2)　無形固定資産 3,851,798,114

 (3)　建設仮勘定 3,982,986,421 ４　流　動　負　債 1,245,190,853

 (1)　企業債 668,242,958

 (2)　他会計借入金 443,411,850

 (3)  未　払　金 119,379,628

 (4)  預　り　金 188,914

 (5)  引　当　金 13,967,503

５　繰　延　収　益 5,201,184,905

 (1)　長期前受金 5,201,184,905

負債合計 16,365,231,037

２　流　動　資　産 1,025,452,154

 (1)  現金預金 796,162,218 ６　資 　本 　金 3,176,774,749

 (2)  未 収 金 229,289,936  (1)　資　本　金 3,176,774,749

 (3)  その他流動資産 0

７　剰　 余　 金 4,976,101,752

 (1)  資本剰余金 1,691,308,228

 (2)  利益剰余金 3,284,793,524

資本合計 8,152,876,501

合　　　　計 24,518,107,538 合　　　　計 24,518,107,538

（単位　円）
金　　　　額

１　営　　　業　　　収　　　益 1,702,221,361

２　営　　　業　　　費　　　用 1,647,187,332

営　　業　　利　　益 55,034,029

３　営　　業　　外　　収　　益 362,103,907

４　営　　業　　外　　費　　用 241,392,759

経　　常　　利　　益 175,745,177

５　特　　　別　　　利　　　益 625,115,893

６　特　　　別　　　損　　　失 21,457,870

当年度純利益 779,403,200

前年度繰越利益剰余金 0

その他未処分利益剰余金変動額 297,149,651

当年度未処分利益剰余金 1,076,552,851

科　　　　　　　　　　目

第４表　平成26年度群馬県工業用水道事業損益計算書
（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）
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第５表　平成26年度群馬県水道事業貸借対照表
（平成27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 70,613,829,269 ３　固　定　負　債 21,255,054,739

 (1)　有形固定資産     　　 44,267,941,099  (1)　企　業　債 19,723,761,872

有形固定資産 85,886,277,751  (2)　他会計借入金 920,407,100

減価償却累計額 △ 41,618,336,652  (3)　引　当　金 610,885,767

 (2)　無形固定資産 15,906,822,810

 (3)　投　　　資 4,121,182,457 ４　流　動　負　債 2,281,412,471

 (4)　建設仮勘定 6,317,882,903  (1)  企　業　債 1,554,844,770

 (2)  他会計借入金 235,135,700

 (3)  未　払　金 447,776,772

 (4)  預　り　金 120,420

 (5)  引　当　金 43,534,809

５　繰　延　収　益 14,203,399,331

 (1)  長期前受金 14,203,399,331

負債合計 37,739,866,541

２　流　動　資　産 12,761,855,356

 (1)  現金預金 12,211,980,926 ６　資 　本 　金 33,170,095,437

 (2)  未 収 金 549,874,430  (1)　資　本　金 33,170,095,437

７　剰　 余　 金 12,465,722,647

 (1)  資本剰余金 1,771,619,943

 (2)  利益剰余金 10,694,102,704

資本合計 45,635,818,084

合　　　　計 83,375,684,625 合　　　　計 83,375,684,625

（単位　円）

金　　　　額

１　営　　　業　　　収　　　益 6,337,646,763

２　営　　　業　　　費　　　用 4,711,199,994

営　　業　　利　　益 1,626,446,769

３　営　　業　　外　　収　　益 576,253,029

４　営　　業　　外　　費　　用 545,144,586

経　　常　　利　　益 1,657,555,212

５　特　　　別　　　利　　　益 3,105,042,688

６　特　　　別　　　損　　　失 186,071,929

当年度純利益 4,576,525,971

前年度繰越利益剰余金 0

その他未処分利益剰余金変動額 4,668,224,086

当年度未処分利益剰余金 9,244,750,057

科　　　　　　　　　　目

第６表　平成26年度群馬県水道事業損益計算書
（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）
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第７表　平成26年度群馬県団地造成事業貸借対照表
（平成27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 17,678,512,678 ４　固　定　負　債 5,328,069,532

 (1)　分　譲　土　地    　　 1,406,956,251  (1)　企業債 2,212,400,000

 (2)　ニュータウン事業    　　 6,204,594,035  (2)　他会計借入金 1,809,475,656

 (3)　土地造成勘定 　　 6,264,249,876  (3)  引当金 679,209,985

 (4)　ﾆｭｰﾀｳﾝ建設勘定 　　 3,792,889,002  (4)  その他固定負債 626,983,891

 (5)　事業準備勘定 　　 9,823,514

５　流　動　負　債 1,829,218,579

２　固　定　資　産 14,299,075,105  (1)  企業債 497,400,000

 (1)　有形固定資産     　　 2,203,127,600  (2)  他会計借入金 168,678,001

有形固定資産 2,647,255,893  (3)  未払金 495,516,811

減価償却累計額 △ 444,128,293  (4)  預り金 26,982,031

 (2)　無形固定資産 4,163,452  (5)  前受金 617,473,780

 (3)  賃　貸　施　設 143,860,729  (6)  引当金 23,167,956

     　賃　貸　施　設 441,470,657

       減価償却累計額 △ 297,609,928 ６　繰　延　収　益 7,545,448

 (4)  賃　貸　ビ　ル 1,926,378,600  (1)  長期前受金 7,545,448

 　　　賃　貸　ビ　ル 4,369,875,540

       減価償却累計額 △ 2,443,496,940 負債合計 7,164,833,559

 (5)  ゴ　ル　フ　場 5,465,228,691

 　　　ゴ　ル　フ　場 8,793,819,721 ７　資 　本 　金 31,585,493,431

       減価償却累計額 △ 3,328,591,030  (1)　組入資本金 31,585,493,431

 (6)　事業外固定資産 506,136,033

 (7)　投　　　　資 4,050,180,000

８　剰　 余　 金 △ 112,463,826

３　流　動　資　産 6,660,275,381  (1)  資本剰余金 1,165,585,358

 (1)  現金預金 6,545,462,182  (2)  利益剰余金 △ 1,278,049,184

 (2)  未 収 金 5,359,089

 (3)  貸倒引当金 △ 545,890

 (4)  その他流動資産 110,000,000

資本合計 31,473,029,605
合　　　　計 38,637,863,164 合　　　　計 38,637,863,164
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（単位　円）
金　　　　額

１　土　地　造　成　事　業
 (1)　分　　譲　　収　　益 343,455,285
 (2)  営　業　雑　収　益 20,796,251
 (3)　造　　成　　原　　価 305,016,489
 (4)　団　地　資　産　管　理　費 184,868,271

営　　業　　損　　失 125,633,224
 (5)　営　業　外　収　益 6,294,042
 (6)　営　業　外　費　用 22,104,002

経　　常　　損　　失 141,443,184
 (7)  特　　別　　利　　益 19,929,756,296
 (8)  特　　別　　損　　失 5,735,579,800

事　　業　　利　　益　　 14,052,733,312

２　ニ　ュ　ー　タ　ウ　ン　事　業
 (1)　営　　業　　収　　益 994,468,801
 (2)　営　　業　　費　　用 1,031,725,424

営　　業　　損　　失 37,256,623
 (3)　営　業　外　収　益 496,361
 (4)　営　業　外　費　用 0

経　　常　　損　　失 36,760,262
 (5)  特　　別　　利　　益 19,863,639
 (6)  特　　別　　損　　失 16,942,431,801

事　　業　　損　　失　　 △ 16,959,328,424

３　格　納　庫　事　業
 (1)　営　　業　　収　　益 39,006,063
 (2)　営　　業　　費　　用 16,880,596

営　　業　　利　　益 22,125,467
 (3)　営　業　外　収　益 255,835
 (4)　営　業　外　費　用 40,500

経　　常　　利　　益 22,340,802
 (5)  特　　別　　利　　益 529,920
 (6)  特　　別　　損　　失 0

事　　業　　利　　益　　 22,870,722

４　賃　貸　ビ　ル　事　業
 (1)　営　　業　　収　　益 164,831,706
 (2)　営　　業　　費　　用 154,529,940

営　　業　　損　　失 △ 10,301,766
 (3)　営　業　外　収　益 7,014,341
 (4)　営　業　外　費　用 229

経　　常　　利　　益 17,315,878
 (5)  特　　別　　利　　益 4,841,148
 (6)  特　　別　　損　　失 0

事　　業　　利　　益　　 22,157,026

５　ゴ　ル　フ　場　事　業
 (1)　営　　業　　収　　益 720,000,000
 (2)　営　　業　　費　　用 449,735,851

営　　業　　利　　益 270,264,149
 (3)　営　業　外　収　益 72,226
 (4)　営　業　外　費　用 4,419,249

経　　常　　利　　益 265,917,126
 (5)  特　　別　　利　　益 8,954,504
 (6)  特　　別　　損　　失 2,553,450

事　　業　　利　　益　　 272,318,180

当年度純損失 △ 2,589,249,184
前年度繰越利益剰余金 0
その他未処分利益剰余金変動額 100,000,000
当年度未処理欠損金 △ 2,489,249,184

科　　　　　　　　　　目

第８表　平成26年度群馬県団地造成事業損益計算書
（平成26年4月1日から平成27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 2,639,676,279 ３　固　定　負　債 320,040,426

 (1)　有形固定資産     　　 2,639,520,427  (1)　他会計借入金 296,706,561

有形固定資産 3,833,871,859  (2)　引 当 金 23,333,865

減価償却累計額 △ 1,194,351,432

 (2)　無形固定資産 155,852 ４　流　動　負　債 154,819,327

 (1)　他会計借入金 138,193,808

 (2)  未 払 金 2,985,283

 (3)  諸前受金 12,937,159

 (4)　引 当 金 703,077

２　流　動　資　産 40,613,811 ５　繰　延　収　益 686,915,077

 (1)  現金預金 34,165,513  (1)　長期前受金 1,458,711,579

 (2)  未 収 金 6,448,298 　　　収益化累計額 △ 771,796,502

負債合計 1,161,774,830

６　剰　 余 　金 1,518,515,260

 (1)　資本剰余金 1,518,515,260

資本合計 1,518,515,260

合　　　　計 2,680,290,090 合　　　　計 2,680,290,090

（単位　円）

金　　　　額

１　営　　　業　　　収　　　益 91,701,482

２　営　　　業　　　費　　　用 137,500,976

営　　業　　利　　益 △ 45,799,494

３　営　　業　　外　　収　　益 43,380,125

４　営　　業　　外　　費　　用 6,691,651

経　　常　　利　　益 △ 9,111,020

５　特　　　別　　　利　　　益 9,891,706

６　特　　　別　　　損　　　失 780,686

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９表　平成26年度群馬県駐車場事業貸借対照表
（平成27年3月31日現在）

第１０表　平成26年度群馬県駐車場事業損益計算書
（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）
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