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Ⅱ 平成２７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746,841,903ｋＷｈとなり、前年度に比べて21.2％の減となりました。また、目標供給電力量

821,295,900kＷhに対しては、90.9％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6,658,493,149円のほか、受取利息及び長期前受金戻入等のほ

か、特別利益として特別修繕引当金の取崩益を合わせて総額6,835,892,019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66,144,366円のほか、減価償却費1,460,481,199円、特別損失として

過年度損益修正損を合わせて総額5,415,501,597円となりました。

この結果、当期純利益は、1,420,390,422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30,577,576m３で前年度に比べて1.6%の増となりまし

た。年間給水計画41,548,320m３に対しては73.6%の給水率で、前年度に比べて1ポイント高くなりました。

東毛工業用水道の給水状況は、給水実績が年間15,780,252m３で前年度に比べて5.4%の減となりました。

年間給水計画33,628,630m３に対しては46.9%の給水率で、前年度に比べて2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1,676,767,932円のほか、受取利息、雑収益、特別利益等を合わせ

て総額2,143,420,643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830,165,387円、特別損失として固定資産の除却

損28,833,538円を合わせて総額1,871,941,751円となりました。

この結果、当年度純利益は、271,478,892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45,548,780m３で前年度に比べて0.8%の増となり、年間

給水計画45,556,020m３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8,075,875m３で前年度に比べて0.2%の増となり、年間給

水計画8,448,012m３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9,197,580m３で前年度に比べて0.3%の増となり、年間給

水計画9,197,580m３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19,861,092m３で前年度に比べて2.0%の増となり、年間

給水計画20,160,012m３に対しては、98.5%の給水率でした。

当年度における収益は、給水収益6,308,566,325円、販売電力料、受取利息及び長期前受金戻入等の

ほか、特別利益として福島第一原子力発電所事故に伴う東京電力（株）からの損害賠償金196,685,218円

を合わせて総額7,179,311,987円を計上することができました。

費用は、維持管理費2,154,412,445円、減価償却費2,519,598,292円のほか、支払利息等を合わせて総

額5,173,309,739円となりました。

この結果、当年度純利益は、2,006,002,248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、伊勢崎宮郷工業団地及び多田山北産業団地を分譲しました。

当年度における収益は、分譲代金1,763,289,896円、定期借地代金等25,656,932円のほか退職給付引
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当金の取り崩しによる特別利益2,686,557円を合わせて総額1,791,633,385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1,162,210,537円、団地資産管理費

147,424,551円のほか支払利息等18,619,445円を合わせて総額1,328,254,533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、463,378,852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1,313,805,265円、定期借地代金等21,781,855円のほか退職給付

引当金の取り崩しによる特別利益21,680,568円を合わせて総額1,357,267,688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1,235,563,703円及び団地資産管理費

98,699,846円を合わせて総額1,334,263,549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利益は、23,004,139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227,783台で前年度に比べて2.9％の増、駐車料金は

80,944,779円で前年度に比べて4.8%の増となりました。

当年度における収益は、駐車利用料金80,944,779円を計上したほか、長期前受金戻入等の計上により

総額130,106,959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

130,106,959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。

６ 施設管理事業

（1） 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39,027,189円、長期前受金戻入255,835円を合わせて総額

39,283,024円を計上しました。

費用は、管理費16,228,322円、支払利息等27,030円を合わせて総額16,255,352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、23,027,672円となりました。

（2） 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146,222,369円、雑収益等21,335,896円を合わせて総額

167,558,265円を計上しました。

費用は、委託料49,401,000円、減価償却費等52,918,501円を合わせて総額141,424,920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、26,133,345円となりました。

（3） 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698,109,262円、雑収益等480,572円を合わせて総額698,589,834円

を計上しました。

費用は、賃借料201,812,572円、減価償却費114,290,502円、支払利息4,034,365円等のほか固定資産

除却費81,615,269円等を合わせて総額542,318,174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156,271,660円となりました。

なお、当年度決算の状況は、第１１表及び第１２表のとおりです。



第１表　平成27年度群馬県電気事業貸借対照表
（平成28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 37,001,518,260 ３　固　定　負　債 5,291,928,467

 (1)　電気事業固定資産     　　26,232,565,915  (1)　企　業　債 1,372,972,411

電気事業固定資産 79,313,647,209  (2)　引　当　金 3,918,956,056

減価償却累計額 △ 53,081,081,294

 (2)　事業外固定資産 1,997,446,436 ４　流　動　負　債 1,545,289,226

事業外固定資産 2,366,464,402  (1)  企　業　債 275,298,841

減価償却累計額 △ 369,017,966  (2)  未　払　金 816,090,823

 (3)　固定資産仮勘定 3,643,006,885  (3)  未 払 費 用 348,583,460

 (4)　投資その他の資産 5,128,499,024  (4)  預　り　金 13,001,627

 (5)  引　当　金 92,314,475

２　流　動　資　産 32,065,263,382 ５　繰　延　収　益 1,580,595,544

 (1)  現金預金 31,510,726,476  (1)  長期前受金 1,580,595,544

 (2)  未 収 金 554,536,906

負債合計 8,417,813,237

６　資 　本 　金 54,099,515,156

 (1)　組入資本金 54,099,515,156

７　剰　 余　 金 6,549,453,249

 (1)  資本剰余金 77,744,903

 (2)  利益剰余金 6,471,708,346

資本合計 60,648,968,405
合　　　　計 69,066,781,642 合　　　　計 69,066,781,642

（単位　円）

金　　　　額

１　営　　　業　　　収　　　益 6,682,393,729

２　営　　　業　　　費　　　用 5,309,303,413

営　　業　　利　　益 1,373,090,316

３　営　　業　　外　　収　　益 129,498,290

４　営　　業　　外　　費　　用 92,451,277

経　　常　　利　　益 1,410,137,329

５　特      別      利      益 24,000,000

６　特      別      損      益 13,746,907

　　　　　当年度純利益 1,420,390,422

　　　　　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 1,042,717,778
　　　　　当年度未処分利益剰余金 2,463,108,200

第２表　平成27年度群馬県電気事業損益計算書

科　　　　　　　　　　目

（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）
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第３表　平成27年度群馬県工業用水道事業貸借対照表
（平成28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 22,575,852,238 ３　固　定　負　債 8,813,781,296

 (1)　有形固定資産     　　 14,822,193,433  (1)　企  業  債 7,471,493,813

有形固定資産 29,668,888,739  (2)　他会計借入金 1,160,823,700

減価償却累計額 △ 14,846,695,306  (3)　引　当　金 181,463,783

 (2)　無形固定資産 3,719,183,387

 (3)　建設仮勘定 4,034,475,418 ４　流　動　負　債 1,259,468,287

 (1)　企  業  債 692,126,655

 (2)　他会計借入金 443,411,850

 (3)  未　払　金 110,293,241

 (4)  預　り　金 110,452

 (5)  引　当　金 13,526,089

５　繰　延　収　益 5,024,262,509

 (1)　長期前受金 5,024,262,509

負債合計 15,097,512,092

２　流　動　資　産 946,015,247

 (1)  現金預金 772,620,221 ６　資 　本 　金 3,473,924,400

 (2)  未 収 金 173,395,026  (1)　資　本　金 3,473,924,400

７　剰　 余　 金 4,950,430,993

 (1)  資本剰余金 1,691,308,228

 (2)  利益剰余金 3,259,122,765

資本合計 8,424,355,393

合　　　　計 23,521,867,485 合　　　　計 23,521,867,485

（単位　円）
金　　　　額

１　営　　　業　　　収　　　益 1,676,767,932

２　営　　　業　　　費　　　用 1,625,817,869

営　　業　　利　　益 50,950,063

３　営　　業　　外　　収　　益 349,556,027

４　営　　業　　外　　費　　用 217,290,344

経　　常　　利　　益 183,215,746

５　特　　　別　　　利　　　益 117,096,684

６　特　　　別　　　損　　　失 28,833,538

当年度純利益 271,478,892

前年度繰越利益剰余金 740,403,200

その他未処分利益剰余金変動額 342,234,762

当年度未処分利益剰余金 1,354,116,854

科　　　　　　　　　　目

第４表　平成27年度群馬県工業用水道事業損益計算書
（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）
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第５表　平成27年度群馬県水道事業貸借対照表
（平成28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 66,353,490,657 ３　固　定　負　債 19,491,760,767

 (1)　有形固定資産     　　 42,693,309,160  (1)　企　業　債 18,159,619,169

有形固定資産 85,566,389,616  (2)　他会計借入金 685,271,400

減価償却累計額 △ 42,873,080,456  (3)　引　当　金 646,870,198

 (2)　無形固定資産 15,361,406,715

 (3)　投資その他の資産 1,050,000,000 ４　流　動　負　債 2,532,234,338

 (4)　建設仮勘定 7,248,774,782  (1)  企　業　債 1,564,142,703

 (2)  他会計借入金 235,135,700

 (3)  未　払　金 689,039,850

 (4)  預　り　金 488,037

 (5)  引　当　金 43,428,048

５　繰　延　収　益 13,664,581,916

 (1)  長期前受金 13,664,581,916

負債合計 35,688,577,021

２　流　動　資　産 16,974,829,179

 (1)  現金預金 16,412,823,793 ６　資 　本 　金 37,838,408,856

 (2)  未 収 金 562,005,386  (1)　資　本　金 37,838,408,856

７　剰　 余　 金 9,801,333,959

 (1)  資本剰余金 1,769,453,093

 (2)  利益剰余金 8,031,880,866

資本合計 47,639,742,815

合　　　　計 83,328,319,836 合　　　　計 83,328,319,836

（単位　円）

金　　　　額

１　営　　　業　　　収　　　益 6,399,136,052

２　営　　　業　　　費　　　用 4,674,010,737

営　　業　　利　　益 1,725,125,315

３　営　　業　　外　　収　　益 583,490,717

４　営　　業　　外　　費　　用 499,299,002

経　　常　　利　　益 1,809,317,030

５　特　　　別　　　利　　　益 196,685,218

当年度純利益 2,006,002,248

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 949,352,647

当年度未処分利益剰余金 2,955,354,895

科　　　　　　　　　　目

第６表　平成27年度群馬県水道事業損益計算書
（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）
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第７表　平成27年度群馬県団地造成事業貸借対照表
（平成28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 18,200,928,725 ４　固　定　負　債 2,733,406,360

 (1)　分　譲　土　地    　　 4,111,361,184  (1)　企業債 1,739,800,000

 (2)　ニュータウン事業    　　 4,956,674,700  (2)　引当金 300,318,879

 (3)　土地造成勘定 　　 5,219,889,030  (3)  原価見返勘定 461,278,392

 (4)　ﾆｭｰﾀｳﾝ建設勘定 　　 3,913,003,811  (4)  その他固定負債 232,009,089

２　固　定　資　産 6,082,807,678 ５　流　動　負　債 3,680,916,044

 (1)　有形固定資産     　　 2,204,008,326  (1)  企業債 472,600,000

有形固定資産 2,659,611,525  (2)  未払金 280,924,315

減価償却累計額 △ 455,603,199  (3)  預り金 1,027,056

 (2)　無形固定資産 3,483,319  (4)  前受金 2,906,128,000

 (3)　事業外固定資産 506,136,033  (5)  引当金 20,236,673

 (4)　投資その他の資産 3,369,180,000

６　繰　延　収　益 2,471,415

３　流　動　資　産 7,578,071,970  (1)  長期前受金 2,471,415

 (1)  現金預金 7,455,115,584

 (2)  未 収 金 13,502,276 負債合計 6,416,793,819

 (3)  貸倒引当金 △ 545,890

 (4)  その他流動資産 110,000,000 ７　資 　本 　金 24,958,629,563

 (1)　組入資本金 24,958,629,563

８　剰　 余　 金 486,384,991

 (1)  資本剰余金 2,000

 (2)  利益剰余金 486,382,991

資本合計 25,445,014,554

合　　　　計 31,861,808,373 合　　　　計 31,861,808,373
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（単位　円）
金　　　　額

１　土　地　造　成　事　業
 (1)　分　　譲　　収　　益 1,763,289,896
 (2)  営　業　雑　収　益 19,559,776
 (3)　造　　成　　原　　価 1,162,210,537
 (4)　団　地　資　産　管　理　費 147,424,551

営　　業　　利　　益 473,214,584
 (5)　営　業　外　収　益 6,097,156
 (6)　営　業　外　費　用 18,619,445

経　　常　　利　　益 460,692,295
 (7)  特　　別　　利　　益 2,686,557

事　　業　　利　　益　　 463,378,852

２　ニ　ュ　ー　タ　ウ　ン　事　業
 (1)　営　　業　　収　　益 1,335,095,157
 (2)　営　　業　　費　　用 1,334,263,549

営　　業　　利　　益 831,608
 (3)　営　業　外　収　益 491,963

経　　常　　利　　益 1,323,571
 (5)  特　　別　　利　　益 21,680,568

事　　業　　利　　益　　 23,004,139

当年度純損失 486,382,991
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 0
当年度未処理欠損金 486,382,991

第８表　平成27年度群馬県団地造成事業損益計算書
（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）

科　　　　　　　　　　目
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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 2,572,460,488 ３　固　定　負　債 180,710,178

 (1)　有形固定資産     　　 2,572,345,042  (1)　他会計借入金 158,512,753

有形固定資産 3,833,871,859  (2)　引 当 金 22,197,425

減価償却累計額 △ 1,261,526,817

 (2)　無形固定資産 115,446 ４　流　動　負　債 162,851,764

 (1)　他会計借入金 138,193,808

 (2)  未 払 金 13,222,862

 (3)  預 り 金 3,024

 (4)  諸前受金 10,706,450

 (5)　引 当 金 725,620

２　流　動　資　産 47,509,808 ５　繰　延　収　益 644,360,952

 (1)  現金預金 28,763,206  (1)　長期前受金 1,458,711,579

 (2)  未 収 金 18,746,602 　　　収益化累計額 △ 814,350,627

負債合計 987,922,894

６　剰　 余 　金 1,632,047,402

 (1)　資本剰余金 1,632,047,402

資本合計 1,632,047,402

合　　　　計 2,619,970,296 合　　　　計 2,619,970,296

（単位　円）

金　　　　額

１　営　　　業　　　収　　　益 85,830,932

２　営　　　業　　　費　　　用 124,302,447

営　　業　　損　　失 38,471,515

３　営　　業　　外　　収　　益 43,109,119

４　営　　業　　外　　費　　用 5,804,512

経　　常　　損　　失 1,166,908

５　特　　　別　　　利　　　益 1,166,908

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27年度群馬県駐車場事業貸借対照表
（平成28年3月31日現在）

第１０表　平成27年度群馬県駐車場事業損益計算書
（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）
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第１１表　平成27年度群馬県施設管理事業貸借対照表
（平成28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 8,242,070,785 ３　固　定　負　債 1,959,212,200

 (1)  賃　貸　施　設 131,799,453  (1)　他会計借入金 1,640,473,798

     　賃　貸　施　設 441,470,657  (2)  引当金 315,573,912

       減価償却累計額 △ 309,671,204  (3)  その他固定負債 3,164,490

 (2)  賃　貸　ビ　ル 1,873,438,490

 　　　賃　貸　ビ　ル 4,369,443,360 ４　流　動　負　債 295,916,891

       減価償却累計額 △ 2,496,004,870  (1)  他会計借入金 169,001,858

 (3)  ゴ　ル　フ　場 5,555,832,842  (2)  未払金 119,547,937

 　　　ゴ　ル　フ　場 8,794,246,323  (3)  預り金 139,029

       減価償却累計額 △ 3,238,413,481  (4)  前受金 3,227,900

 (4)　投資その他の資産 681,000,000  (5)  引当金 4,000,167

２　流　動　資　産 740,484,203 ５　繰　延　収　益 7,595,178

 (1)  現金預金 609,498,483  (1)  長期前受金 7,595,178

 (2)  未 収 金 130,985,720

負債合計 2,262,724,269

６　資 　本 　金 5,348,814,684

 (1)　固有資本金 3,360,564,684

 (2)　組入資本金 1,988,250,000

７　剰　 余　 金 1,371,016,035

 (1)  資本剰余金 1,165,583,358

 (2)  利益剰余金 205,432,677

資本合計 6,719,830,719

合　　　　計 8,982,554,988 合　　　　計 8,982,554,988
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（単位　円）
金　　　　額

１　格　納　庫　事　業
 (1)　営　　業　　収　　益 39,027,189
 (2)　営　　業　　費　　用 16,228,322

営　　業　　利　　益 22,798,867
 (3)　営　業　外　収　益 255,835
 (4)　営　業　外　費　用 27,030

経　　常　　利　　益 23,027,672
事　　業　　利　　益　　 23,027,672

２　賃　貸　ビ　ル　事　業
 (1)　営　　業　　収　　益 162,170,688
 (2)　営　　業　　費　　用 141,424,920

営　　業　　利　　益 20,745,768
 (3)　営　業　外　収　益 5,387,577

経　　常　　利　　益 26,133,345
事　　業　　利　　益　　 26,133,345

３　ゴ　ル　フ　場　事　業
 (1)　営　　業　　収　　益 698,109,262
 (2)　営　　業　　費　　用 535,095,086

営　　業　　利　　益 163,014,176
 (3)　営　業　外　収　益 480,572
 (4)　営　業　外　費　用 7,223,088

経　　常　　利　　益 156,271,660
事　　業　　利　　益　　 156,271,660

当年度純利益 205,432,677
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 0
当年度未処分利益剰余金 205,432,677

第１２表　平成27年度群馬県施設管理事業損益計算書
（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）

科　　　　　　　　　　目
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