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Ⅱ 平成２８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28年５月に営業運転を開始した田沢発電所までの36発電所で

年間732,909,019ｋＷｈとなり、前年度に比べて1.9％の減となりました。また、目標供給電力量

837,587,900kＷhに対しては、87.5％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6,519,104,235円、受取利息及び長期前受金戻入のほか、特

別利益として過年度損益修正益等を合わせて総額6,714,501,900円を計上することができました。

費用は、維持管理費2,748,335,660円、企業債利息55,622,563円のほか、減価償却費

1,502,497,039円等を合わせて総額5,452,371,105円となりました。

この結果、当期純利益は、1,262,130,795円となりました。

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契約状況は、年度の平均契約水量が113,520m３／日で、前年度と同量とな

りました。給水状況は、給水実績が年間30,755,825m３で前年度に比べて0.6%の増となりました。

東毛工業用水道の給水契約状況は、年度の平均契約水量が91,528m３／日で、前年度に比べて

0.4％の減となりました。給水状況は、給水実績が年間15,597,556m３で前年度に比べて1.2％の減

となりました。

当年度における収益は、給水収益1,665,076,291円、原水供給業務の受託料金や長期前受金戻入

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ホールディングス（株）から

の損害賠償金17,427,849円、東毛工業用水道の第二浄水場計画の廃止に伴う会計処理による

581,612,121円の計上などを合わせて総額2,592,078,198円となりました。

費用は、維持管理費、支払利息のほか、減価償却費800,475,103円、東毛工業用水道の第二浄水

場計画の廃止に伴う会計処理による特別損失2,584,033,427円などを合わせて総額4,270,533,425

円となりました。

この結果、当年度純損失は、1,678,455,227円となりました。

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45,531,550m３で前年度に比べて0.3%の減となり、

年間給水計画45,531,550m３に対しては、100.0%の給水率で前年度と同率でした。

新田山田水道の供給状況は、給水実績が年間8,142,039m３で前年度に比べて0.8%の増となり、年

間給水計画8,424,930m３に対しては、96.6%の給水率で前年度に比べて1ポイント高くなりました。

東部地域水道の供給状況は、給水実績が年間9,183,643m３で前年度に比べて0.2%の減となり、年

間給水計画9,172,450m３に対しては、100.1%の給水率で前年度に比べて0.1ポイント高くなりまし

た。

県央第二水道の供給状況は、給水実績が年間19,958,760m３で前年度に比べて0.5%の増となり、

年間給水計画20,104,930m３に対しては、99.3%の給水率で前年度に比べて0.8ポイント高くなりま

した。

当年度における収益は、給水収益6,297,732,704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ホールディングス（株）か

らの損害賠償金53,894,496円を合わせて総額6,969,092,752円を計上することができました。

費用は、維持管理費、支払利息等のほか、減価償却費2,340,250,212円を合わせて総額

4,690,224,607円となりました。

この結果、当年度純利益は、2,278,868,145円となりました。

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。
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４ 団地造成事業
（１）土地造成事業は、伊勢崎宮郷工業団地、多田山北産業団地、多田山南産業団地、明和大輪西工

業団地及び太田リサーチパークを分譲しました。

当年度における収益は、分譲代金6,930,024,711円、定期借地代金等30,337,029円を合わせて総

額6,960,361,740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5,435,085,559円、団地資産管理費

167,769,389円のほか支払利息等18,797,463円を合わせて総額5,621,652,411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行いました。

当年度における収益は、分譲代金259,938,314円、定期借地代金等23,013,706円を合わせて総額

282,952,020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240,942,164円及び団地資産管理費

73,018,029円を合わせて総額313,960,193円となりました。

この結果、両事業を合わせた当年度純利益は、1,307,701,156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258,699台で前年度に比べて13.6％の増、駐車料金は

103,443,893円で前年度に比べて27.8%の増となりました。

当年度における収益は、駐車利用料金103,443,893円を計上したほか、長期前受金戻入等の計上

により総額155,201,850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

155,201,850円となりました。

この結果、当年度純利益は、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38,848,856円、長期前受金戻入等を合わせて総額42,437,091円

を計上しました。

費用は、管理費21,508,419円、支払利息等を合わせて総額21,510,822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、20,926,269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141,081,887円、雑収益等4,530,654円を合わせて総額

145,612,541円を計上しました。

費用は、委託料47,706,000円、減価償却費52,727,289円等を合わせて総額135,832,430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、9,780,111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687,079,632円、雑収益等を合わせて総額687,896,042円を計

上しました。

費用は、賃借料201,649,792円、減価償却費122,009,234円等を合わせて総額443,474,117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244,421,925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28年度群馬県電気事業貸借対照表
（平成29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 36,289,847,310 ３　固　定　負　債 4,929,995,512

 (1)　電気事業固定資産     　　 28,452,234,229  (1)　企　業　債 1,107,093,691

電気事業固定資産 82,722,187,590  (2)　引　当　金 3,822,901,821

減価償却累計額 △ 54,269,953,361

 (2)　事業外固定資産 2,084,536,628 ４　流　動　負　債 1,405,397,028

事業外固定資産 2,521,152,812  (1)  企　業　債 265,878,720

減価償却累計額 △ 436,616,184  (2)  未　払　金 291,737,656

 (3)　固定資産仮勘定 2,878,994,802  (3)  未 払 費 用 738,377,596

 (4)　投資その他の資産 2,874,081,651  (4)  預　り　金 13,491,884

 (5)  引　当　金 95,911,172

２　流　動　資　産 33,246,394,712 ５　繰　延　収　益 1,509,750,282

 (1)  現金預金 32,716,502,988  (1)  長期前受金 1,509,750,282

 (2)  未 収 金 529,891,724

負債合計 7,845,142,822

６　資 　本 　金 55,142,232,934

 (1)　組入資本金 55,142,232,934

７　剰　 余　 金 6,548,866,266

 (1)  資本剰余金 77,744,903

 (2)  利益剰余金 6,471,121,363

資本合計 61,691,099,200
合　　　　計 69,536,242,022 合　　　　計 69,536,242,022

（単位　円）

金　　　　額

１　営　　　業　　　収　　　益 6,547,055,646

２　営　　　業　　　費　　　用 5,362,820,581

　　　　営　　業　　利　　益 1,184,235,065

３　営　　業　　外　　収　　益 164,147,657

４　営　　業　　外　　費　　用 89,550,524

　　　　経　　常　　利　　益 1,258,832,198

５　特      別      利      益 3,298,597

　　　　当年度純利益 1,262,130,795

　　　　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 275,298,841
　　　　当年度未処分利益剰余金 1,537,429,636

第２表　平成28年度群馬県電気事業損益計算書

科　　　　　　　　　　目

（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）
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第３表　平成28年度群馬県工業用水道事業貸借対照表
（平成29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 19,425,866,179 ３　固　定　負　債 8,225,026,248

 (1)　有形固定資産     　　 14,180,685,846  (1)　企　業　債 6,756,888,705

有形固定資産 29,643,489,998  (2)　他会計借入金 1,189,504,350

減価償却累計額 △ 15,462,804,152  (3)　引　当　金 278,633,193

 (2)　無形固定資産 3,586,333,073

 (3)　建設仮勘定 1,658,847,260 ４　流　動　負　債 966,143,618

 (1)　企　業　債 714,605,108

 (2)　他会計借入金 125,319,350

 (3)  未　払　金 104,324,592

 (4)  未　払　費　用 7,812,485

 (5)  預　り　金 178,697

 (6)  引　当　金 13,903,386

５　繰　延　収　益 4,281,645,563

 (1)　長期前受金 4,281,645,563

負債合計 13,472,815,429

２　流　動　資　産 801,372,128

 (1)  現金預金 609,203,725 ６　資 　本 　金 3,816,159,162

 (2)  未 収 金 192,168,403  (1)　資　本　金 3,816,159,162

７　剰　 余　 金 2,938,263,716

 (1)  資本剰余金 1,699,830,940

 (2)  利益剰余金 1,238,432,776

資本合計 6,754,422,878

合　　　　計 20,227,238,307 合　　　　計 20,227,238,307

（単位　円）
金　　　　額

１　営　　　業　　　収　　　益 1,665,080,191

２　営　　　業　　　費　　　用 1,478,478,926

　　　　営　　業　　利　　益 186,601,265

３　営　　業　　外　　収　　益 324,381,331

４　営　　業　　外　　費　　用 183,677,870

　　　　経　　常　　利　　益 327,304,726

５　特　　　別　　　利　　　益 602,616,676

６　特　　　別　　　損　　　失 2,608,376,629

　　　　当年度純損失 1,678,455,227

　　　　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 39,000,000

　　　　当年度未処理欠損金 899,052,027

科　　　　　　　　　　目

第４表　平成28年度群馬県工業用水道事業損益計算書
（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）
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第５表　平成28年度群馬県水道事業貸借対照表
（平成29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 66,989,888,050 ３　固　定　負　債 17,688,000,957

 (1)　有形固定資産     　　 42,418,678,012  (1)　企　業　債 16,635,190,238

有形固定資産 86,888,104,087  (2)　他会計借入金 450,135,700

減価償却累計額 △ 44,469,426,075  (3)　引　当　金 602,675,019

 (2)　無形固定資産 14,815,666,588

 (3)　投資その他の資産 975,000,000 ４　流　動　負　債 2,078,226,971

 (4)　建設仮勘定 8,780,543,450  (1)  企　業　債 1,558,428,931

 (2)  他会計借入金 235,135,700

 (3)  未　払　金 217,193,953

 (4)  未払費用 21,721,098

 (5)  預　り　金 576,393

 (6)  引　当　金 45,170,896

５　繰　延　収　益 14,088,044,918

 (1)  長期前受金 14,088,044,918

負債合計 33,854,272,846

２　流　動　資　産 17,061,617,792

 (1)  現金預金 16,490,297,906 ６　資 　本 　金 38,855,828,503

 (2)  未 収 金 571,319,886  (1)　資　本　金 38,855,828,503

７　剰　 余　 金 11,341,404,493

 (1)  資本剰余金 1,980,008,129

 (2)  利益剰余金 9,361,396,364

資本合計 50,197,232,996

合　　　　計 84,051,505,842 合　　　　計 84,051,505,842

（単位　円）

金　　　　額

１　営　　　業　　　収　　　益 6,385,887,915

２　営　　　業　　　費　　　用 4,220,011,432

　　　　営　　業　　利　　益 2,165,876,483

３　営　　業　　外　　収　　益 513,848,033

４　営　　業　　外　　費　　用 464,731,415

　　　　経　　常　　利　　益 2,214,993,101

５　特　　　別　　　利　　　益 69,356,804

６　特　　　別　　　損　　　失 5,481,760

　　　　当年度純利益 2,278,868,145

　　　　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 1,564,142,703

　　　　当年度未処分利益剰余金 3,843,010,848

科　　　　　　　　　　目

第６表　平成28年度群馬県水道事業損益計算書
（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）
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第７表　平成28年度群馬県団地造成事業貸借対照表
（平成29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 14,265,811,609 ４　固　定　負　債 2,450,297,268

 (1)　分　譲　土　地    　　 1,247,824,018  (1)　企業債 1,303,200,000

 (2)　ニュータウン事業    　　 4,686,397,317  (2)　引当金 336,510,641

 (3)　土地造成勘定 　　 4,378,060,277  (3)  原価見返勘定 567,558,969

 (4)　ﾆｭｰﾀｳﾝ建設勘定 　　 3,953,529,997  (4)  その他固定負債 243,027,658

２　固　定　資　産 6,225,839,426 ５　流　動　負　債 1,771,953,944

 (1)　有形固定資産     　　 2,282,404,715  (1)  企業債 436,600,000

有形固定資産 2,665,016,183  (2)  未払金 78,530,916

減価償却累計額 △ 382,611,468  (3)  未払費用 73,294

 (2)　無形固定資産 2,803,186  (4)  預り金 344,123

 (3)　事業外固定資産 571,451,525  (5)  前受金 1,236,000,000

 (4)　投資その他の資産 3,369,180,000  (6)  引当金 20,405,611

３　流　動　資　産 10,485,566,016 ６　繰　延　収　益 2,250,129

 (1)  現金預金 10,375,112,313  (1)  長期前受金 2,250,129

 (2)  未 収 金 999,593

 (3)  貸倒引当金 △ 545,890 負債合計 4,224,501,341

 (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 1,794,086,147

 (1)  資本剰余金 2,000

 (2)  利益剰余金 1,794,084,147

資本合計 26,752,715,710

合　　　　計 30,977,217,051 合　　　　計 30,977,217,051
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（単位　円）
金　　　　額

１　土　地　造　成　事　業
 (1)　分　　譲　　収　　益 6,930,024,711
 (2)  営　業　雑　収　益 19,129,154
 (3)　造　　成　　原　　価 5,435,085,559
 (4)　団　地　資　産　管　理　費 167,769,389
　　　　　営　　業　　利　　益 1,346,298,917
 (5)　営　業　外　収　益 11,207,875
 (6)　営　業　外　費　用 18,797,463
　　　　　経　　常　　利　　益 1,338,709,329
　　　　　事　　業　　利　　益　　 1,338,709,329

２　ニ　ュ　ー　タ　ウ　ン　事　業
 (1)　営　　業　　収　　益 282,290,735
 (2)　営　　業　　費　　用 313,960,193
　　　　　営　　業　　損　　失 31,669,458
 (3)　営　業　外　収　益 661,285
　　　　　経　　常　　損　　失 31,008,173
　　　　　事　　業　　損　　失 31,008,173

　　　　　当年度純利益 1,307,701,156
　　　　　前年度繰越利益剰余金 0
　　　　　当年度未処分利益剰余金 1,307,701,156

第８表　平成28年度群馬県団地造成事業損益計算書
（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

科　　　　　　　　　　目

-30-



（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 2,505,332,665 ３　固　定　負　債 38,684,356

 (1)　有形固定資産     　　 2,505,257,625  (1)　他会計借入金 20,318,932

有形固定資産 3,833,632,859  (2)　引 当 金 18,365,424

減価償却累計額 △ 1,328,375,234

 (2)　無形固定資産 75,040 ４　流　動　負　債 185,956,632

 (1)　他会計借入金 138,193,821

 (2)  未 払 金 41,066,170

 (3)  預 り 金 2,016

 (4)  諸前受金 5,917,838

 (5)　引 当 金 776,787

２　流　動　資　産 66,782,662 ５　繰　延　収　益 601,870,355

 (1)  現金預金 18,421,457  (1)　長期前受金 601,870,355

 (2)  未 収 金 48,361,205

負債合計 826,511,343

６　剰　 余 　金 1,745,603,984

 (1)　資本剰余金 1,745,603,984

資本合計 1,745,603,984

合　　　　計 2,572,115,327 合　　　　計 2,572,115,327

（単位　円）

金　　　　額

１　営　　　業　　　収　　　益 107,046,030

２　営　　　業　　　費　　　用 151,470,262

　　　　営　　業　　損　　失 44,424,232

３　営　　業　　外　　収　　益 44,323,819

４　営　　業　　外　　費　　用 3,731,588

　　　　経　　常　　損　　失 3,832,001

５　特　　　別　　　利　　　益 3,832,001

　　　　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28年度群馬県駐車場事業貸借対照表
（平成29年3月31日現在）

第１０表　平成28年度群馬県駐車場事業損益計算書
（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）
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第１１表　平成28年度群馬県施設管理事業貸借対照表
（平成29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 8,106,508,705 ３　固　定　負　債 1,759,333,307

 (1)  賃　貸　施　設 116,411,877  (1)　他会計借入金 1,477,899,437

     　賃　貸　施　設 437,163,657  (2)  引当金 278,269,380

       減価償却累計額 △ 320,751,780  (3)  その他固定負債 3,164,490

 (2)  賃　貸　ビ　ル 1,824,881,201

 　　　賃　貸　ビ　ル 4,373,613,360 ４　流　動　負　債 217,475,245

       減価償却累計額 △ 2,548,732,159  (1)  他会計借入金 162,574,361

 (3)  ゴ　ル　フ　場 5,484,215,627  (2)  未払金 48,198,624

 　　　ゴ　ル　フ　場 8,841,008,705  (3)  預り金 34,365

       減価償却累計額 △ 3,356,793,078  (4)  前受金 2,659,000

 (4)　投資その他の資産 681,000,000  (5)  引当金 4,008,895

２　流　動　資　産 868,657,114 ５　繰　延　収　益 3,398,243

 (1)  現金預金 682,532,836  (1)  長期前受金 3,398,243

 (2)  未 収 金 186,124,278

負債合計 1,980,206,795

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 1,646,144,340

 (1)  資本剰余金 1,165,583,358

 (2)  利益剰余金 480,560,982

資本合計 6,994,959,024

合　　　　計 8,975,165,819 合　　　　計 8,975,165,819
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（単位　円）
金　　　　額

１　格　納　庫　事　業
 (1)　営　　業　　収　　益 38,848,856
 (2)　営　　業　　費　　用 21,508,419
　　　　　営　　業　　利　　益 17,340,437
 (3)　営　業　外　収　益 3,588,235
 (4)　営　業　外　費　用 2,403
　　　　　経　　常　　利　　益 20,926,269
　　　　　事　　業　　利　　益　　 20,926,269

２　賃　貸　ビ　ル　事　業
 (1)　営　　業　　収　　益 141,081,887
 (2)　営　　業　　費　　用 135,832,429
　　　　　営　　業　　利　　益 5,249,458
 (3)　営　業　外　収　益 4,530,654
 (4)　営　業　外　費　用 1
　　　　　経　　常　　利　　益 9,780,111
　　　　　事　　業　　利　　益　　 9,780,111

３　ゴ　ル　フ　場　事　業
 (1)　営　　業　　収　　益 687,079,632
 (2)　営　　業　　費　　用 442,792,772
　　　　　営　　業　　利　　益 244,286,860
 (3)　営　業　外　収　益 816,410
 (4)　営　業　外　費　用 681,345
　　　　　経　　常　　利　　益 244,421,925
　　　　　事　　業　　利　　益　　 244,421,925

　　　　　当年度純利益 275,128,305
　　　　　前年度繰越利益剰余金 0
　　　　　当年度未処分利益剰余金 275,128,305

第１２表　平成28年度群馬県施設管理事業損益計算書
（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

科　　　　　　　　　　目
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