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Ⅱ 平成２９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801,489,668ｋＷｈとなり、前年度に比べて9.4％の増となりました。また、目標供給電力量

799,128,200kＷhに対しては、100.3％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7,275,616,662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7,467,591,283円を計上することができました。

費用は、維持管理費2,835,438,926円、企業債利息42,829,912円のほか、減価償却費

1,543,300,015円等を合わせて総額5,813,829,727円となりました。

この結果、当期純利益は、1,653,761,556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113,568m ／日で、前年度と同量とな３

りました。給水状況は、給水実績が年間31,237,061m で前年度に比べて1.6％の増となりました。３

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91,793m ／日で、前年度に比べて３

3.4％の減となりました。給水状況は、給水実績が年間15,071,178m で前年度に比べて3.4％の減３

となりました。

当年度における収益は、給水収益1,666,467,410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放射性物質を含んだ浄水発生土の処理

費に係る東京電力ホールディングス（株）からの損害賠償金8,449,169円を合わせ、総額

1,966,795,652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734,946,222円等を合わせ、総額

1,563,271,542円となりました。

この結果、当年度純利益は、403,524,110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45,431,550m で前年度と同量であり、年間給水計３

画45,431,550m に対しては、100.0%の給水率で前年度と同率でした。３

新田山田水道の供給状況は、給水実績が年間8,164,320m で前年度に比べて0.3％の増となり、３

年間給水計画8,164,320m に対しては、100.0%の給水率で前年度に比べて3.4ポイント高くなりま３

した。

東部地域水道の供給状況は、給水実績が年間9,433,060m で前年度に比べて2.7％の増となり、３

年間給水計画9,433,060m に対しては、100.0％の給水率となりました。３

県央第二水道の供給状況は、給水実績が年間20,104,930m で前年度に比べて0.7％の増となり、３

年間給水計画20,104,930m に対しては、100.0％の給水率で前年度に比べて0.7ポイント高くなり３

ました。

当年度における収益は、給水収益6,117,210,168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放射性物質を含んだ浄水発生土の処

理費に係る東京電力ホールディングス（株）からの損害賠償金等を合わせ、総額6,930,311,363円

となりました。

費用は、維持管理費、支払利息等のほか、減価償却費2,246,465,360円を合わせ、総額

4,925,297,567円となりました。

この結果、当年度純利益は、2,005,013,796円となりました。

なお、平成１６年度の八ッ場ダム基本計画の変更に併せて、東部地域水道と県央第二水道の間

で水源を組み替えたことに伴う減価償却費等の過年度修正を行いましたが、セグメント間での組

み替えであり、特別利益と特別損失の計上額が同額であるため、水道事業全体としての損益には

影響がありませんでした。
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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、多田山北産業団地、多田山南産業団地、桐生武井西工

業団地及びふれあいタウンちよだを分譲しました。

当年度における収益は、分譲代金4,227,942,495円、定期借地代金等29,133,948円のほか、特別

利益として退職給付金引当金取崩益及び県有財産売却益を合わせて総額4,301,291,168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3,141,544,708円、団地資産管理費、支払

利息等160,597,556円のほか、特別損失として県有財産売却損を合わせて総額3,302,682,022円と

なりました。

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。（２）

当年度における収益は、分譲代金480,391,065円、定期借地代金等22,560,016円のほか、特別利

益として退職給付金引当金取崩益を合わせて総額518,662,824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436,736,241円及び団地資産管理費

74,616,991円のほか、特別損失として県有財産売却損を合わせて総額521,980,124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、995,291,846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273,569台で前年度に比べて5.7％の増、駐車料金は

110,680,018円で前年度に比べて7.0%の増となりました。

当年度における収益は、駐車利用料金110,680,018円を計上したほか、長期前受金戻入等の計上

により総額148,887,780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

148,887,780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
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。（１）

当年度における収益は、賃貸料38,904,041円を計上しました。

費用は、管理費15,914,131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、22,989,910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113,004,712円、雑収益等18,661,411円を合わせて総額

131,666,123円を計上しました。

費用は、委託料49,209,172円、減価償却費52,924,766円等を合わせて総額152,718,959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、21,052,836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666,567,535円、雑収益等を合わせて総額667,251,230円を計

上しました。

費用は、賃借料201,927,261円、減価償却費124,971,567円等を合わせて総額502,417,972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164,833,258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29年度群馬県電気事業貸借対照表
（平成30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 36,100,717,147 ３　固　定　負　債 4,588,743,271

 (1)　電気事業固定資産     　　 27,730,578,160  (1)　企　業　債 856,414,959

電気事業固定資産 83,129,565,789  (2)　引　当　金 3,732,328,312

減価償却累計額 △ 55,398,987,629

 (2)　事業外固定資産 2,042,685,400 ４　流　動　負　債 1,731,147,902

事業外固定資産 2,481,078,417  (1)  企　業　債 250,678,732

減価償却累計額 △ 438,393,017  (2)  未　払　金 576,055,854

 (3)　固定資産仮勘定 3,171,411,518  (3)  未 払 費 用 792,440,733

 (4)　投資その他の資産 3,156,042,069  (4)  預　り　金 13,425,590

 (5)  引　当　金 98,546,993

２　流　動　資　産 33,985,128,758 ５　繰　延　収　益 1,442,293,976

 (1)  現金預金 33,296,910,955  (1)  長期前受金 1,442,293,976

 (2)  未 収 金 688,217,803

負債合計 7,762,185,149

６　資 　本 　金 55,417,531,775

 (1)　組入資本金 55,417,531,775

７　剰　 余　 金 6,906,128,981

 (1)  資本剰余金 77,744,903

 (2)  利益剰余金 6,828,384,078

資本合計 62,323,660,756
合　　　　計 70,085,845,905 合　　　　計 70,085,845,905

（単位　円）

金　　　　額

１　営　　　業　　　収　　　益 7,286,156,359

２　営　　　業　　　費　　　用 5,741,570,197

　　　　営　　業　　利　　益 1,544,586,162

３　営　　業　　外　　収　　益 121,913,529

４　営　　業　　外　　費　　用 72,259,530

　　　　経　　常　　利　　益 1,594,240,161

５　特      別      利      益 59,521,395

　　　　当年度純利益 1,653,761,556

　　　　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 265,878,720
　　　　当年度未処分利益剰余金 1,919,640,276

第２表　平成29年度群馬県電気事業損益計算書

科　　　　　　　　　　目

（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）
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第３表　平成29年度群馬県工業用水道事業貸借対照表
（平成30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 18,981,406,601 ３　固　定　負　債 7,811,881,819

 (1)　有形固定資産     　　 13,735,542,569  (1)　企　業　債 6,028,208,455

有形固定資産 29,711,294,930  (2)　他会計借入金 1,514,504,350

減価償却累計額 △ 15,975,752,361  (3)　引　当　金 269,169,014

 (2)　無形固定資産 3,453,662,326

 (3)　建設仮勘定 1,792,201,706 ４　流　動　負　債 996,540,163

 (1)　企　業　債 728,680,250

 (2)　他会計借入金 50,319,350

 (3)  未　払　金 195,119,192

 (4)  未　払　費　用 7,010,822

 (5)  預　り　金 534,163

 (6)  引　当　金 14,876,386

５　繰　延　収　益 4,165,406,654

 (1)　長期前受金 4,165,406,654

負債合計 12,973,828,636

２　流　動　資　産 1,150,369,023

 (1)  現金預金 938,471,117 ６　資 　本 　金 3,816,159,162

 (2)  未 収 金 211,897,906  (1)　資　本　金 3,816,159,162

７　剰　 余　 金 3,341,787,826

 (1)  資本剰余金 1,699,830,940

 (2)  利益剰余金 1,641,956,886

資本合計 7,157,946,988

合　　　　計 20,131,775,624 合　　　　計 20,131,775,624

（単位　円）
金　　　　額

１　営　　　業　　　収　　　益 1,666,467,910

２　営　　　業　　　費　　　用 1,404,505,608

　　　　営　　業　　利　　益 261,962,302

３　営　　業　　外　　収　　益 291,878,573

４　営　　業　　外　　費　　用 158,765,934

　　　　経　　常　　利　　益 395,074,941

５　特　　　別　　　利　　　益 8,449,169

　　　　当年度純利益 403,524,110

　　　　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 271,478,892

　　　　当年度未処分利益剰余金 675,003,002

科　　　　　　　　　　目

第４表　平成29年度群馬県工業用水道事業損益計算書
（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

-28-



第５表　平成29年度群馬県水道事業貸借対照表
（平成30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 67,131,400,300 ３　固　定　負　債 15,774,030,372

 (1)　有形固定資産     　　 40,971,445,744  (1)　企　業　債 15,179,403,382

有形固定資産 86,554,308,440  (2)　引　当　金 594,626,990

減価償却累計額 △ 45,582,862,696

 (2)　無形固定資産 14,268,777,611

 (3)　建設仮勘定 11,891,176,945 ４　流　動　負　債 3,907,261,820

 (1)  企　業　債 1,536,786,856

 (2)  未　払　金 2,302,795,962

 (3)  未払費用 19,878,817

 (4)  預　り　金 1,351,417

 (5)  引　当　金 46,448,768

５　繰　延　収　益 13,841,511,224

 (1)  長期前受金 13,841,511,224

負債合計 33,522,803,416

２　流　動　資　産 18,757,490,574

 (1)  現金預金 18,109,052,235 ６　資 　本 　金 40,583,811,872

 (2)  未 収 金 648,438,339  (1)　資　本　金 40,583,811,872

７　剰　 余　 金 11,782,275,586

 (1)  資本剰余金 1,980,008,129

 (2)  利益剰余金 9,802,267,457

資本合計 52,366,087,458

合　　　　計 85,888,890,874 合　　　　計 85,888,890,874

（単位　円）

金　　　　額

１　営　　　業　　　収　　　益 6,206,072,737

２　営　　　業　　　費　　　用 4,296,047,561

　　　　営　　業　　利　　益 1,910,025,176

３　営　　業　　外　　収　　益 493,020,672

４　営　　業　　外　　費　　用 399,934,844

　　　　経　　常　　利　　益 2,003,111,004

５　特　　　別　　　利　　　益 231,217,954

６　特　　　別　　　損　　　失 229,315,162

　　　　当年度純利益 2,005,013,796

　　　　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 1,558,428,931

　　　　当年度未処分利益剰余金 3,563,442,727

科　　　　　　　　　　目

第６表　平成29年度群馬県水道事業損益計算書
（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）
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第７表　平成29年度群馬県団地造成事業貸借対照表
（平成30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 13,290,741,239 ４　固　定　負　債 1,947,015,820

 (1)　分　譲　土　地    　　 2,098,890,753  (1)　企業債 866,600,000

 (2)　ニュータウン事業    　　 4,467,180,330  (2)　引当金 291,976,657

 (3)　土地造成勘定 　　 2,467,796,690  (3)  原価見返勘定 545,277,189

 (4)　ﾆｭｰﾀｳﾝ建設勘定 　　 4,256,873,466  (4)  その他固定負債 243,161,974

２　固　定　資　産 6,259,864,514 ５　流　動　負　債 2,161,806,185

 (1)　有形固定資産     　　 2,327,490,406  (1)  企業債 436,600,000

有形固定資産 2,715,767,872  (2)  未払金 1,532,042,186

減価償却累計額 △ 388,277,466  (3)  未払費用 7,936,303

 (2)　無形固定資産 2,137,065  (4)  預り金 382,737

 (3)　事業外固定資産 561,057,043  (5)  前受金 164,539,516

 (4)　投資その他の資産 3,369,180,000  (6)  引当金 20,305,443

３　流　動　資　産 12,306,226,308 ６　繰　延　収　益 2,500

 (1)  現金預金 12,184,920,026  (1)  長期前受金 2,500

 (2)  未 収 金 11,852,172

 (3)  貸倒引当金 △ 545,890 負債合計 4,108,824,505

 (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 2,789,377,993

 (1)  資本剰余金 2,000

 (2)  利益剰余金 2,789,375,993

資本合計 27,748,007,556

合　　　　計 31,856,832,061 合　　　　計 31,856,832,061
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（単位　円）
金　　　　額

１　土　地　造　成　事　業
 (1)　分　　譲　　収　　益 4,227,942,495
 (2)  営　業　雑　収　益 19,056,994
 (3)　造　　成　　原　　価 3,141,544,708
 (4)　団　地　資　産　管　理　費 146,477,277
　　　　　営　　業　　利　　益 958,977,504
 (5)　営　業　外　収　益 10,076,954
 (6)　営　業　外　費　用 14,120,279
　　　　　経　　常　　利　　益 954,934,179
 (7)　特　別　利　益 44,214,725
 (8)　特　別　損　失 539,758
　　　　　事　　業　　利　　益　　 998,609,146

２　ニ　ュ　ー　タ　ウ　ン　事　業
 (1)　営　　業　　収　　益 502,458,083
 (2)　営　　業　　費　　用 511,353,232
　　　　　営　　業　　損　　失 8,895,149
 (3)　営　業　外　収　益 492,998
　　　　　経　　常　　損　　失 8,402,151
 (4)　特　別　利　益 15,711,743
 (5)　特　別　損　失 10,626,892
　　　　　事　　業　　損　　失 3,317,300

　　　　　当年度純利益 995,291,846
　　　　　前年度繰越利益剰余金 0
　　　　　当年度未処分利益剰余金 995,291,846

第８表　平成29年度群馬県団地造成事業損益計算書
（平成29年4月1日から平成30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 2,452,991,494 ３　固　定　負　債 18,826,111

 (1)　有形固定資産     　　 2,452,960,615  (1)　引 当 金 18,826,111

有形固定資産 3,833,632,859

減価償却累計額 △ 1,380,672,244 ４　流　動　負　債 70,073,057

 (2)　無形固定資産 30,879  (1)　他会計借入金 20,318,932

 (2)  未 払 金 47,796,291

 (3)  未 払 費 用　 66,840

 (4)  預 り 金 2,016

 (5)  諸前受金 1,054,227

 (6)　引 当 金 834,751

２　流　動　資　産 69,234,663 ５　繰　延　収　益 568,763,251

 (1)  現金預金 14,101,552  (1)　長期前受金 568,763,251

 (2)  未 収 金 55,133,111

負債合計 657,662,419

６　剰　 余 　金 1,864,563,738

 (1)　資本剰余金 1,864,563,738

資本合計 1,864,563,738

合　　　　計 2,522,226,157 合　　　　計 2,522,226,157

（単位　円）

金　　　　額

１　営　　　業　　　収　　　益 114,202,167

２　営　　　業　　　費　　　用 145,288,529

　　　　営　　業　　損　　失 31,086,362

３　営　　業　　外　　収　　益 34,685,613

４　営　　業　　外　　費　　用 3,599,251

　　　　経　　常　　損　　失 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９表　平成29年度群馬県駐車場事業貸借対照表
（平成30年3月31日現在）

第１０表　平成29年度群馬県駐車場事業損益計算書
（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）
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第１１表　平成29年度群馬県施設管理事業貸借対照表
（平成30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 8,082,430,903 ３　固　定　負　債 1,589,703,181

 (1)  賃　貸　施　設 104,606,436  (1)　他会計借入金 1,357,995,923

     　賃　貸　施　設 437,163,657  (2)  引当金 228,542,768

       減価償却累計額 △ 332,557,221  (3)  その他固定負債 3,164,490

 (2)  賃　貸　ビ　ル 1,809,561,460

 　　　賃　貸　ビ　ル 4,368,107,858 ４　流　動　負　債 292,891,108

       減価償却累計額 △ 2,558,546,398  (1)  他会計借入金 162,903,514

 (3)  ゴ　ル　フ　場 5,487,263,007  (2)  未払金 120,698,986

 　　　ゴ　ル　フ　場 8,962,977,338  (3)  未払費用 56,663

       減価償却累計額 △ 3,475,714,331  (4)  預り金 348,927

 (4)　投資その他の資産 681,000,000  (5)  前受金 3,435,500

 (6)  引当金 5,447,518

２　流　動　資　産 964,676,185

 (1)  現金預金 789,739,642 ５　繰　延　収　益 2,783,443

 (2)  未 収 金 174,936,543  (1)  長期前受金 2,783,443

負債合計 1,885,377,732

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 1,812,914,672

 (1)  資本剰余金 1,165,583,358

 (2)  利益剰余金 647,331,314

資本合計 7,161,729,356

合　　　　計 9,047,107,088 合　　　　計 9,047,107,088
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（単位　円）
金　　　　額

１　格　納　庫　事　業
 (1)　営　　業　　収　　益 38,904,041
 (2)　営　　業　　費　　用 15,914,131
　　　　　営　　業　　利　　益 22,989,910
 (3)　営　業　外　収　益 0
 (4)　営　業　外　費　用 0
　　　　　経　　常　　利　　益 22,989,910
　　　　　事　　業　　利　　益　　 22,989,910

２　賃　貸　ビ　ル　事　業
 (1)　営　　業　　収　　益 127,068,278
 (2)　営　　業　　費　　用 152,718,918
　　　　　営　　業　　損　　失 25,650,640
 (3)　営　業　外　収　益 4,597,845
 (4)　営　業　外　費　用 41
　　　　　経　　常　　損　　失 21,052,836
　　　　　事　　業　　損　　失　　 21,052,836

３　ゴ　ル　フ　場　事　業
 (1)　営　　業　　収　　益 666,567,535
 (2)　営　　業　　費　　用 501,767,494
　　　　　営　　業　　利　　益 164,800,041
 (3)　営　業　外　収　益 683,695
 (4)　営　業　外　費　用 650,478
　　　　　経　　常　　利　　益 164,833,258
　　　　　事　　業　　利　　益　　 164,833,258

　　　　　当年度純利益 166,770,332
　　　　　前年度繰越利益剰余金 0
　　　　　当年度未処分利益剰余金 166,770,332

第１２表　平成29年度群馬県施設管理事業損益計算書
（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

科　　　　　　　　　　目
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