
８　連結貸借対照表
 

(1) 試算結果について（詳細については、33頁参照）

(2) 全会計・普通会計との比較

(3) 市民1人あたりの貸借対照表

連結

442万2千円

　131万4千円    

310万8千円

  市民1人あたりでは、資産合計は442万2千円、負債合計は131万4千円となり、その結
果、純資産合計は310万8千円となっています。

純資産合計 308万8千円         266万1千円

       負債合計　       1兆　7,855億円
         (資産合計の29.7%)

       純資産合計　   　4兆 2,246億円
資産合計　　６兆　101億円　

　全会計に加えて、一部事務組合、地方公社及び、第３セクター等を連結し、出資法人等
も含めた資産と負債の状況を表したもので、出資法人等も含めてどれだけの資産と負債
を有しているのか把握することができます。

  連結貸借対照表と全会計貸借対象表を比較して見ると、負債合計の倍率が他の項目と
比較して大きくなっていますが、これは土地開発公社、住宅供給公社等で負債合計の比
率が高いことによるものです。

A÷C

1.29倍

1.70倍

1.17倍

A÷B

1.03倍

1.08倍

1.01倍

普通会計  C

4兆　6,664億円

1兆   　501億円

3兆　6,154億円

全会計　B

5兆　8,471億円

1兆　6,501億円

4兆　1,970億円

連結　　A

6兆  　101億円

1兆　7,855億円

4兆　2,246億円

資　産　合　計

負　債　合　計

純 資 産 合 計

項目

         (資産合計の70.3%)

項目

資　産　合　計

負　債　合　計

全会計　　

430万2千円

121万4千円

普通会計

　　　  343万4千円

          77万3千円
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（単位：千円）

[資産の部] [負債の部]

１　公共資産 １　固定負債

(1) 有形固定資産 (1) 地方公共団体

①生活ｲﾝﾌﾗ・国土保全 3,943,424,223 ①普通会計地方債 832,171,621

②教育 822,462,633 ②公営事業地方債 510,266,361

③福祉 93,758,483  地方公共団体計 1,342,437,982

④環境衛生 459,744,016 (2) 関係団体

⑤産業振興 94,135,454 ①一部事務組合・広域連合地方債 383,333

⑥消防 36,487,851 ②地方三公社長期借入金 21,271,298

⑦総務 142,293,234 ③第三セクター等長期借入金 53,761,019

⑧収益事業 8,374,003  関係団体計 75,415,650

⑨その他 771,507 (3) 長期未払金 25,196,254

有形固定資産計 5,601,451,404 (4) 引当金 98,391,777

(2) 無形固定資産 27,858,482 （うち退職手当等引当金） 91,900,986

(3) 売却可能資産 9,510,733 （うちその他の引当金） 6,490,791

公共資産合計 5,638,820,619 (5) その他 19,078,216

固定負債合計 1,560,519,879

２　投資等

(1) 投資及び出資金 45,599,522 ２　流動負債

(2) 貸付金 36,464,374 (1) 翌年度償還予定額

(3) 基金等 47,323,366 ①地方公共団体 156,476,673

(4) 長期延滞債権 21,024,182 ②関係団体 2,850,172

(5) その他 31,969,161  翌年度償還予定額計 159,326,845

(6) 回収不能見込額 △ 2,591,826 (2) 短期借入金（翌年度繰上充用金を含む） 11,649,000

投資等合計 179,788,779 (3) 未払金 23,905,340

(4) 翌年度支払予定退職手当 17,385,555

(5) 賞与引当金 8,262,951

３　流動資産 (6) その他 4,453,902

(1) 資金 57,529,530 流動負債合計 224,983,593

(2) 未収金 24,527,976

(3) 販売用不動産 0 負　　債　　合　　計 1,785,503,472

(4) その他 110,891,791

(5) 回収不能見込額 △ 1,478,462

流動資産合計 191,470,835

純　 資　 産　 合　 計 4,224,576,761

４　繰延勘定 0

資　　産　　合　　計 6,010,080,233 負債及び純資産合計 6,010,080,233

川崎市貸借対照表(連結)
（平成２１年３月３１日現在）

借　　　　　　　　　　方 貸　　　　　　　　　　方
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〔参考〕

前年度の試算結果との比較

 

平成20年度　A 平成19年度　B A-B

公 共 資 産 5兆 6,388 億円 5兆 5,605 億円

投 資 等 1,798 億円 1,864 億円

流 動 資 産  1,915 億円  2,019 億円

繰 延 勘 定 0 億円 0 億円
1兆　7,855 億円 1兆　7,790 億円

（資産合計に占める割合　29.7％） （資産合計に占める割合　29.9％）

固 定 負 債 1兆  5,605 億円 1兆  5,534 億円

流 動 負 債 2,250 億円 2,256 億円
4兆  2,246 億円 4兆  1,697 億円

（資産合計に占める割合　70.3％） （資産合計に占める割合　70.1％）

 

（市民1人あたりの貸借対象表）

平成20年度　A 平成19年度  B A-B

　65 億円

71 億円

783 億円

△ 104 億円

       0億円

負 債 合 計 　　　　132万7千円

△6 億円

549 億円

△　1万5千円

　資産合計は、前年度比614億円の増、負債合計は65億円の増、純資産合計は549
億円の増となっています。
　また、資産合計に占める純資産合計の割合は、70.3％（前年度は70.1％）となって
います。

  　　　　※平成１９年度の数値は普通会計の金額を「総務省方式改訂モデル」によるものに修正

　市民1人あたりでは、資産合計は、前年度比1万5千円の減、負債合計は1万3千円
の減、純資産合計は2千円の減となっています。

負 債 合 計

純 資 産 合 計

資 産 合 計 6兆  101億円 5兆  9,487億円

項　　　目

  　614 億円

     　△　66 億円

△   　　2千円

△　1万3千円

項　　　目

 　　   131万4千円

資 産 合 計 　　　　442万2千円 　　　　443万7千円

純 資 産 合 計 　　　　310万8千円 　　　 　311万円
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