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13　連結貸借対照表
 

(1) 試算結果について（詳細については、45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

437万8千円

126万2千円

311万6千円

  市民1人あたりでは、資産合計は437万8千円、負債合計は126万2千円となり、その結
果、純資産合計は311万6千円となっています。

純資産合計 309万6千円         266万5千円

資　産　合　計

負　債　合　計

       負債合計　       1兆　7,433億円
         (資産合計の28.8%)

       純資産合計　   　4兆 3,052億円
資産合計　　６兆　485億円　

　全会計に加え、一部事務組合、地方公社及び第３セクター等を連結した財務書類で
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

1.27倍

1.64倍

1.17倍

A÷B

1.02倍

1.06倍

1.01倍

普通会計  C

4兆　7,466億円

1兆   　644億円

3兆　6,822億円

項目

         (資産合計の71.2%)

項目 全会計　　

全会計　B

5兆　9,183億円

1兆　6,404億円

4兆　2,779億円

連結　　A

6兆  　485億円

428万3千円

118万7千円

普通会計

　　　  343万5千円

             77 万 円

資　産　合　計

負　債　合　計

純 資 産 合 計

1兆　7,433億円

4兆　3,052億円
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〔参考〕

前年度の試算結果との比較

 

平成22年度　A 平成21年度　B A-B

公 共 資 産 5兆 6,727 億円 5兆 6,399 億円

投 資 等 1,758 億円 1,805 億円

流 動 資 産  2,000 億円  1,881 億円

繰 延 勘 定 0 億円 0 億円

1兆　7,433 億円 1兆　7,422 億円
（資産合計に占める割合　28.8％） （資産合計に占める割合　29.0％）

固 定 負 債 1兆  5,368 億円 1兆  5,551 億円

流 動 負 債 2,065 億円 1,871 億円

4兆  3,052 億円 4兆  2,663 億円
（資産合計に占める割合　71.2％） （資産合計に占める割合　71.0％）

 

（市民1人あたりの貸借対象表）

平成22年度　A 平成21年度  B A-B

11千円

△　6千円

項　　　目

 　　   126万2千円

資 産 合 計 　　　　437万8千円 　　　　437万3千円

純 資 産 合 計 　　　　311万6千円 　　　　310万5千円

　資産合計は、前年度比400億円の増、負債合計は11億円の増、純資産合計は389
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、71.2％（前年度は71.0％）となって
います。

　市民1人あたりでは、資産合計は、前年度比5千円の増、負債合計は6千円の減、
純資産合計は11千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    485 億円 6兆     85 億円

項　　　目

400 億円

     　△  47 億円

328 億円

119 億円

       0 億円

負 債 合 計  　　   126万8千円

194 億円

389 億円

5千円

11 億円

△183 億円
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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 3,980,832,853 ①普通会計地方債 867,673,439

②教育 837,979,698 ②公営事業地方債 479,427,994

③福祉 92,295,090  地方公共団体計 1,347,101,433

④環境衛生 453,139,655 (2) 関係団体

⑤産業振興 90,237,456 ①一部事務組合・広域連合地方債 466,667

⑥消防 36,934,886 ②地方三公社長期借入金 10,281,031

⑦総務 138,417,774 ③第三セクター等長期借入金 43,361,640

⑧収益事業 7,310,347  関係団体計 54,109,338

⑨その他 740,644 (3) 長期未払金 26,253,128

有形固定資産計 5,637,888,403 (4) 引当金 91,621,961

(2) 無形固定資産 27,722,792 （うち退職手当等引当金） 87,520,620

(3) 売却可能資産 7,092,031 （うちその他の引当金） 4,101,341

公共資産合計 5,672,703,226 (5) その他 17,734,960

固定負債合計 1,536,820,820

２　投資等

(1) 投資及び出資金 56,605,006 ２　流動負債

(2) 貸付金 33,039,056 (1) 翌年度償還予定額

(3) 基金等 44,197,670 ①地方公共団体 154,735,821

(4) 長期延滞債権 20,624,301 ②関係団体 5,035,170

(5) その他 25,014,754  翌年度償還予定額計 159,770,991

(6) 回収不能見込額 △ 3,698,429 (2) 短期借入金（翌年度繰上充用金を含む） 54,102

投資等合計 175,782,358 (3) 未払金 22,470,427

(4) 翌年度支払予定退職手当 13,323,921

(5) 賞与引当金 6,486,388

３　流動資産 (6) その他 4,409,725

(1) 資金 51,061,497 流動負債合計 206,515,554

(2) 未収金 23,482,566

(3) 販売用不動産 0 負　　債　　合　　計 1,743,336,374

(4) その他 126,767,913

(5) 回収不能見込額 △ 1,330,740

流動資産合計 199,981,236

純　 資　 産　 合　 計 4,305,130,446

４　繰延勘定 0

資　　産　　合　　計 6,048,466,820 負債及び純資産合計 6,048,466,820

川崎市貸借対照表(連結)
（平成２３年３月３１日現在）

借　　　　　　　　　　方 貸　　　　　　　　　　方


	0043　○連結貸借対照表　ｐ43
	Sheet1

	0044　○前年比較　ｐ44
	Ｐ

	0045　○連結BS　p45
	連結ＢＳ


