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令和2年9月、当公社は創立70周年を迎えました。

創立以来、戦後復興期や高度経済成長期の住宅不足の解消・
都市の不燃化への対応、少子高齢社会においては高齢者及び子
育て世帯への支援や団地におけるコミュニティ形成など、常に未来
を見据え、時代の変化に応じた役割を果たしてきました。

近年は、自然災害リスクの増大、新型コロナウイルス感染症の発
生など社会情勢が大きく変化しており、防災への取組みの充実や新
しい生活様式への対応が求められております。

そのため、耐震改修の推進や団地自治会の活動支援など、災害
が発生した際の被害を低減する取組みはもちろん、団地見守りの拡
充や自治会との連携など高齢者、子育て世帯への支援を強化しつ
つ、新しい生活・コミュニティを構築していきます。

神奈川県の住宅政策の一翼を担う社会的企業として、社会情勢
等の変化に応じた取組みを進め、持続可能な社会の再構築を目指
し、県民の皆様の安心・安全・豊かな「暮らし」を支え続けます。

理事長

浅羽 義里

～未来へ、これからも～
神奈川県住宅供給公社は、安心・安全・豊かな「暮らし」を支え続けます



Ⅰ 神奈川県住宅供給公社の概要
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神奈川県住宅供給公社とは

昭和25年9月神奈川県の出資で「財団法人神奈川県住宅供給公社」として設立（昭和26年1月川崎市出資、昭和27年3月横浜市出資）。

昭和41年6月に地方住宅供給公社法に基づく特別法人「神奈川県住宅供給公社」に組織変更しました。

神奈川県内、特に横浜市・川崎市を中心に約13,700戸の一般賃貸住宅を所有し、安定した不動産賃貸事業の運営を行うとともに保有する

団地を中心とした資産を持続可能な社会の再構築のために利活用しています。

また、30年前（介護保険制度ができる以前）より、介護付有料老人ホーム事業に取組み、超高齢社会に適応した事業とノウハウを蓄積し、

社会還元に努めています。

名称 神奈川県住宅供給公社

所在地 横浜市中区日本大通33番地

総人数 97名［内訳：役員7名｜職員74名｜その他16名］（令和2年3月31日現在）

事業収益 159.8億円

経常利益 22.9億円

当期純利益 7.7億円

資産合計 1,922.2億円

令和元年度損益状況

3,000万円 ［出資者：神奈川県 1,500万円｜横浜市 750万円｜川崎市 750万円］

資本金

主な事業［令和2年3月31日現在］

種別 内訳 団地数等 戸数等 事業収益

一般賃貸住宅事業 一般賃貸住宅 113団地 13,717戸 87.2億円

高齢者住宅事業 介護付有料老人ホーム 7施設 969室 35.6億円

賃貸施設事業 店舗・事務所、駐車場 57箇所 13,785台 27.8億円

当公社は、令和2年9月15日に創立
70周年を迎えました。これからも社
会から必要とされる存在であり続け
るため、持続可能な社会の再構築
を目指し、これからの“住まいと暮ら
し”を提案してまいります。

AA+［安定的］

株式会社日本格付研究所（JCR）
2021年2月24日付
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マンションタイプ
ルリエ新川崎〔川崎市幸区〕

神奈川県全域に物件を所有

収益性が高いマンションタイプは横浜・川崎地区が中心
戸数（地区別割合）

事業収益（地区別割合）

横浜
35.3%

川崎
14.9%

湘南
10.1%

厚木
11.5%

相模原
11.7%

伊勢原・西湘・

湯河原
16.5%

戸数
13,717戸

横浜
39.8%

川崎
26.7%

湘南
8.6%

厚木
8.2%

相模原
8.0%

伊勢原・西湘・

湯河原
8.7%

団地タイプ
浦賀団地〔横須賀市〕

横浜・川崎が2分の1

横浜・川崎で3分の2

※令和2年3月末時点

6



8,083 

8,127 

8,376 
8,415 

8,446 

92.4%
92.1%

92.2%

92.7%
92.4%

H27 H28 H29 H30 R1

安定した賃貸住宅ニーズを背景に、一般賃貸住宅事業は
安定的な収益を継続

高い入居率と安定した家賃収入

コロナ禍でも新規物件の順調な稼働で家賃収入は堅調に推移

家賃収入・入居率

入居率

家賃収入［百万円］

公社統合ファシリティマネジメント（FM）システムの導入に
より効率のよい業務体制を構築

公社
統合FMシステム

約13,700戸
住宅戸別の
データベース
住戸単位で

あらゆる情報を管理

コールセンター

内製化により直接お客様の
ニーズの把握と広告の成果判断

募集強化

退去と入居をリアルタイムで
把握、退去入居割合の
プライマリーバランス化と

入居率向上

入居契約・顧客情報

業務の短縮と正確な顧客情報の
把握によりトレンドを先取り

修繕

大規模修繕の平準化と
全住戸の修繕履歴

団地

団地基礎情報・周辺エリア情報

棟

棟別の建築情報・資産情報
建替え、長寿命化の
フィジビリティ・スタディ

財務

修繕履歴を把握し
長期戦略策定

各種分析

年度

契約者本人の年齢層は、60歳以上の割合が約57%

高齢者世帯は居住年数が長い傾向があり、家賃収入も安定

入居者の年齢層
※令和2年3月末時点

60歳未満
42.7%

60-69歳
17.6%

70歳以上
39.7%
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横浜 326室（横浜市旭区）

超高齢社会に対応した30年前からの歴史とノウハウ

介護付有料老人ホーム（入居時自立）

「ヴィンテージ・ヴィラ」シリーズ
介護付有料老人ホーム5施設818室を展開

全入居者約900名（平均年齢85歳）を対象に健康寿命
の延伸に取組んでいる

超高齢社会に対応した30年前からの
歴史とノウハウ
来るべき高齢社会を予測して30年前に、
この事業に取り組む。

1990 2020

20年前
介護保険施行・
トレクォーレ横浜開設

27年前｜
向ヶ丘開設

24年前｜
洋光台開設

22年前｜
相模原開設

20年前｜
横須賀開設

7年前
サ高住開設

30年前
横浜開設

横浜若葉台 92室（横浜市旭区）

介護付有料老人ホーム
（介護専用型）

「トレクォーレ」シリーズ

要介護度の高い「ヴィンテージ・ヴィラ」
入居者の移り住み提携施設

横浜若葉台・横須賀の2施設（151室）

を展開

コンチェラート相武台 62戸（相模原市南区）

サービス付き高齢者向け住宅

安否確認等の生活支援サービスを提供

訪問介護事業所や訪問診療所、
デイサービスなどを併設

コロナ禍でも入居率は堅調に推移

ヴィンテージ・ヴィラ入居率

95.0% 94.7% 95.0% 95.0% 94.7%

H27 H28 H29 H30 R1
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神奈川県の住宅政策における公社の位置付け

神奈川県住生活基本計画とは

神奈川県が策定した2016年度から2025年度までの

住まい・まちづくりの目標を定めた基本計画

神奈川県住生活基本計画と当公社の関連性［代表的な例を抜粋］

基本計画における県の目標 住宅供給公社が果たす役割

若年・子育て世代が安心して暮らせる住生活の実現

高齢者の多様な住生活の実現

住宅確保要配慮者の居住の安定確保

安全で良質な住宅ストックの形成と有効活用

まち・住宅地の魅力の維持・向上と大規模災害への備え

多彩で多様な神奈川の魅力を活かした住生活の実現

入居時の初期費用を抑えるフリーレントの取組

各種高齢者住宅・地域拠点の整備促進

要配慮者に即した良質な賃貸住宅の提供

建替え、修繕・改修等ストックの効率的な更新

団地を活用した防災活動の拠点づくり
団地活性化モデル事業の実施

居住コミュニティの創出を担う人材の活用

当
公
社

その他、「神奈川県高齢者居住安定確保計画」、「神奈川県県営住宅 健康団地推進計画」、

「神奈川県賃貸住宅供給促進計画」、「地域住宅計画（神奈川県地域）」にも当公社の役割が記載

目標
1

目標
2

目標
3

目標
5

目標
8

目標
9

神奈川県の住宅政策の執行機関としての役割を担っている
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住み続けられる
まちづくりを

つくる責任
つかう責任

エネルギーを
みんなにそして
クリーンに

すべての人に
健康と福祉を

陸の豊かさも
守ろう

当公社事業とSDGsとの繋がり

国連で採択されたSDGs（持続可能な開発目標）と、当公社が行う事業との高い親和性

SDGs「持続可能な開発目標」とは?

SDGs（Sustainable Development Goals）は 「持続可能な開発目標」を意味し、
持続可能な開発のための17のグローバル目標と169のターゲット（達成基準）から
なる、国連の開発目標を指す

神奈川県がSDGs未来都市に選定
当公社の設立団体である神奈川県が、内閣府の「SDGs未来都市」及び「自治体
SDGsモデル事業」として、都道府県では唯一選定（2018.6.15）

当公社の取組
神奈川県が定める「かながわSDGsパートナー」制度［第1期］に登録（2019.4）

神奈川県が展開するSDGsの各種取組みに貢献

かながわSDGsパートナーバッジ

当公社のSDGs事業

①まちづくりと地方創生 フロール元住吉建替／二宮団地の取組みなど

②環境 メガソーラー／県内産木材活用など

③健康と福祉 介護付有料老人ホーム／サービス付き高齢者向け住宅など
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Ⅱ SDGsの視点と当公社の事業内容
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交通至便な“川崎”において「子育て世代応援マンション」をコンセプ
トに認可保育所を併設

フロール新川崎（川崎市幸区）

住民同士の交流を促進するレイアウト、1階に認可保育所を併設

ミキハウス子育て総研による“「子育てにやさしい」住まいと環境”に認定

平成29年3月竣工、総戸数174戸

認可保育所

「住む」から「暮らしを楽しむ」賃貸住宅

フロール元住吉（川崎市中原区）

令和元年12月竣工
総戸数153戸

入居者専用の多目的スペース「シェアラウンジ」

大型ビジョンでスポーツ観戦や、趣味の会を開く等、

コミュニケーションの場として利用

地域交流スペース「となりの.」

居住者と近隣住民が利用できる地域交流拠点

カフェ、コワークスペース、放課後見守り事業等を
実施

人と人との“縁”が生まれる
新しい暮らし方を提案

守人による有人管理方式を採用し、シェアラウ
ンジでのイベント企画等、入居者の快適な暮ら
しをサポート

シェアラウンジ

交流イベント

「となりの.」での放課後サポート

当公社のSDGs事業（まちづくりと地方創生）
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東京や横浜方面への通勤に便利な東急田園都市線「梶が谷」駅より徒歩12分

不動が丘団地2棟をマンションタイプに建替え

フロール梶が谷（川崎市高津区）

令和3年2月竣工、総戸数106戸

〈新型コロナウイルス感染症対策〉

接触機会を減らすため現地での入居者募集は行わず、

モデルルームの360°画像を専用HPに掲載して対応

忙しい共働き世帯の毎日を

サポートするすっきり収納

日々の家事や暮らしをサポートするアイディアを

家事・収納アドバイザー監修のもと設計。

入居者専用シェアラウンジ

カウンターでテレワークや一人の時間を過ごしたり、

居住者間の交流としても利用可能。

テレワークや書斎としても利用可能な

DENがあるプラン

テレワークにも最適な小上がりの書斎スペース。

畳の下は収納として利用可能。

共働き世帯が暮らしやすい様々なアイディアと機能を盛り込む

DEN（テレワークや書斎として利用可能） シェアラウンジ

不動が丘団地（8・9号棟）
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郊外型大規模団地の様々な課題に対し、団地特性や地域資源を活用し地域住民や地方公共団体・企業・大学等
との連携により様々な取組みを実践・推進

横浜若葉台団地における取組み

コミュニティ・オフィス&

ダイニング春

⚫団地住民がスタッフとして活躍

⚫食事の提供や子育て世代に
向けた情報発信

地域交流拠点「ひまわり」

⚫誰でも自由に過ごせる多世代
交流の場

⚫県の未病センターにも認証

体験入居室

⚫無料で宿泊でき、団地生活を
体験

SDGs若葉台フロント

⚫横浜市（SDGs未来都市）との協
働による企業等との連携プロジェ
クトを実践

⚫企業の実証実験を受入れ、地域
だけでは解決できないまちづくり
の課題に取組む

オンデマンドバス実証実験

京セラIoT宅配ボックス実証実験

当公社のSDGs事業（まちづくりと地方創生）
15



相武台団地における取組み

グリーンラウンジ・プロジェクト

⚫ “空き店舗”と“広場”を活用し様々な
イベントを開催

商店会と協力しイベントを開催（令和2年撮影）

多目的・多世代交流拠点「ユソーレ相武台」
⚫新しい学びと創造の場となる「ワークショップスペース」、健康維持中心の「デイ
サービス」、健康・美容・癒しなどの効果をもたらす「ミスト岩盤浴」など、子育て世
代からシニア世代まで幅広い世代が集う、これからの地域に必要な多目的・多
世代交流拠点で県の未病センターにも認証

こども食堂

⚫商店街の空き店舗を活用して、地元
有志と共同で毎月開催

ユソーレ相武台［名称の由来］

ユ：「You」「湯」の意味

（あたたかさを表現）

ソーレ：イタリア語の太陽、

沖縄方言の「めんそーれ」

（いらっしゃい）

ほのぼのマルシェ
⚫ コロナ禍でも、できることから始めて
いきたいという商店街の皆様の想い
から発案されたイベント

⚫開催規模を大幅に縮小し、消毒や来
場者の管理を行うなど感染症対策を
徹底し開催

コロナ禍でも感染症対策を徹底して開催（令和2年撮影）団地包括ケア

団地内にサービス付き高齢者向け住宅（コン
チェラート相武台）を整備
あわせてデイサービス施設、訪問診療施設な
どを整備

⚫グループ会社とともに「居宅介護支援事業
（ケアマネージメント）・訪問介護事業」を展開

地域交流スペースでのイベント
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当公社のSDGs事業（まちづくりと地方創生）

地域が抱える課題の解消に向け、持続可能なまちの再構築をテーマに「二宮団地再編プロジェクト」を実施
地域住民、二宮町、当公社の三者が連携して地域課題に対応する「一色小学校区地域再生協議会」を組成、
地域と連携し、団地生活の魅力づくりを推進

賃貸住宅のリノベーショ

ン制度の導入や共同農

園の運営、地域イベント

の開催等、新たな事業

を実施

コミュニティの衰退

空家増加に
よる家賃収入減

少子化による
小学校廃校危機

お試し移住者と先輩移住者の交流会（令和2年撮影）

国土交通省の補助事業として二宮団地の空き家などを利用した
２泊３日のお試し移住を企画（令和2年11月）。応募の２倍を超える申込者を獲得

団地だけではなく地域の活性化を目指す
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改修前 改修後

入居者自身が自由に住戸をリノベーション

菜園・田んぼで農業体験

音楽祭の開催 コミュナルダイニングの運営

アグリサポーター制度～団地に住んで“農”で地域を活性化～

二宮団地に住みながら、公社が行っている団地・地域の活性化に向けた主に“農”
の取組みに賛同し協力いただける方を募集し、5名が参加!!

持続可能な地域の魅力づくり

団地への更なる移住者増

地元で盛んな“農”を
活用した

アグリサポーター
制度

好みやライフスタイルに合わせた暮らしを実現可能なセルフリノベーション 二宮こども音楽祭
令和2年度は無観客でYou tube配信

食を通じて地域の人が繋がるいろり端

共同菜園 小田原市小竹の公社所有の田んぼ

18



大学名 団地名 内容

ヴィンテージ・ヴィラ

浦賀

・公社経営の施設・団地において栄養調査に関する研究の実
施や健康教育プログラムの開発、健康的な食事メニューの
共同企画・提供
・食を通じた介護予防・食育セミナーの実施
・学生の入居によるコミュニティ形成・強化

緑ヶ丘

・「ミドラボ」と名付けた教育・研究プロジェクトを立ち上げ
・学生によるリノベーションプランの設計や室内環境測定の
検討
・大学の専門分野を活かした空家等の利活用や新たな住ま
い方の提案
・ミドラボオープンハウスと題した地域イベントの開催

横浜若葉台
・実証実験として大学が開発したアプリ「若葉台バスどこ」によ
り、コミュニティバスや一部市営バスの位置情報を可視化・
確認できるサービスを地域で利用

相武台
・団地内にある商店街等との地域連携（商店街の「ひよここど
も食堂」などで活躍）
・学生入居によるコミュニティ形成・強化

相武台
・商店街の一角に整備した花壇で苗植えイベントを開催
・鉢植え体験等を通じた多世代交流イベントを学生が主体と
なり開催

伊勢原ほか
・１棟を学生入居用に改修。改修計画には学生も参加
・学生入居によるコミュニティ形成・強化

竹山
・上層階の空住戸を法人契約で大学に賃貸し、学生生活・
部活動と並行して地域活動に参画・協力

東京工芸大学

「ミドラボ」学生デザインコンペ2019

相模女子大学・相模女子大学短期学部

相武台団地商店街で開催されている
「ひよここども食堂」で活躍中の学生たち

当公社のSDGs事業（まちづくりと地方創生）

神奈川県立保健福祉大学

学生も参加した団地コンサート

大学との連携 高齢化、衰退化が進む団地において、大学のそれぞれの専門分野を活かし、
団地・地域のコミュニティの活性化、課題解決に取組んでいます
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開発に伴い樹木を伐採

SGET中井メガソーラー発電所

14haに太陽電池パネル約4万枚を敷設

開発時では県内3番目の出力規模で、一般家庭2,870世帯分を発電

当公社のSDGs事業（環境）

県・中井町・民間事業者と提携し、大規模メガソーラー事業を展開

伐採した樹木を建替物件や子育て支援施設の内装材等に有効活用

フロール横浜山手（横浜市中区）
2016年度神奈川建築コンクール最優秀賞受賞

横浜若葉台子育て支援施設「そらまめ」（横浜市旭区）
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団地のリノベーション・本社ビルの情報発信拠点の整備に県内産の木材を活用

リノベーションプラン

自然豊かな二宮団地で、木の温もりあふれるリノベーション

県内産の杉を使用し、デザインから施工までを地元の木材業協同組合と連携して実施

県内経済に寄与する地産地消、地域創生型プラン

公社情報発信拠点「Kosha33」

本社ビル1階を情報発信の拠点として整備する際に温かみのある空間づくりに

県内産の木材や竹炭を活用

一棟まるごとリノベーション「アンレーベ横浜星川」（横浜市保土ヶ谷区）

築60年以上が経過し、建物の経年劣化が進み、設備面でも性能が劣っていた「桜ヶ丘共同住宅」を既存ストックの活

用として、建物長寿命化と居住性能の向上を企図（2019年改修完了）

屋上防水

排水管外出し

外断熱化外壁塗装

デザイン性向上フルリノベーション

取組みの
概要

本社ビル１階のフローリング二宮団地でのリノベーション

リニューアル前「桜ヶ丘共同住宅」（左） リニューアル後「アンレーベ横浜星川」（右）県内産の杉のフローリング
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人生100歳時代を迎え、健康寿命を延伸していつまでも健康に暮らす

要支援・要介護認定者を減らす取組み

食のちから

フードプロジェクトによる

健康メニューの提供

運動のちから

運動プロジェクトによる

新たなアクティビティへの取組み

音楽・美・創作のちから

歌とアートの発表会等による

生きがいの創出

食事
健康で健やかな生活を送れるよう、グ

ループ会社でフード業務を直営化し

「食事・栄養」をサポート

運動
「寝たきり」「うつ病」「認知症」予防

に最適な運動環境を提供

生きがい
入居者によるコーラスや絵画・陶

芸などの成果を大舞台で発表
（令和2年度は開催中止）

当公社のSDGs事業（健康と福祉）
23



コロナ禍の取組み

▶ 解雇等により住居等から退去を余儀なくされた住居確保困難者の方々を対象

とした一般賃貸住宅への期限付き入居を実施

▶ 一般賃貸住宅及び公社賃貸施設の家賃等の支払いを、一定期間猶予する

特別措置を実施

▶ 高齢者施設における感染防止策や面会制限を実施

▶ 公社社屋では、来館者を対象に警備員による検温の実施 など

団地活性サポーター制度の導入
公社の団地に居住しながら、大学での専門分野を活かし地域コミュニティの活性
化を公社、地域住民とともに目指す制度

孤立死等の取組み
自治会や自治体、民間企業等と連携し「見守りネットワーク」を拡充

各自治体

自治会
など

新聞
販売店
など

浦賀団地夏祭り イベント（学生主催）後のお茶会

高齢者施設における非接触型検温

社屋入口での検温の実施
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Ⅲ 財務状況と神奈川県住宅供給公社債券
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科目 H25年度からの3箇年計画 H28年度からの3箇年計画 R1年度からの2箇年計画

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

事業収益 173 166 162 160 160 160 156 160

事業原価・一般管理費 153 146 141 138 134 135 134 139

経常利益 20 20 21 20 20 20 21 20

当期利益 22 20 14 21 19 20 20 18

借入金残高 1,199 1,158 1,144 1,091 1,054 1,018 983 973

◼ 年間経常利益 20億円以上を毎期達成

◼ 県損失補償残高を令和2年度末まで解消

◼ 県利子補給を令和2年度末までに終了

◼ 格付会社によるAAの格付維持、公社債の継続発行
２箇年
計画

経営計画の策定

注) 億円単位で四捨五入表示しているため、合計の数字が整合しない場合があります。

（単位：億円）

科 目

27

平成25年6月 『経営理念』 『今後10箇年の経営の基本方針』 『 10箇年計画（平成25～34年度）』『3箇年計画（平成25～27年度）』 からなる経営計画を策定

平成28年6月 経営計画改定。『3箇年計画（平成28～30年度）』を策定。全ての3箇年計画目標を順調に達成

令和元年8月 『2箇年計画（令和元～2年度）』を策定。2箇年計画目標を順調に達成（経常利益目標はR1年度まで達成）

現在、神奈川県の住宅政策の一翼を担う社会的企業としての役割を踏まえた『5箇年計画（令和3～7年度）』を策定中である

科目 H25年度からの3箇年計画 H28年度からの3箇年計画 R1年度からの2箇年計画

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

事業収益 169 165 160 157 157 157 160 ‐
事業原価・一般管理費 137 135 133 130 126 130 136 ‐

経常利益 30 27 25 25 31 27 23 ‐
当期利益 36 26 16 23 17 18 8 ‐

借入金残高 1,199 1,151 1,127 1,091 1,038 983 983 ‐

目標

実績

経営計画



社債

55億円
5%

金融機関

921億円
80%

それ以外

175億円
15%

借入金残高と公社債の割合

28

借入金残高の推移

800

900

1,000

1,100

1,200

1,300

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

（億円） H24年度末
1,234億円

R1年度末
983億円

借入先別の借入金残高

令和元年度末の借入金残高は983億円（社債54%、金融機関44%）

金融機関からの借入金は5～10年契約のため、借換が発生

新規事業資金や金融機関からの借換資金の一部を

債券発行により調達することで、投資家の皆様との継続的な

関係強化を図る

平成26年度末
市場公募債導入初年度

合計
1,151億円

令和元年度末

合計
977億円

それ以外
24億円

2%

社債
530億円

54%

金融機関
429億円

44%



年度

（単位：百万円）

貸借対照表

令和元年度資産・負債の状況

⚫総資産は昨年度対比で約9億円の増加

⚫利益剰余金を含む、資産合計から負債合計を差し引いた

資本合計は620億円

⚫自己資本比率は平成24年度以来着実に上昇しており、

令和元年度末時点では32.2%

⚫借入金残高については、P28で説明

自己資本比率の推移

23.2%

25.3%

26.8%

27.6%

29.1%

30.3%

32.0%

32.2%

22

24

26

28

30

32

34

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

（%）

科目 H30年度 R1年度 増減

流動資産 9,913 10,373 460

現金預金 5,214 5,290 76

有価証券 4,000 4,000 0

未収金 255 257 2

分譲事業資産 - 382 382

前払金 409 407 -2

その他流動資産 56 60 4

貸倒引当金 -21 -23 -2

固定資産 181,366 181,848 482

賃貸事業資産 172,322 174,299 1,977

事業用土地資産 2,740 1,498 -1,242

その他事業資産 5,813 5,484 -329

有形固定資産 368 321 -47

無形固定資産 94 199 105

その他固定資産 141 131 -10

貸倒引当金 -112 -83 29

資産合計 191,279 192,221 942

科目 H30年度 R1年度 増減

流動負債 16,941 32,732 15,791

次期返済社債 5,500 - -5,500

次期返済長期借入金 7,894 29,211 21,317

未払金 2,608 2,627 19

前受金 96 8 -88

預り金 756 787 31

その他の流動負債 87 99 12

固定負債 113,144 97,523 -15,621

社債 44,000 53,000 9,000

長期借入金 40,954 16,082 -24,872

預り保証金 3,565 3,500 -65

長期前受金 10,030 10,449 419

繰延建設補助金 4,800 4,682 -118

引当金 9,782 9,799 17

その他固定負債 13 11 -2

負債合計 130,085 130,256 171

資本金 30 30 0

剰余金 61,164 61,935 771

負債及び資本合計 191,279 192,221 942
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28.2 
30.1 

26.9 
25.0 24.7 

31.3 

26.8 

23.0 

16.7 16.7 16.3 
15.6 15.7 

20.0 

17.0 

14.3 

10

15

20

25

10

20

30

40

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

（%）（億円）

損益計算書

科目 H30年度 R1年度 増減

事業収益［a］ 15,728 15,984 256

分譲事業収益 - 414 414

賃貸管理事業収益 15,380 15,234 -146

賃貸住宅管理事業収益 8,955 8,796 -159

⚫一般賃貸住宅事業管理事業収益 8,869 8,715 -154

⚫特優賃借上住宅管理事業収益 86 80 -6

ケア付高齢者住宅管理事業収益 3,507 3,565 58

サービス付き高齢者向け
住宅管理事業収益

94 98 4

賃貸施設管理事業収益 2,824 2,775 -49

管理受託住宅管理事業収益 100 94 -6

その他事業収益 248 242 -6

事業原価［b］ 12,326 12,841 515

分譲事業原価 - 417 417

賃貸管理事業原価 12,056 12,149 93

賃貸住宅管理事業原価 5,913 5,972 59

⚫一般賃貸住宅事業管理事業原価 5,815 5,867 52

⚫特優賃借上住宅管理事業原価 98 105 7

ケア付高齢者住宅管理事業原価 3,996 4,025 29

サービス付き高齢者向け
住宅管理事業原価

101 119 18

賃貸施設管理事業原価 2,046 2,034 -12

管理受託住宅管理事業原価 112 110 -2

その他事業原価 158 165 7

一般管理費［c］ 722 727 5

科目 H30年度 R1年度 増減

事業利益［d = a - b - c］ 2,680 2,415 -265

その他経常収益［e］ 612 580 -32

その他経常費用［f］ 615 702 87

経常利益［g = d + e - f］ 2,676 2,293 -383

特別利益［h］ - - -

特別損失［i］ 925 1,522 597

当期純利益［j = g + h - i］ 1,752 771 -981

（単位：百万円）

令和元年度売上構成

令和元年度損益の概要

⚫事業収益は160億円、事業利益は24億円。

⚫経常利益は23億円、当期純利益は8億円。

分譲

4億円
3%

一般賃貸

87億円
55%

ケア付き高齢者

36億円
22%

賃貸施設・駐車場

28億円
17%

その他

5億円
3%

経常利益と売上高経常利益率の推移

年度

経常利益［億円｜左目盛り］

売上高経常利益率［%｜右目盛り］

財務諸表等、経営・財務に関する情報は、
QRコードより当公社WEBサイトをご参考く
ださい

中長期的な経営の安定を図るため、経常利益20億円
を確保しつつ計画的な建替や修繕への再投資を実施
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回号 発行日 格付 年限 発行額 利率 国債対比SP

1回 2014年12月(償還済) AA 5年 55億円 0.321% 25bp

2回 2015年12月 AA+ 10年 100億円 0.679% 35bp

3回 2016年4月 AA+ 10年 170億円 0.320% 絶対値

4回 2018年4月 AA+ 10年 100億円 0.325% 29bp

5回 2018年4月 AA+ 20年 70億円 0.709% 20bp

6回 2019年4月 AA+ 10年 40億円 0.215% 27bp

7回 2019年4月 AA+ 20年 50億円 0.534% 18bp

8回 2020年4月 AA+ 10年 40億円 0.260% 25bp

9回 2020年4月 AA+ 20年 60億円 0.489% 16bp

時期 最速2021年4月を予定

年限・発行額 20年・発行額未定

主幹事 野村證券（事務主幹事）
三菱UFJモルガン・スタンレー証券

公社債券の発行目的

新たな資金調達手法を確立し、将来にわたり安定的な資金調達を可能とするため、

2014年12月より市場公募債を導入

資金使途 新規事業資金や借換資金の一部に充当

BISリスクウェイト 20%（地方三公社）

発行体格付
（2021年2月24日）

格付事由（抜粋）

⚫設立団体である神奈川県の信用力、県の住宅政策における明確な役割、相応

の事業規模、比較的良好な財務基盤などを反映

⚫ 21/3期をもって利子補給が終了となる見込みであり、県への財政依存はなくな

る。もっとも、住宅セーフティネット機能の強化を柱とする県住宅政策において

公社の存在意義は高い

⚫県との人的な結びつきも強化されており、県の公社に対する経営関与は引き続

き強く働くとJCRはみている

⚫今後、賃貸資産の質の向上に向けて投資が増える見通しだが、有利子負債を

一定の水準に抑える方針などを踏まえれば、財務の健全性は維持されるとみ

られる

AA+（安定的）

これまでの発行実績

2021年度発行計画

神奈川県住宅供給公社債券
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格付に関する情報は、QRコードより
当公社WEBサイトをご参考ください

公社名 格付 備考

神奈川県住宅供給公社※ AA+（安定的）JCR JCR：
（株）日本格付研究所、

R&I：
（株）格付投資情報センター

※市場公募債起債団体

東京都住宅供給公社※ AA（安定的）R&I

大阪府住宅供給公社※ AA-（安定的）R&I

横浜市住宅供給公社 AA-（安定的）R&I



Ⅳ 参考資料
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設立団体（神奈川県）との関係

⚫設立根拠法の定めにより、運営上重要な事項については、国の認可や神奈川県

の承認等を受けて事業を遂行

⚫公社が財政的自立を図りながら公共的役割を果たしていくため、県の住宅政策と

の連携を図る

役職 氏名 形態 備考

理事長 浅羽義里 常勤 神奈川県副知事（前職）

専務理事 仲野直哉 常勤

理事 藤巻均 非常勤 神奈川県環境農政局長（前職）

理事 松下克彦 常勤

理事 岡部直人 常勤

理事 塩川圭一 非常勤 神奈川県県土整備局建築住宅部長

監事 塚原雅人 非常勤 公認会計士

当公社 県

事業計画・資金計画の承認

効果検証・報告

ガバナンス・コンプライアンス

⚫経営における透明性・公正性の確保とともに、適正かつ効率的な事業運営を図る

ための体制構築

⚫ガバナンス体制は大きく、（1）法に基づくもの、（2）県による指導、監督等、（3）内

部管理、（4）監査法人による監査実施、から構成

公社法に基づく主な認可、承認等

設立、定款及び業務方法書の認可等 国土交通大臣

理事長及び監事の任命及び解任 神奈川県知事

事業計画及び資金計画の承認

財務諸表及び業務報告書の提出

解散 国土交通大臣・神奈川県議会

報告及び検査 国土交通大臣・神奈川県知事

監督命令

違法行為に対する措置

主な社内会議・委員会

理事会（不定期）
理事長及び理事をもって構成され、毎事業年度の予定貸借対照表、予定損益計算書
及び決算等、業務管理上重要な事項について審議

評議員会（不定期）
神奈川県知事、横浜市長、川崎市長の推薦するものにつき、理事長が委嘱する。定
款又は業務方法書の変更、基本財産たる財産の変更等について諮問する

経営会議（原則毎月2回）
理事長、専務理事、理事、 監事、各統括部長、 部長及び担当部長をもって構成さ
れ、経営計画の進捗管理など公社経営における重要事項について意思決定を行う

コンプライアンス委員会（原則毎月1回）
総務担当理事を委員長、監事を顧問として、公社における職務執行の法令並びに定
款及び規定適合性を確保するための活動を実施

設立団体（神奈川県）との関係／ガバナンス・コンプライアンス
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⚫役員のうち理事長及び監事は神奈川県知事が任命。理事は理事長が任命する

こととされている



大規模災害対応への取組み

大規模自然災害や感染症など非常時における対応体制の整備に取組む

中間階免震レトロフィット（耐震性向上）

（横浜若葉台３-７号棟）

本社ビル避難訓練（横浜公園での点呼の様子） 仮支柱で上階を支え、

柱を部分撤去し免震装置を設置

34

事業継続への対応

●BCP計画策定 ●災害用無線機器を用いた関連施設との訓練

●地震や津波などを想定した本社ビル避難訓練 ●自宅から本社までの参集訓練

●各自の携帯端末等を利用した安否確認訓練 ●全従業員にPCを貸与し、テレワーク体制を構築

団地での災害対応
●災害用ベンダー機（飲料等の自動販売機）を団地に設置

●建物の耐震性の向上

公的な役割

●被災された方への公社住宅の提供（一時提供・応急仮設住宅）

●津波避難ビルとしての公社住宅の活用と公社団地の防災活動拠点としての活用

●神奈川県が被災した場合には、これまでのノウハウを活かし、下記の支援体制の構築

◎被災市町村の復興計画策定などの技術支援にかかる支援要員の派遣

◎被災地方公共団体が実施する復興整備事業の支援

◎応急仮設住宅建設用地の提供 等



不動産賃貸事業の背景となる神奈川県の優位性

都内へのアクセスの良さと強いビジネス環境
東京に隣接した立地と充実した交通網、空と海の玄関口となっており、
神奈川県から様々な地域へアクセスが可能。

東京へ直結する神奈川県内の鉄道路線

JR東日本

東海道本線

京浜東北線

湘南新宿ライン

横須賀線

横浜線

相模線

JR東海

東海道新幹線

リニア中央新幹線

東京の主要駅

新宿

川崎港

横須賀

・・・

橋本

新横浜

川崎

品川

渋谷

羽田空港

神奈川県駅
（仮称）

小田原

横浜

横浜港

相模原

東京私鉄

東急線

京王線

京急線

小田急線

相鉄線

都内への所要時間

■横浜駅から東京駅まで25分（東海道線利用）
品川駅まで18分（東海道線利用）
渋谷駅まで26分（東急線利用）

■小田原駅から新宿駅まで78分（小田急線利用）
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12,257円

22,223円

横浜

東京

2006年より人口は全国2位を維持（920万人）

人口推移・増加数
出所： 総務省 人口推計 各年10/1時点の人口を2019年まで集計

コロナ禍においても神奈川県の転入は超過

都道府県別転出入増減［2020年4～12月］
出所： 総務省 住民基本台帳人口移動報告

48社

-49社

35社 32社

神奈川県 東京都 埼玉県 千葉県

東京と比べ低い水準

平均オフィス賃貸料の比較｜坪単価［円／坪］
出所： 三鬼商事株式会社 令和2年11月時点の集計

神奈川県への本社移転 転入超が全国最多

2019年の企業本社転出入増減
出所： 帝国データバンク

10,473人

-12,290人

11,160人

8,244人

神奈川県 東京都 埼玉県 千葉県
1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.30

8.5

8.7

8.9

9.1

9.3

9.5

平成16年 平成19年 平成22年 平成25年 平成28年 令和元年

（億人）（百万人）

全国［右目盛り］ 神奈川県［左目盛り］
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当公社のあゆみ（1/2）

1945

戦
後
復
興
期

1950年昭和25年 9月 ［財］神奈川県住宅公社の設立
神奈川県の出資で、設立（昭和26年1月川崎市出資昭和27年3月横浜市出資）

1951年昭和26年 8月

1953年昭和28年

一般賃貸住宅第1号「大和町」48戸竣工

日本初の「下駄バキ住宅」（弁天通原ビル）の完成戦後、焼け野原になった
神奈川県内において、住宅供給を
目的とし、神奈川県により設立

当時の住宅スタンダードは
木造の中、水洗トイレ付きの
RC（鉄筋コンクリート）造を建設

戦後日本の住宅スタンダードを構築

1955 1956年昭和31年 5月

1960年昭和35年12月

分譲住宅第1号「木月住宅・上丸子住宅」竣工

汐見台団地（約72ha）（横浜市磯子区）着工

1961年昭和36年 3月 ［社］神奈川県住宅保全協会の設立

1962年昭和37年10月

12月

市街地改造資金使用第1号「追浜共同ビル」着工

二宮団地（約71.9ha）（二宮町）着工

1963年昭和38年 2月 ［財］神奈川県団地住宅福祉協会の設立

1964年昭和39年 7月 相武台団地（約31.4ha）（相模原市）着工

神奈川県では
造船・家電・自動車産業の
振興が進み、県外から
大量の人が流入

県外から流入した多くの産業従事者のために
住宅が必要とされ、「団地」を建設

「夢の団地」は多くの人々の憧れ

1965 1965年昭和40年 6月 地方住宅供給公社法の公布

高
度
成
長
期

1966年昭和41年 6月 神奈川県を設立者として特別法人「神奈川県住宅供給公社」に組織を変更

11月

12月

1968年昭和43年 8月

1972年 昭和47年

1973年昭和48年 1月

5月

勤労者分譲（積立）住宅第1号「相武台団地」着工

高層住宅第1号「たまプラーザ駅前分譲住宅」着工

竹山団地（約45ha）（横浜市緑区）着工

短期分譲方式採用

現社屋ビル竣工

横浜若葉台団地（約90ha）（横浜市旭区）着工

1975 1977年昭和52年 3月 初の市街地再開発事業「小田原セントラルハイツ」

1978年昭和53年 9月 ［財］若葉台管理センターの設立

横浜若葉台団地第1期竣工入居開始

復
興
か
ら
開
発

大
量
供
給
か
ら
管
理
へ

大和町

汐見台団地

竹山団地
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当公社のあゆみ（2/2）

横浜若葉台団地

フロール新川崎

団
地
再
生

持
続
可
能
な
社
会

世界トップレベルの

長寿高齢化社会の到来

来るべき高齢化社会を予測し、
ケア付高齢者住宅に着手

1985 1985年昭和60年 3月 公社施行として全国初の厚木市中町再開発事業竣工

バ
ブ
ル
時
代

1989年平成元年 1月 ［財］シニアライフ振興財団の設立

1月
1990年平成2年 6月
1991年平成3年 7月
1993年平成5年 12月

建替事業第1号「フロール新杉田」竣工
公的住宅供給機関によるケア付高齢者住宅第1号「ヴィンテージ・ヴィラ横浜」竣工
優良再開発事業第1号「宮川町二丁目地区優良再開発建築物整備促進事業」着工
特定優良賃貸住宅第1号「グリーンパレス本郷台［借上公共賃貸住宅］」竣工

1995 1996年平成8年 6月
1998年平成10年 3月

11月
1999年平成11年 3月
2000年平成12年 6月
2001年平成13年 2月

3月

公的住宅供給機関として初の定期借地権付住宅を供給「プレナタウン相模原」竣工
定期借地権付マンション「プレナステージ横浜・新本牧」竣工
免震分譲住宅第1号「ガーデンハイツ藤が丘」竣工
介護付有料老人ホーム（介護型）第1号「トレクォーレ横浜若葉台」竣工
超高層住宅第１号「ウェルシティ横須賀」竣工
免震一般賃貸住宅第1号「フロール横浜入江町第1」竣工
高齢者向け優良賃貸住宅第1号「ヴィアンフォーレ鶴舞」竣工

少
子
高
齢
社
会建物の経年劣化と

団地入居者の高齢化

ハードとソフト両面に対応した
建替と団地再生に着手

2005 2006年平成18年 1月 神奈川県「公社民営化の基本方針」を通知

超
少
子
高
齢
社
会

2010年平成22年 9月 「平成27年4月の株式会社化」の民営化方針を発表

2013年平成25年 住宅団地型既存住宅流通促進モデル事業採択を受け
横浜若葉台、相武台で団地再生に向けた取組みを開始

10月 神奈川県「公社民営化の基本方針」を廃止

サービス付き高齢者向け住宅「コンチェラート相武台」竣工

社会環境の変化に応じて、

当公社はその役割を果たしていく

持続可能な社会の再構築を目指し、
保有する団地を利活用

2015 2015年平成27年 4月
6月

2016年平成28年 3月
4月
4月

2017年平成29年 3月
2018年平成30年 2月

4月
2019年平成31年 3月
2019年令和元年 9月

12月
12月

2020年令和2年 1月
2020年令和2年 9月
2021年令和3年 2月

「SGET中井メガソーラー発電所」発電開始
昭和26年8月竣工の一般賃貸住宅第1号「大和町」の建替事業「フロール横浜山手」竣工
建替事業「フロール川崎戸手」（旧「戸手団地」）竣工
神奈川県立保健福祉大学との「健康寿命の延伸」を目指す取組みの連携協定の締結
二宮団地再編事業「湘南二宮さとやま@コモン」の着手
建替事業「フロール新川崎」（旧「北加瀬第3･第4団地」）竣工
東京工芸大学との団地活性化に関する連携協定の締結
神奈川県住宅供給公社社屋にKosha33をオープン
フルリノベーション「アンレーベ横浜星川」（旧「桜ヶ丘共同住宅」）竣工
多目的・多世代交流拠点「ユソーレ相武台」竣工
公社初の有人管理「フロール元住吉」（旧「北加瀬第1、第2団地」）竣工
相模女子大学・相模女子大学短期大学部との団地活性化の連携・協力に関する協定の締結
東海大学との神奈川県西部を中心とした地域創生に関する協定の締結
公社創立70周年
建替事業「フロール梶が谷」（旧「不動が丘団地（8・9号棟跡地））竣工

フロール元住吉

フロール梶が谷

38

建替え予定団地

事業 団地名 所在 敷地面積 竣工年度（予定）

建替 栗田谷団地 横浜市神奈川区六角橋 約3,850㎡ 令和４年度

建替 横浜井土ヶ谷共同ビル 横浜市南区井土ヶ谷中町 約3,902㎡ 令和５年度

建替 弁天通3-2 横浜市中区弁天通 約1,080㎡ 令和５年度



公社賃貸住宅（当公社） 県営住宅 都市再生機構（UR）

根拠法 地方住宅供給公社法 公営住宅法 独立行政法人 都市再生機構法

目的
勤労者に対し居住環境の良好な
集団住宅を供給

住宅に困窮する低額所得者に対して
低廉な家賃で賃貸

良好な居住環境を備えた賃貸住宅の
安定的な確保居住環境の
向上を通じた都市再生

供給・管理 公社が建設、管理
県が建設、管理
管理については、平成18年度より
指定管理者制度を導入

独立行政法人都市再生機構が
建設、管理

管理戸数
13,717戸
（令和2年3月31日現在）

45,615戸
（令和2年3月31日現在）

神奈川県内71,928戸
（令和2年3月31日現在）

入居者資格 家族のほか、単身者も入居可能 夫婦または親子を主体とした家族
家族のほか、
単身または複数での入居可能

※令和３年２月末日現在

公的賃貸住宅の中での棲み分け

月収基準

区分 月収額（年収額）

A
家賃が
39,500円以下

15.8万円
（189.6万円）以上

B

家賃が
39,500円超
9万円未満

家賃の
4倍（48倍）以上

C
家賃が
9万円以上

36万円（432万円）以上

家賃額
（世帯申込の場合）

基準月収額

82,500円未満

家賃額の4倍
（例）家賃額
6万円の住戸の
基準月収額は家賃額の
4倍の24万円

82,500円以上
20万円未満

33万円（固定額）

20万円以上 40万円（固定額）

区分 公営・改良の別 月収額(所得額）

原則
階層

公営住宅 158,000円以下

改良住宅 114,000円以下

裁量
階層 公営住宅

158,001円以上
214,000円以下

改良住宅
114,001円以上
139,000円以下

出所：神奈川県
※令和２年12月末日現在

出所：独立行政法人 都市再生機構
※令和２年12月現在
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神奈川県住宅供給公社
総務部 財務経理課

所在地 〒231-8510 横浜市中区日本大通33番地

TEL 045-651-1844

FAX 045-661-1505

URL http://www.kanagawa-jk.or.jp/

E-mail info@kanagawa-jk.or.jp

本件に関するお問い合わせ先

◼ 本資料は、債券投資家のみなさまへの情報提供のみを目的としたものであり、債券の募集・売出、売買などの
勧誘を目的としたものではありません

◼ 債券のご投資判断にあたりましては、当該債券の発行などにあたり作成された最終の債券内容説明書などに
記載された条件、内容や仕組み、及びその他入手可能な直近の情報などを必ずご確認いただきますよう
お願い申し上げます

◼ また、本資料中で示された将来の見通しまたは予測は、当公社として現時点で妥当と考えられる範囲内に
あるものの、確実な実現を約束するものではありません


