
東大阪市[連結] （単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 788,259 固定負債 477,511
有形固定資産 727,996 地方債等 372,686
事業用資産 301,668 長期未払金 -
土地 223,058 退職手当引当金 25,504
立木竹 - 損失補償等引当金 468
建物 169,157 その他 78,854
建物減価償却累計額 △ 91,952 流動負債 50,515
工作物 3,529 1年内償還予定地方債等 35,015
工作物減価償却累計額 △ 2,164 未払金 9,505
船舶 - 未払費用 43
船舶減価償却累計額 - 前受金 67
浮標等 - 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 2,944
航空機 - 預り金 1,474
航空機減価償却累計額 - その他 1,466
その他 32 528,026
その他減価償却累計額 △ 5 【純資産の部】
建設仮勘定 14 固定資産等形成分 819,476

インフラ資産 402,936 余剰分（不足分） △ 496,975
土地 121,686 他団体出資等分 △ 1,452
建物 15,840
建物減価償却累計額 △ 8,515
工作物 416,715
工作物減価償却累計額 △ 150,664
その他 796
その他減価償却累計額 △ 246
建設仮勘定 7,325

物品 71,541
物品減価償却累計額 △ 48,149

無形固定資産 38,113
ソフトウェア 1,933
その他 36,179

投資その他の資産 22,150
投資及び出資金 1,583
有価証券 80
出資金 1,503
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 5,745
長期貸付金 5,643
基金 9,571
減債基金 804
その他 8,767

その他 354
徴収不能引当金 △ 745

流動資産 60,565
現金預金 30,275
未収金 10,697
短期貸付金 89
基金 19,738
財政調整基金 16,532
減債基金 3,206

棚卸資産 213
その他 498
徴収不能引当金 △ 945

繰延資産 251 321,049
849,075 849,075

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計

貸借対照表
（平成２９年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額



東大阪市[連結] （単位：百万円）

経常費用 363,464
業務費用 122,111
人件費 40,563
職員給与費 31,812
賞与等引当金繰入額 3,059
退職手当引当金繰入額 2,438
その他 3,254

物件費等 68,743
物件費 39,914
維持補修費 9,649
減価償却費 17,914
その他 1,266

その他の業務費用 12,805
支払利息 5,546
徴収不能引当金繰入額 960
その他 6,298

移転費用 241,353
補助金等 90,181
社会保障給付 149,490
他会計への繰出金 -
その他 1,683

経常収益 45,862
使用料及び手数料 31,741
その他 14,121

純経常行政コスト △ 317,603
臨時損失 19,747
災害復旧事業費 -
資産除売却損 468
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 498
その他 18,781

臨時利益 1,816
資産売却益 433
その他 1,383

純行政コスト △ 335,534

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

行政コスト計算書
自　平成２８年４月１日　

至　平成２９年３月３１日

科目 金額



東大阪市[連結] （単位：百万円）

前年度末純資産残高 329,264 795,348 △ 464,647 △ 1,437

純行政コスト（△） △ 335,534 △ 335,512 △ 22

財源 323,324 323,324 0

税収等 192,372 192,372 -

国県等補助金 130,952 130,952 0

本年度差額 △ 12,210 △ 12,189 △ 21

固定資産等の変動（内部変動）

有形固定資産等の増加

有形固定資産等の減少

貸付金・基金等の増加

貸付金・基金等の減少

資産評価差額 -

無償所管換等 3,149

他団体出資等分の増加 6 6

他団体出資等分の減少 - -

比例連結割合変更に伴う差額 △ 64

その他 904

本年度純資産変動額 △ 8,215 24,129 △ 32,329 △ 15

本年度末純資産残高 321,049 819,476 △ 496,975 △ 1,452

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

純資産変動計算書
自　平成２８年４月１日　

至　平成２９年３月３１日

科目 合計 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

他団体出資等分


