
東大阪市[連結] （単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 771,600 固定負債 457,524
有形固定資産 709,831 地方債等 357,939
事業用資産 289,747 長期未払金 -
土地 221,039 退職手当引当金 23,553
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 149,741 その他 76,031
建物減価償却累計額 △ 82,057 流動負債 48,750
工作物 2,634 1年内償還予定地方債等 32,481
工作物減価償却累計額 △ 1,649 未払金 10,421
船舶 - 未払費用 57
船舶減価償却累計額 - 前受金 63
浮標等 - 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 2,638
航空機 - 預り金 1,672
航空機減価償却累計額 - その他 1,417
その他 32 506,274
その他減価償却累計額 △ 10 【純資産の部】
建設仮勘定 16 固定資産等形成分 791,867

インフラ資産 401,318 余剰分（不足分） △ 464,877
土地 122,744 他団体出資等分 △ 1,364
建物 15,705
建物減価償却累計額 △ 8,756
工作物 421,780
工作物減価償却累計額 △ 159,704
その他 2,073
その他減価償却累計額 △ 1,037
建設仮勘定 8,513

物品 63,369
物品減価償却累計額 △ 44,603

無形固定資産 38,124
ソフトウェア 2,779
その他 35,345

投資その他の資産 23,645
投資及び出資金 1,903
有価証券 288
出資金 1,614
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 5,073
長期貸付金 6,613
基金 10,673
減債基金 804
その他 9,869

その他 307
徴収不能引当金 △ 924

流動資産 60,301
現金預金 31,540
未収金 8,494
短期貸付金 114
基金 20,154
財政調整基金 16,940
減債基金 3,213

棚卸資産 150
その他 253
徴収不能引当金 △ 405

繰延資産 - 325,627
831,900 831,900

※ 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３０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 373,060
業務費用 122,864
人件費 40,909
職員給与費 32,771
賞与等引当金繰入額 2,551
退職手当引当金繰入額 2,160
その他 3,427

物件費等 70,407
物件費 38,246
維持補修費 10,875
減価償却費 19,372
その他 1,914

その他の業務費用 11,548
支払利息 4,975
徴収不能引当金繰入額 806
その他 5,767

移転費用 250,196
補助金等 94,083
社会保障給付 154,906
他会計への繰出金 -
その他 1,207

経常収益 48,855
使用料及び手数料 32,303
その他 16,552

純経常行政コスト △ 324,205
臨時損失 266
災害復旧事業費 -
資産除売却損 19
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 -
その他 247

臨時利益 1,470
資産売却益 808
その他 662

純行政コスト △ 323,001

※ 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２９年４月１日　

至　平成３０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 320,802 810,600 △ 488,345 △ 1,452

純行政コスト（△） △ 323,001 △ 323,087 86

財源 327,243 327,240 3

税収等 191,951 191,951 -

国県等補助金 135,291 135,289 3

本年度差額 4,241 4,153 89

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 1,145

他団体出資等分の増加 - -

他団体出資等分の減少 - -

比例連結割合変更に伴う差額 △ 562

その他 -

本年度純資産変動額 4,825 △ 18,732 23,468 89

本年度末純資産残高 325,627 791,867 △ 464,877 △ 1,364

※ 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２９年４月１日　

至　平成３０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


