
東大阪市[全体] （単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 714,851 固定負債 418,422
有形固定資産 645,575 地方債等 334,631
事業用資産 274,215 長期未払金 -
土地 213,487 退職手当引当金 16,739
立木竹 - 損失補償等引当金 1,170
建物 138,612 その他 65,882
建物減価償却累計額 △ 78,338 流動負債 40,548
工作物 2,064 1年内償還予定地方債等 30,932
工作物減価償却累計額 △ 1,610 未払金 5,145
船舶 - 未払費用 -
船舶減価償却累計額 - 前受金 13
浮標等 - 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 2,149
航空機 - 預り金 1,490
航空機減価償却累計額 - その他 819
その他 - 458,970
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 - 固定資産等形成分 738,753

インフラ資産 362,635 余剰分（不足分） △ 434,134
土地 120,331 他団体出資等分 -
建物 2,407
建物減価償却累計額 △ 1,244
工作物 376,291
工作物減価償却累計額 △ 139,761
その他 2,035
その他減価償却累計額 △ 1,280
建設仮勘定 3,856

物品 25,856
物品減価償却累計額 △ 17,132

無形固定資産 34,777
ソフトウェア 2,196
その他 32,581

投資その他の資産 34,499
投資及び出資金 3,078
有価証券 -
出資金 3,078
その他 -

投資損失引当金 △ 384
長期延滞債権 4,598
長期貸付金 19,568
基金 8,349
減債基金 911
その他 7,438

その他 -
徴収不能引当金 △ 710

流動資産 48,738
現金預金 19,742
未収金 5,109
短期貸付金 1,722
基金 22,180
財政調整基金 18,961
減債基金 3,219

棚卸資産 8
その他 281
徴収不能引当金 △ 303

繰延資産 - 304,619
763,590 763,590

※ 四捨五入の関係で合計と内訳が一致しない場合があります。

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３1年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額



東大阪市[全体] （単位：百万円）

経常費用 281,340
業務費用 89,003
人件費 28,790
職員給与費 23,175
賞与等引当金繰入額 2,125
退職手当引当金繰入額 951
その他 2,539

物件費等 52,574
物件費 35,458
維持補修費 2,137
減価償却費 14,935
その他 44

その他の業務費用 7,638
支払利息 4,162
徴収不能引当金繰入額 535
その他 2,942

移転費用 192,337
補助金等 40,020
社会保障給付 152,150
他会計への繰出金 -
その他 168

経常収益 22,272
使用料及び手数料 17,608
その他 4,664

純経常行政コスト 259,069
臨時損失 226
災害復旧事業費 221
資産除売却損 4
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 -
その他 0

臨時利益 417
資産売却益 290
その他 127

純行政コスト 258,877

※ 四捨五入の関係で合計と内訳が一致しない場合があります。

行政コスト計算書
自　平成３０年４月１日　

至　平成３１年３月３１日

科目 金額



東大阪市[全体] （単位：百万円）

前年度末純資産残高 294,754 732,314 △ 437,560 -

純行政コスト（△） △ 258,877 △ 258,877 -

財源 268,537 268,537 -

税収等 147,701 147,701 -

国県等補助金 120,836 120,836 -

本年度差額 9,660 9,660 -

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 205

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 -

その他 -

本年度純資産変動額 9,865 6,440 3,426 -

本年度末純資産残高 304,619 738,753 △ 434,134 -

※ 四捨五入の関係で合計と内訳が一致しない場合があります。

純資産変動計算書
自　平成３０年４月１日　

至　平成３１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



東大阪市[全体] （単位：百万円）

【業務活動収支】
業務支出 267,122
業務費用支出 74,784
人件費支出 29,584
物件費等支出 38,171
支払利息支出 4,162
その他の支出 2,867

移転費用支出 192,337
補助金等支出 40,020
社会保障給付支出 152,150
他会計への繰出支出 -
その他の支出 168

業務収入 285,302
税収等収入 147,358
国県等補助金収入 117,167
使用料及び手数料収入 17,425
その他の収入 3,352

臨時支出 221
災害復旧事業費支出 221
その他の支出 -

臨時収入 -
業務活動収支 17,960
【投資活動収支】
投資活動支出 26,105
公共施設等整備費支出 17,502
基金積立金支出 3,830
投資及び出資金支出 70
貸付金支出 4,703
その他の支出 -

投資活動収入 9,350
国県等補助金収入 2,455
基金取崩収入 1,817
貸付金元金回収収入 3,094
資産売却収入 672
その他の収入 1,311

投資活動収支 △ 16,755
【財務活動収支】
財務活動支出 31,079
地方債償還支出 31,072
その他の支出 6

財務活動収入 29,954
地方債発行収入 29,954
その他の収入 -

財務活動収支 △ 1,125
80

14,107
-

14,186

前年度末歳計外現金残高 5,489
本年度歳計外現金増減額 66
本年度末歳計外現金残高 5,555
本年度末現金預金残高 19,742

※ 四捨五入の関係で合計と内訳が一致しない場合があります。

前年度末資金残高
比例連結割合変更に伴う差額
本年度末資金残高

資金収支計算書
自　平成３０年４月１日　
至　平成３１年３月３１日

科目 金額

本年度資金収支額


