
東大阪市[連結] （単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 774,980 固定負債 452,707
有形固定資産 713,490 地方債等 355,889
事業用資産 297,123 長期未払金 -
土地 220,945 退職手当引当金 22,267
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 160,374 その他 74,551
建物減価償却累計額 △ 85,314 流動負債 48,085
工作物 2,810 1年内償還予定地方債等 32,466
工作物減価償却累計額 △ 1,749 未払金 9,703
船舶 - 未払費用 32
船舶減価償却累計額 - 前受金 56
浮標等 - 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 2,819
航空機 - 預り金 1,835
航空機減価償却累計額 - その他 1,174
その他 32 500,792
その他減価償却累計額 △ 14 【純資産の部】
建設仮勘定 41 固定資産等形成分 797,284

インフラ資産 397,518 余剰分（不足分） △ 458,698
土地 123,638 他団体出資等分 △ 1,268
建物 15,758
建物減価償却累計額 △ 9,019
工作物 424,000
工作物減価償却累計額 △ 168,909
その他 2,094
その他減価償却累計額 △ 1,280
建設仮勘定 11,236

物品 65,557
物品減価償却累計額 △ 46,707

無形固定資産 37,267
ソフトウェア 2,881
その他 34,387

投資その他の資産 24,222
投資及び出資金 1,974
有価証券 289
出資金 1,685
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 4,658
長期貸付金 7,444
基金 10,655
減債基金 911
その他 9,744

その他 227
徴収不能引当金 △ 735

流動資産 63,130
現金預金 31,965
未収金 8,646
短期貸付金 125
基金 22,180
財政調整基金 18,961
減債基金 3,219

棚卸資産 125
その他 434
徴収不能引当金 △ 344

繰延資産 - 337,318
838,110 838,110

※ 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[連結] （単位：百万円）

経常費用 361,331
業務費用 123,220
人件費 40,079
職員給与費 32,911
賞与等引当金繰入額 2,737
退職手当引当金繰入額 1,074
その他 3,356

物件費等 69,179
物件費 44,891
維持補修費 3,134
減価償却費 19,259
その他 1,896

その他の業務費用 13,962
支払利息 4,698
徴収不能引当金繰入額 560
その他 8,704

移転費用 238,111
補助金等 85,778
社会保障給付 152,150
他会計への繰出金 -
その他 183

経常収益 52,203
使用料及び手数料 33,177
その他 19,026

純経常行政コスト 309,129
臨時損失 415
災害復旧事業費 221
資産除売却損 44
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 -
その他 149

臨時利益 452
資産売却益 292
その他 160

純行政コスト 309,091

※ 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[連結] （単位：百万円）

前年度末純資産残高 325,627 794,526 △ 467,536 △ 1,364

純行政コスト（△） △ 309,091 △ 309,183 91

財源 320,896 320,891 4

税収等 162,855 162,854 1

国県等補助金 158,041 158,037 4

本年度差額 11,804 11,709 96

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 209

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 △ 322

その他 0

本年度純資産変動額 11,691 2,758 8,838 96

本年度末純資産残高 337,318 797,284 △ 458,698 △ 1,268

※ 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


