
東大阪市[全体] （単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 725,694 固定負債 439,647
有形固定資産 656,887 地方債等 349,411
事業用資産 278,075 長期未払金 -
土地 215,675 退職手当引当金 20,378
立木竹 - 損失補償等引当金 468
建物 147,905 その他 69,391
建物減価償却累計額 △ 86,300 流動負債 42,249
工作物 2,911 1年内償還予定地方債等 33,385
工作物減価償却累計額 △ 2,124 未払金 4,289
船舶 - 未払費用 -
船舶減価償却累計額 - 前受金 29
浮標等 - 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 2,432
航空機 - 預り金 1,305
航空機減価償却累計額 - その他 809
その他 - 481,896
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 9 固定資産等形成分 746,920

インフラ資産 367,979 余剰分（不足分） △ 456,310
土地 118,291 他団体出資等分 -
建物 2,351
建物減価償却累計額 △ 1,142
工作物 368,649
工作物減価償却累計額 △ 122,362
その他 777
その他減価償却累計額 △ 246
建設仮勘定 1,662

物品 32,864
物品減価償却累計額 △ 22,032

無形固定資産 35,814
ソフトウェア 1,667
その他 34,148

投資その他の資産 32,993
投資及び出資金 2,906
有価証券 -
出資金 2,906
その他 -

投資損失引当金 △ 384
長期延滞債権 5,745
長期貸付金 18,340
基金 7,130
減債基金 804
その他 6,326

その他 -
徴収不能引当金 △ 743

流動資産 46,561
現金預金 18,118
未収金 7,715
短期貸付金 1,489
基金 19,738
財政調整基金 16,532
減債基金 3,206

棚卸資産 73
その他 313
徴収不能引当金 △ 884

繰延資産 251 290,610
772,507 772,507

※ 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[全体] （単位：百万円）

経常費用 300,327
業務費用 100,691
人件費 33,532
職員給与費 26,268
賞与等引当金繰入額 2,410
退職手当引当金繰入額 2,163
その他 2,692

物件費等 58,847
物件費 34,979
維持補修費 8,821
減価償却費 14,975
その他 72

その他の業務費用 8,312
支払利息 5,061
徴収不能引当金繰入額 953
その他 2,298

移転費用 199,636
補助金等 49,548
社会保障給付 149,490
他会計への繰出金 -
その他 598

経常収益 27,600
使用料及び手数料 24,179
その他 3,421

純経常行政コスト △ 272,727
臨時損失 19,500
災害復旧事業費 -
資産除売却損 307
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 468
その他 18,726

臨時利益 1,762
資産売却益 433
その他 1,329

純行政コスト △ 290,465

※ 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[全体] （単位：百万円）

前年度末純資産残高 302,951 737,683 △ 434,732 -

純行政コスト（△） △ 290,465 △ 290,465 -

財源 274,556 274,556 -

税収等 178,434 178,434 -

国県等補助金 96,122 96,122 -

本年度差額 △ 15,909 △ 15,909 -

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 3,118

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 450

本年度純資産変動額 △ 12,341 9,237 △ 21,578 -

本年度末純資産残高 290,610 746,920 △ 456,310 -

※ 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



東大阪市[全体] （単位：百万円）

【業務活動収支】
業務支出 285,908
業務費用支出 86,285
人件費支出 33,300
物件費等支出 45,580
支払利息支出 5,060
その他の支出 2,346

移転費用支出 199,623
補助金等支出 49,548
社会保障給付支出 149,490
他会計への繰出支出 -
その他の支出 586

業務収入 294,695
税収等収入 169,603
国県等補助金収入 89,980
使用料及び手数料収入 23,866
その他の収入 11,246

臨時支出 -
災害復旧事業費支出 -
その他の支出 -

臨時収入 3,101
業務活動収支 11,887
【投資活動収支】
投資活動支出 22,429
公共施設等整備費支出 14,029
基金積立金支出 3,270
投資及び出資金支出 594
貸付金支出 4,266
その他の支出 270

投資活動収入 10,845
国県等補助金収入 2,992
基金取崩収入 4,594
貸付金元金回収収入 2,518
資産売却収入 667
その他の収入 75

投資活動収支 △ 11,584
【財務活動収支】
財務活動支出 28,659
地方債償還支出 28,656
その他の支出 3

財務活動収入 27,337
地方債発行収入 26,882
その他の収入 456

財務活動収支 △ 1,322
△ 1,018
13,706

-
12,688

前年度末歳計外現金残高 5,486
本年度歳計外現金増減額 △ 56
本年度末歳計外現金残高 5,430
本年度末現金預金残高 18,118

※ 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。

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２８年４月１日　
至　平成２９年３月３１日

科目 金額

本年度資金収支額


