
東大阪市[全体] （単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 710,673 固定負債 421,569
有形固定資産 641,253 地方債等 335,614
事業用資産 267,083 長期未払金 -
土地 213,701 退職手当引当金 17,646
立木竹 - 損失補償等引当金 1,282
建物 128,716 その他 67,027
建物減価償却累計額 △ 75,793 流動負債 40,381
工作物 2,019 1年内償還予定地方債等 31,068
工作物減価償却累計額 △ 1,559 未払金 5,179
船舶 - 未払費用 -
船舶減価償却累計額 - 前受金 25
浮標等 - 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 2,041
航空機 - 預り金 1,441
航空機減価償却累計額 - その他 627
その他 - 461,950
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 732,314

インフラ資産 366,138 余剰分（不足分） △ 437,560
土地 119,401 他団体出資等分 -
建物 2,407
建物減価償却累計額 △ 1,188
工作物 373,889
工作物減価償却累計額 △ 131,034
その他 2,035
その他減価償却累計額 △ 1,037
建設仮勘定 1,664

物品 24,941
物品減価償却累計額 △ 16,908

無形固定資産 36,073
ソフトウェア 2,647
その他 33,426

投資その他の資産 33,346
投資及び出資金 3,007
有価証券 -
出資金 3,007
その他 -

投資損失引当金 △ 384
長期延滞債権 5,073
長期貸付金 18,187
基金 8,363
減債基金 804
その他 7,559

その他 -
徴収不能引当金 △ 900

流動資産 46,031
現金預金 19,596
未収金 5,108
短期貸付金 1,487
基金 20,154
財政調整基金 16,940
減債基金 3,213

棚卸資産 8
その他 34
徴収不能引当金 △ 357

繰延資産 - 294,754
756,704 756,704

※ 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[全体] （単位：百万円）

経常費用 295,692
業務費用 91,121
人件費 29,466
職員給与費 23,362
賞与等引当金繰入額 2,017
退職手当引当金繰入額 1,484
その他 2,603

物件費等 54,221
物件費 29,541
維持補修費 9,767
減価償却費 14,869
その他 45

その他の業務費用 7,434
支払利息 4,380
徴収不能引当金繰入額 785
その他 2,269

移転費用 204,571
補助金等 49,423
社会保障給付 154,906
他会計への繰出金 -
その他 242

経常収益 21,201
使用料及び手数料 17,689
その他 3,512

純経常行政コスト △ 274,491
臨時損失 819
災害復旧事業費 -
資産除売却損 3
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 815
その他 2

臨時利益 895
資産売却益 773
その他 123

純行政コスト △ 274,415

※ 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[全体] （単位：百万円）

前年度末純資産残高 290,370 735,275 △ 444,905 -

純行政コスト（△） △ 274,415 △ 274,415 -

財源 277,658 277,658 -

税収等 178,300 178,300 -

国県等補助金 99,358 99,358 -

本年度差額 3,243 3,243 -

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 1,141

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 4,384 △ 2,962 7,346 -

本年度末純資産残高 294,754 732,314 △ 437,560 -

※ 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



東大阪市[全体] （単位：百万円）

【業務活動収支】
業務支出 281,116
業務費用支出 76,545
人件費支出 29,878
物件費等支出 39,983
支払利息支出 4,380
その他の支出 2,304

移転費用支出 204,571
補助金等支出 49,423
社会保障給付支出 154,906
他会計への繰出支出 -
その他の支出 242

業務収入 296,135
税収等収入 169,858
国県等補助金収入 97,265
使用料及び手数料収入 17,943
その他の収入 11,068

臨時支出 -
災害復旧事業費支出 -
その他の支出 -

臨時収入 -
業務活動収支 15,018
【投資活動収支】
投資活動支出 16,628
公共施設等整備費支出 8,701
基金積立金支出 4,875
投資及び出資金支出 117
貸付金支出 2,936
その他の支出 -

投資活動収入 9,045
国県等補助金収入 1,309
基金取崩収入 3,226
貸付金元金回収収入 3,025
資産売却収入 1,389
その他の収入 95

投資活動収支 △ 7,584
【財務活動収支】
財務活動支出 32,125
地方債償還支出 32,123
その他の支出 2

財務活動収入 27,766
地方債発行収入 27,770
その他の収入 △ 5

財務活動収支 △ 4,360
3,075
11,032

-
14,107

前年度末歳計外現金残高 5,333
本年度歳計外現金増減額 157
本年度末歳計外現金残高 5,489
本年度末現金預金残高 19,596

※ 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２９年４月１日　
至　平成３０年３月３１日

科目 金額

本年度資金収支額


