
東大阪市[全体] （単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 735,440 固定負債 411,176

有形固定資産 665,488 地方債等 324,447
事業用資産 296,832 長期未払金 -

土地 211,762 退職手当引当金 16,443
立木竹 - 損失補償等引当金 1,314
建物 165,700 その他 68,972
建物減価償却累計額 △ 81,074 流動負債 43,099
工作物 2,108 1年内償還予定地方債等 34,904
工作物減価償却累計額 △ 1,664 未払金 3,145
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 2,225
航空機 - 預り金 1,562
航空機減価償却累計額 - その他 1,250
その他 - 454,275
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 760,256

インフラ資産 359,047 余剰分（不足分） △ 430,624
土地 121,298 他団体出資等分 -
建物 2,407
建物減価償却累計額 △ 1,298
工作物 381,487
工作物減価償却累計額 △ 148,552
その他 2,035
その他減価償却累計額 △ 1,433
建設仮勘定 3,103

物品 27,339
物品減価償却累計額 △ 17,729

無形固定資産 33,506
ソフトウェア 1,640
その他 31,866

投資その他の資産 36,446
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 4,246
長期貸付金 19,282
基金 10,846

減債基金 1,147
その他 9,699

その他 -
徴収不能引当金 △ 622

流動資産 48,468
現金預金 18,303
未収金 4,992
短期貸付金 1,988
基金 22,829

財政調整基金 19,604
減債基金 3,224

棚卸資産 8
その他 511
徴収不能引当金 △ 163

繰延資産 - 329,633
783,908 783,908

※ 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
（令和2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 287,772
業務費用 90,069

人件費 29,346
職員給与費 23,146
賞与等引当金繰入額 2,201
退職手当引当金繰入額 1,366
その他 2,633

物件費等 54,283
物件費 36,250
維持補修費 2,568
減価償却費 15,424
その他 41

その他の業務費用 6,440
支払利息 3,750
徴収不能引当金繰入額 701
その他 1,989

移転費用 197,703
補助金等 42,094
社会保障給付 155,283
他会計への繰出金 -
その他 326

経常収益 20,576
使用料及び手数料 17,308
その他 3,268

純経常行政コスト 267,196
臨時損失 431

災害復旧事業費 24
資産除売却損 202
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 144
その他 61

臨時利益 19,709
資産売却益 1,464
その他 18,245

純行政コスト 247,918

※ 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31年4月 1日　

至　令和 2年3月31日

科目 金額



　自　平成31年4月1日　

至　令和2年3月31日
東大阪市[全体] （単位：百万円）

前年度末純資産残高 304,619 738,753 △ 434,134 -

純行政コスト（△） △ 247,918 △ 247,918 -

財源 273,057 273,057 -

税収等 189,633 189,633 -

国県等補助金 83,424 83,424 -

本年度差額 25,139 25,139 -

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 △ 126

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 25,013 21,503 3,510 -

本年度末純資産残高 329,633 760,256 △ 430,624 -

※ 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

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 254,675

業務費用支出 56,972
人件費支出 29,561
物件費等支出 21,660
支払利息支出 3,750
その他の支出 2,000

移転費用支出 197,703
補助金等支出 42,094
社会保障給付支出 155,283
他会計への繰出支出 -
その他の支出 326

業務収入 288,278
税収等収入 188,758
国県等補助金収入 79,221
使用料及び手数料収入 17,656
その他の収入 2,644

臨時支出 60
災害復旧事業費支出 -
その他の支出 60

臨時収入 -
業務活動収支 33,544
【投資活動収支】

投資活動支出 42,546
公共施設等整備費支出 31,969
基金積立金支出 7,079
投資及び出資金支出 1
貸付金支出 3,377
その他の支出 120

投資活動収入 13,766
国県等補助金収入 2,883
基金取崩収入 3,932
貸付金元金回収収入 3,406
資産売却収入 2,899
その他の収入 646

投資活動収支 △ 28,779
【財務活動収支】

財務活動支出 31,010
地方債償還支出 31,006
その他の支出 4

財務活動収入 24,794
地方債発行収入 24,794
その他の収入 -

財務活動収支 △ 6,216
△ 1,452

14,186
-

12,735

前年度末歳計外現金残高 5,555
本年度歳計外現金増減額 14
本年度末歳計外現金残高 5,569
本年度末現金預金残高 18,303

※ 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31年4月1日　

至　令和2年3月31日

科目 金額

本年度資金収支額


