
東大阪市[連結] （単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 779,689 固定負債 427,873
有形固定資産 719,877 地方債等 331,207
事業用資産 309,566 長期未払金 17
土地 220,467 退職手当引当金 21,710
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 180,441 その他 74,939
建物減価償却累計額 △ 92,698 流動負債 55,446
工作物 3,348 1年内償還予定地方債等 36,854
工作物減価償却累計額 △ 2,012 未払金 11,837
船舶 - 未払費用 26
船舶減価償却累計額 - 前受金 289
浮標等 - 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 3,077
航空機 - 預り金 2,014
航空機減価償却累計額 - その他 1,349
その他 32 483,320
その他減価償却累計額 △ 23 【純資産の部】
建設仮勘定 11 固定資産等形成分 803,888

インフラ資産 389,354 余剰分（不足分） △ 435,575
土地 125,063 他団体出資等分 △ 1,059
建物 16,531
建物減価償却累計額 △ 9,631
工作物 440,239
工作物減価償却累計額 △ 187,814
その他 2,035
その他減価償却累計額 △ 1,587
建設仮勘定 4,520

物品 72,536
物品減価償却累計額 △ 51,579

無形固定資産 34,328
ソフトウェア 1,695
その他 32,633

投資その他の資産 25,484
投資及び出資金 1,358
有価証券 205
出資金 1,150
その他 4

投資損失引当金 -
長期延滞債権 3,581
長期貸付金 7,717
基金 13,455
減債基金 -
その他 13,455

その他 166
徴収不能引当金 △ 793

流動資産 70,884
現金預金 36,227
未収金 10,236
短期貸付金 195
基金 24,008
財政調整基金 19,203
減債基金 4,805

棚卸資産 114
その他 286
徴収不能引当金 △ 180

繰延資産 - 367,254
850,574 850,574

※ 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。

貸借対照表
（令和3年3月31日現在）

科目 金額 科目 金額

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計



東大阪市[連結] （単位：百万円）

経常費用 423,017
業務費用 129,871
人件費 42,685
職員給与費 34,222
賞与等引当金繰入額 2,982
退職手当引当金繰入額 1,932
その他 3,548

物件費等 73,879
物件費 44,420
維持補修費 6,494
減価償却費 20,067
その他 2,898

その他の業務費用 13,307
支払利息 3,743
徴収不能引当金繰入額 1,237
その他 8,327

移転費用 293,146
補助金等 138,678
社会保障給付 153,965
他会計への繰出金 0
その他 502

経常収益 52,478
使用料及び手数料 33,006
その他 19,472

純経常行政コスト 370,539
臨時損失 1,331
災害復旧事業費 67
資産除売却損 33
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 -
その他 1,231

臨時利益 380
資産売却益 220
その他 160

純行政コスト 371,490

※ 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　令和 2年4月 1日　

至　令和 3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 361,749 818,043 △ 455,134 △ 1,160

純行政コスト（△） △ 371,490 △ 371,601 110

財源 386,183 386,192 △ 9

税収等 165,529 165,529 0

国県等補助金 220,654 220,663 △ 9

本年度差額 14,693 14,591 102

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 △ 8,661

他団体出資等分の増加 0 0

他団体出資等分の減少 - -

比例連結割合変更に伴う差額 △ 527

その他 0

本年度純資産変動額 5,505 △ 14,155 19,559 102

本年度末純資産残高 367,254 803,888 △ 435,575 △ 1,059

※ 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　令和2年4月1日　

至　令和3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


