
東大阪市[全体] （単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 720,839 固定負債 396,168
有形固定資産 654,221 地方債等 312,481
事業用資産 286,548 長期未払金 -
土地 213,024 退職手当引当金 15,970
立木竹 - 損失補償等引当金 1,052
建物 157,354 その他 66,666
建物減価償却累計額 △ 84,219 流動負債 44,052
工作物 2,108 1年内償還予定地方債等 34,957
工作物減価償却累計額 △ 1,719 未払金 3,856
船舶 - 未払費用 -
船舶減価償却累計額 - 前受金 235
浮標等 - 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 2,316
航空機 - 預り金 1,593
航空機減価償却累計額 - その他 1,095
その他 - 440,221
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 746,896

インフラ資産 355,261 余剰分（不足分） △ 413,586
土地 121,754 他団体出資等分 -
建物 2,999
建物減価償却累計額 △ 1,290
工作物 386,810
工作物減価償却累計額 △ 157,325
その他 2,035
その他減価償却累計額 △ 1,587
建設仮勘定 1,866

物品 30,574
物品減価償却累計額 △ 18,162

無形固定資産 32,287
ソフトウェア 1,270
その他 31,017

投資その他の資産 34,331
投資及び出資金 2,543
有価証券 -
出資金 2,543
その他 -

投資損失引当金 △ 384
長期延滞債権 3,541
長期貸付金 18,001
基金 11,289
減債基金 -
その他 11,289

その他 -
徴収不能引当金 △ 658

流動資産 52,692
現金預金 21,164
未収金 5,407
短期貸付金 2,050
基金 24,008
財政調整基金 19,203
減債基金 4,805

棚卸資産 8
その他 182
徴収不能引当金 △ 126

繰延資産 - 333,310
773,531 773,531

※ 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[全体] （単位：百万円）

経常費用 339,723
業務費用 92,081
人件費 30,142
職員給与費 23,708
賞与等引当金繰入額 2,293
退職手当引当金繰入額 1,527
その他 2,614

物件費等 55,470
物件費 34,493
維持補修費 5,476
減価償却費 15,460
その他 41

その他の業務費用 6,469
支払利息 3,311
徴収不能引当金繰入額 1,198
その他 1,960

移転費用 247,642
補助金等 93,191
社会保障給付 153,965
他会計への繰出金 0
その他 486

経常収益 19,581
使用料及び手数料 16,088
その他 3,494

純経常行政コスト 320,142
臨時損失 1,058
災害復旧事業費 67
資産除売却損 1
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 -
その他 990

臨時利益 475
資産売却益 212
その他 263

純行政コスト 320,725

※ 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



　自　令和2年4月1日　

至　令和3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 329,633 760,256 △ 430,624 -

純行政コスト（△） △ 320,725 △ 320,725 -

財源 333,068 333,068 -

税収等 151,881 151,881 -

国県等補助金 181,186 181,186 -

本年度差額 12,343 12,343 -

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 △ 8,665

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 3,678 △ 13,360 17,038 -

本年度末純資産残高 333,310 746,896 △ 413,586 -

※ 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 324,082
業務費用支出 76,435
人件費支出 30,524
物件費等支出 40,872
支払利息支出 3,311
その他の支出 1,728

移転費用支出 247,647
補助金等支出 93,196
社会保障給付支出 153,965
他会計への繰出支出 -
その他の支出 486

業務収入 346,668
税収等収入 150,786
国県等補助金収入 178,060
使用料及び手数料収入 16,080
その他の収入 1,742

臨時支出 242
災害復旧事業費支出 -
その他の支出 242

臨時収入 -
業務活動収支 22,345
【投資活動収支】
投資活動支出 18,678
公共施設等整備費支出 11,756
基金積立金支出 4,556
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 2,366
その他の支出 -

投資活動収入 11,095
国県等補助金収入 2,159
基金取崩収入 2,900
貸付金元金回収収入 3,604
資産売却収入 687
その他の収入 1,745

投資活動収支 △ 7,583
【財務活動収支】
財務活動支出 34,906
地方債償還支出 34,904
その他の支出 2

財務活動収入 22,991
地方債発行収入 22,991
その他の収入 -

財務活動収支 △ 11,915
2,846
12,735

-
15,581

前年度末歳計外現金残高 5,569
本年度歳計外現金増減額 14
本年度末歳計外現金残高 5,583
本年度末現金預金残高 21,164

※ 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　令和2年4月1日　
至　令和3年3月31日

科目 金額

本年度資金収支額


