
【様式第1号】

自治体名：八尾市

会計：一般会計等 （単位：百万円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 293,735   固定負債 99,769

    有形固定資産 279,813     地方債 88,557

      事業用資産 198,130     長期未払金 -

        土地 111,879     退職手当引当金 10,826

        立木竹 -     損失補償等引当金 2

        建物 192,471     その他 384

        建物減価償却累計額 -108,209   流動負債 10,247

        工作物 3,737     １年内償還予定地方債 8,680

        工作物減価償却累計額 -1,885     未払金 10

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 -

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 1,195

        航空機 -     預り金 171

        航空機減価償却累計額 -     その他 190

        その他 - 負債合計 110,017

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 137   固定資産等形成分 300,001

      インフラ資産 80,153   余剰分（不足分） -108,060

        土地 33,166

        建物 345

        建物減価償却累計額 -132

        工作物 128,858

        工作物減価償却累計額 -82,219

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 134

      物品 5,777

      物品減価償却累計額 -4,247

    無形固定資産 244

      ソフトウェア 244

      その他 -

    投資その他の資産 13,677

      投資及び出資金 8,459

        有価証券 35

        出資金 1,241

        その他 7,183

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 822

      長期貸付金 1,852

      基金 2,617

        減債基金 -

        その他 2,617

      その他 -

      徴収不能引当金 -73

  流動資産 8,223

    現金預金 1,643

    未収金 315

    短期貸付金 30

    基金 6,236

      財政調整基金 6,236

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -1 純資産合計 191,941

資産合計 301,958 負債及び純資産合計 301,958

※ 単位未満の四捨五入の金額齟齬を斜体で示しています。

貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：八尾市

会計：一般会計等 （単位：百万円）

※ 単位未満の四捨五入の金額齟齬を斜体で示しています。

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

科目名 金額

  経常費用 94,375

    業務費用 38,126

      人件費 18,088

        職員給与費 13,977

        賞与等引当金繰入額 1,195

        退職手当引当金繰入額 826

        その他 2,089

      物件費等 19,177

        物件費 10,978

        維持補修費 754

        減価償却費 7,444

        その他 -

      その他の業務費用 861

        支払利息 543

        徴収不能引当金繰入額 55

        その他 264

    移転費用 56,249

      補助金等 16,748

      社会保障給付 29,361

      他会計への繰出金 10,122

      その他 17

  経常収益 2,568

    使用料及び手数料 1,544

    その他 1,024

純経常行政コスト 91,807

  臨時損失 252

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 222

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 0

    その他 -

純行政コスト 92,020

    その他 30

  臨時利益 39

    資産売却益 39



【様式第3号】

自治体名：八尾市

会計：一般会計等 （単位：百万円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 192,276 301,182 -108,906

  純行政コスト（△） -92,020 -92,020

  財源 90,108 90,108

    税収等 59,232 59,232

    国県等補助金 30,876 30,876

  本年度差額 -1,912 -1,912

  固定資産等の変動（内部変動） -2,758 2,758

    有形固定資産等の増加 5,305 -5,305

    有形固定資産等の減少 -8,850 8,850

    貸付金・基金等の増加 1,952 -1,952

    貸付金・基金等の減少 -1,165 1,165

  資産評価差額 -2 -2

  無償所管換等 1,579 1,579

  その他 0 - 0

  本年度純資産変動額 -335 -1,181 846

本年度末純資産残高 191,941 300,001 -108,060

※ 単位未満の四捨五入の金額齟齬を斜体で示しています。

純資産変動計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日



【様式第4号】

自治体名：八尾市

会計：一般会計等 （単位：百万円）

※ 単位未満の四捨五入の金額齟齬を斜体で示しています。

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

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 86,932

    業務費用支出 30,687

      人件費支出 17,942

      物件費等支出 11,770

      支払利息支出 543

      その他の支出 433

    移転費用支出 56,244

      補助金等支出 16,748

      社会保障給付支出 29,361

      他会計への繰出支出 10,122

      その他の支出 12

  業務収入 91,770

    税収等収入 59,213

    国県等補助金収入 30,003

    使用料及び手数料収入 1,540

    その他の収入 1,014

  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 4,839

【投資活動収支】

  投資活動支出 5,326

    公共施設等整備費支出 3,969

    基金積立金支出 555

    投資及び出資金支出 508

    貸付金支出 293

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,429

    国県等補助金収入 873

    基金取崩収入 238

    貸付金元金回収収入 278

    資産売却収入 39

    その他の収入 -

投資活動収支 -3,897

【財務活動収支】

  財務活動支出 8,430

    地方債償還支出 8,430

    その他の支出 -

  財務活動収入 8,092

    地方債発行収入 8,092

前年度末歳計外現金残高 169

本年度歳計外現金増減額 2

本年度末歳計外現金残高 171

本年度末現金預金残高 1,643

    その他の収入 -

財務活動収支 -338

本年度資金収支額 604

前年度末資金残高 869

本年度末資金残高 1,472


