
【様式第1号】

自治体名：八尾市

会計：連結会計 （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 542,428   固定負債 280,905

    有形固定資産 509,797     地方債等 201,840

      事業用資産 214,038     長期未払金 539

        土地 115,662     退職手当引当金 13,498

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 2

        立木竹 -     その他 65,025

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 27,010

        建物 218,917     １年内償還予定地方債等 17,769

        建物減価償却累計額 -123,250     未払金 5,778

        建物減損損失累計額 -     未払費用 9

        工作物 13,091     前受金 135

        工作物減価償却累計額 -10,562     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 2,033

        船舶 -     預り金 893

        船舶減価償却累計額 -     その他 393

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 307,915

        浮標等 - 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -   固定資産等形成分 548,696

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -276,867

        航空機 -   他団体出資等分 -1,202

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 1

        その他減価償却累計額 -1

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 178

      インフラ資産 286,061

        土地 37,331

        土地減損損失累計額 -

        建物 11,368

        建物減価償却累計額 -5,329

        建物減損損失累計額 -

        工作物 382,185

        工作物減価償却累計額 -141,712

        工作物減損損失累計額 -

        その他 68

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 2,150

      物品 27,673

      物品減価償却累計額 -17,975

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 20,542

      ソフトウェア 409

      その他 20,134

    投資その他の資産 12,089

      投資及び出資金 1,149

        有価証券 587

        出資金 562

        その他 -

      長期延滞債権 3,173

      長期貸付金 1,807

      基金 6,036

        減債基金 -

        その他 6,036

      その他 280

      徴収不能引当金 -355

  流動資産 36,113

    現金預金 23,998

    未収金 5,445

    短期貸付金 30

    基金 6,237

      財政調整基金 6,237

      減債基金 -

    棚卸資産 189

    その他 284

    徴収不能引当金 -70

  繰延資産 - 純資産合計 270,627

資産合計 578,542 負債及び純資産合計 578,542

※ 単位未満の四捨五入の金額齟齬を斜体で示しています。

連結貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：八尾市

会計：連結会計 （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。

連結行政コスト計算書
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 209,202

    業務費用 76,830

      人件費 26,940

        職員給与費 19,751

        賞与等引当金繰入額 1,710

        退職手当引当金繰入額 1,323

        その他 4,156

      物件費等 42,553

        物件費 23,729

        維持補修費 1,863

        減価償却費 16,822

        その他 139

      その他の業務費用 7,338

        支払利息 2,655

        徴収不能引当金繰入額 311

        その他 4,372

    移転費用 132,372

      補助金等 102,922

      社会保障給付 29,374

      その他 76

  経常収益 30,412

    使用料及び手数料 23,697

    その他 6,715

純経常行政コスト 178,790

  臨時損失 310

    災害復旧事業費 5

    資産除売却損 250

    損失補償等引当金繰入額 0

    その他 54

  臨時利益 117

    資産売却益 39

    その他 78

純行政コスト 178,984



【様式第3号】

自治体名：八尾市

会計：連結会計 （単位：百万円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 268,002 553,957 -284,769 -1,186

  純行政コスト（△） -178,984 -178,984 -

  財源 180,935 180,935 -

    税収等 96,742 96,742 -

    国県等補助金 84,193 84,193 -

  本年度差額 1,951 1,951 -

  固定資産等の変動（内部変動） -6,911 6,911

    有形固定資産等の増加 9,467 -9,467

    有形固定資産等の減少 -17,223 17,223

    貸付金・基金等の増加 3,551 -3,551

    貸付金・基金等の減少 -2,706 2,706

  資産評価差額 -2 -2

  無償所管換等 1,895 1,895

  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 -16 - - -16

  その他 -1,204 -243 -960

  本年度純資産変動額 2,625 -5,262 7,902 -16

本年度末純資産残高 270,627 548,696 -276,867 -1,202

※ 単位未満の四捨五入の金額齟齬を斜体で示しています。

連結純資産変動計算書
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：連結会計 （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。

連結資金収支計算書
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 186,949

    業務費用支出 54,941

      人件費支出 25,691

      物件費等支出 23,466

      支払利息支出 2,656

      その他の支出 3,128

    移転費用支出 132,009

      補助金等支出 102,622

      社会保障給付支出 29,374

      その他の支出 13

  業務収入 202,936

    税収等収入 95,471

    国県等補助金収入 81,918

    使用料及び手数料収入 23,830

    その他の収入 1,717

  臨時支出 25

    災害復旧事業費支出 5

    その他の支出 20

  臨時収入 63

業務活動収支 16,024

【投資活動収支】

  投資活動支出 11,427

    公共施設等整備費支出 9,871

    基金積立金支出 1,263

    投資及び出資金支出 0

    貸付金支出 293

    その他の支出 -

  投資活動収入 3,120

    国県等補助金収入 1,412

    基金取崩収入 565

    貸付金元金回収収入 278

    資産売却収入 39

    その他の収入 825

投資活動収支 -8,307

【財務活動収支】

  財務活動支出 18,386

    地方債等償還支出 18,012

    その他の支出 374

  財務活動収入 13,340

    地方債等発行収入 13,268

    その他の収入 72

前年度末歳計外現金残高 599

本年度歳計外現金増減額 342

本年度末歳計外現金残高 941

本年度末現金預金残高 23,998

財務活動収支 -5,046

本年度資金収支額 2,671

前年度末資金残高 20,377

比例連結割合変更に伴う差額 9

本年度末資金残高 23,057


