
【様式第1号】

自治体名：八尾市

会計：全体会計 （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 512,492   固定負債 268,040

    有形固定資産 482,418     地方債等 194,289

      事業用資産 209,891     長期未払金 -

        土地 115,345     退職手当引当金 12,874

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 2

        立木竹 -     その他 60,875

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 23,768

        建物 211,598     １年内償還予定地方債等 16,951

        建物減価償却累計額 -119,319     未払金 3,926

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 4,272     前受金 20

        工作物減価償却累計額 -2,140     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 1,949

        船舶 -     預り金 674

        船舶減価償却累計額 -     その他 247

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 291,808

        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 518,758

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -272,391

        航空機 -   他団体出資等分 -

        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 137

      インフラ資産 265,735

        土地 35,366

        土地減損損失累計額 -

        建物 3,338

        建物減価償却累計額 -565

        建物減損損失累計額 -

        工作物 351,115

        工作物減価償却累計額 -124,075

        工作物減損損失累計額 -

        その他 -

        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 555

      物品 16,493

      物品減価償却累計額 -9,701

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 19,536

      ソフトウェア 369

      その他 19,166

    投資その他の資産 10,539

      投資及び出資金 1,276

        有価証券 35

        出資金 1,241

        その他 -

      長期延滞債権 3,141

      長期貸付金 1,852

      基金 4,431

        減債基金 -

        その他 4,431

      その他 193

      徴収不能引当金 -355

  流動資産 25,683

    現金預金 14,055

    未収金 5,021

    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 159

    その他 252

    徴収不能引当金 -70

  繰延資産 - 純資産合計 246,367

資産合計 538,175 負債及び純資産合計 538,175

※ 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：全体会計 （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 170,420

    業務費用 67,934

      人件費 25,655

        職員給与費 18,792

        賞与等引当金繰入額 1,631

        退職手当引当金繰入額 1,257

        その他 3,975

      物件費等 38,291

        物件費 21,540

        維持補修費 1,358

        減価償却費 15,393

        その他 -

      その他の業務費用 3,988

        支払利息 2,499

        徴収不能引当金繰入額 310

        その他 1,179

    移転費用 102,486

      補助金等 73,097

      社会保障給付 29,372

      その他 17

  経常収益 25,326

    使用料及び手数料 23,288

    その他 2,037

純経常行政コスト 145,094

  臨時損失 300

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 249

    損失補償等引当金繰入額 0

    その他 51

  臨時利益 110

    資産売却益 39

    その他 71

純行政コスト 145,285



【様式第3号】

自治体名：八尾市

会計：全体会計 （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 247,038 523,394 -276,356 -

  純行政コスト（△） -145,285 -145,285 -

  財源 143,736 143,736 -

    税収等 81,189 81,189 -

    国県等補助金 62,546 62,546 -

  本年度差額 -1,549 -1,549 -

  固定資産等の変動（内部変動） -6,526 6,526

    有形固定資産等の増加 9,347 -9,347

    有形固定資産等の減少 -16,847 16,847

    貸付金・基金等の増加 3,387 -3,387

    貸付金・基金等の減少 -2,413 2,413

  資産評価差額 -2 -2

  無償所管換等 1,893 1,893

  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 -1,013 - -1,013

  本年度純資産変動額 -671 -4,636 3,965 -

本年度末純資産残高 246,367 518,758 -272,391 -

※ 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：全体会計 （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 155,113

    業務費用支出 52,631

      人件費支出 25,252

      物件費等支出 22,463

      支払利息支出 2,499

      その他の支出 2,417

    移転費用支出 102,481

      補助金等支出 73,097

      社会保障給付支出 29,372

      その他の支出 13

  業務収入 166,042

    税収等収入 80,367

    国県等補助金収入 60,238

    使用料及び手数料収入 23,417

    その他の収入 2,020

  臨時支出 20

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 20

  臨時収入 60

業務活動収支 10,969

【投資活動収支】

  投資活動支出 10,089

    公共施設等整備費支出 8,688

    基金積立金支出 1,108

    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 2,795

    国県等補助金収入 1,340

    基金取崩収入 338

    貸付金元金回収収入 278

    資産売却収入 39

    その他の収入 799

投資活動収支 -7,295

【財務活動収支】

  財務活動支出 17,337

    地方債等償還支出 17,337

    その他の支出 -

  財務活動収入 12,986

    地方債等発行収入 12,986

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 599

本年度歳計外現金増減額 123

本年度末歳計外現金残高 723

本年度末現金預金残高 14,055

財務活動収支 -4,351

本年度資金収支額 -677

前年度末資金残高 14,009

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 13,332


