
第四号様式（第十三条関係）

（その一）経営関係収支報告

金額（千円） 金額（千円）

施設使用料及び役務利用料 146,757 経営関係管理費 309,352

入港料 5,514 人件費 97,932

水域施設 庁費 47,162

係留施設 16,420 港湾調査費 22,030

岸壁・さん橋 16,420 港湾統計調査費 660

係船浮標・係船くい 災害復旧費 500

物揚場 施設維持補修費 70,082

その他 施設運営費 51,082

臨港交通施設 10 経営委託費

鉄道 10 港湾振興費 2,514

運河 港湾環境整備・保全費

その他 港湾厚生費

荷さばき施設等 54,457 土地建物等使用料 17,390

荷役機械 14,550 その他

荷さばき地 27,370 経営関係公債償還費等 24,159

上屋 12,537 公債 24,159

木材整理場 災害復旧 21,591

旅客施設 元金 20,264

保管施設 16,371 利子 1,327

野積場 5,539 管理的港湾工事 2,568

貯木場 元金 1,638

その他 10,832 利子 930

廃棄物処理施設 229 その他

港湾環境整備施設 5 元金

港湾厚生施設 利子

船舶給水等 2,896 一般会計への繰入分等 14,228

船舶修理・保管

引船

綱取

土地 18,535

建物

その他 32,320

占用料等 3,953

水域占用料 3,953

土砂採取料

埋立免許料

手数料

収      支      報      告

収              入 支              出

費          用費          用



金額（千円） 金額（千円）

収              入 支              出

費          用費          用

国庫支出金 660

港湾統計委託費 660

災害復旧負担金

管理的港湾工事補助金

その他

県（市、町、村）支出金

受益者負担金等

受益者等負担金

港湾環境整備負担金

その他

公債

災害復旧

管理的港湾工事

財産売払収入

その他 24,033

一般会計からの繰入分等 172,336

347,739 347,739合                計 合               計



（その二）建設関係収支報告

金額（千円） 金額（千円）

国庫支出金 103,424 建設関係管理費 73,875

基本施設 103,424 人件費 63,450

運営施設 庁費 10,425

環境整備・保全施設 調査費

県（市、町、村）支出金 35,969 基本施設整備費 853,822

基本施設 35,969 直轄事業負担金 654,599

運営施設 補助事業等支出金 199,223

環境整備・保全施設 運営施設整備費

厚生施設 直轄事業負担金

受益者負担金等 14,228 補助事業等支出金

基本施設 環境整備・保全施設整備費

運営施設 14,228 直轄事業負担金

環境整備・保全施設 補助事業等支出金

厚生施設 厚生施設整備費

公債 689,900 作業船整備費

基本施設 689,900 出資金

運営施設 貸付金

環境整備・保全施設 その他

厚生施設 建設関係公債償還費等 2,300,479

作業船 公債 2,300,479

その他 基本施設 1,370,779

貸付金元利償還金 元金 1,128,235

その他 49,788 利子 242,544

基本施設 49,788 運営施設 813,328

運営施設 元金 356,588

環境整備・保全施設 利子 456,740

厚生施設 環境整備・保全施設 116,372

作業船 元金 91,953

その他 利子 24,419

一般会計からの繰入分等 2,334,867 厚生施設

基本施設 1,396,254 元金

運営施設 758,791 利子

環境整備・保全施設 116,372 作業船

厚生施設 元金

作業船 利子

出資金 その他

貸付金 元金

その他 63,450 利子

その他

元金

利子

一般会計への繰入分等

3,228,176 3,228,176合                計 合                計

収              入 支              出

費          用 費          用



（単位：千円）

金　　額 金　　額

（経常収益） （経常経費）

施設使用料及び役務利用料 146,757 経営関係管理費 308,852

入港料 5,514 人件費 97,932

水域施設 庁費 47,162

係留施設 16,420 港湾調査費 22,030

岸壁・さん橋 16,420 港湾統計調査費 660

係船浮標・係船くい 施設維持補修費 70,082

物揚場 施設運営費 51,082

その他 経営委託費

臨港交通施設 10 港湾振興費 2,514

鉄道 10 港湾環境整備・保全費

運河 港湾厚生費

その他 土地建物等使用料 17,390

荷さばき施設等 54,457 雑支出

荷役機械 14,550

荷さばき地 27,370

上屋 12,537

木材整理場 減価償却費 1,541,978

港湾管理者所有港湾施設等 700,960

旅客施設 国有港湾施設 663,695

保管施設 16,371 水域施設 177,323

野積場 5,539

貯木場

その他 10,832 （取得価格による場合の総額） (2,741,726)

廃棄物処理施設 229

港湾環境整備施設 5

港湾厚生施設

船舶給水等 2,896

船舶修理・保管

引船

綱取

土地 18,535

建物

その他 32,320

占用料等 3,953

水域占用料 3,953

土砂採取料

手数料

損  益  状  況  報  告  書

収              益 費　　　　　　用

費          目 費          目



（単位：千円）

金　　額 金　　額

収              益 費　　　　　　用

費          目 費          目

港湾環境整備負担金

特別利用料

雑収入

営業外収益 24,693 営業外費用 725,960

配当金 公債等利子 725,960

貸付金利子 （公債取扱諸費）

預貯金等利子 （公債発行差金償却）

国庫支出金 660 国有港湾施設

県市町村支出金 水域施設

受益者負担金等 雑支出

雑収入 24,033

（特別収益） （特別費用）

特別利益 特別損失 500

国庫支出金 災害復旧費 500

県市町村支出金 汚泥浚渫工事費

受益者負担金等 （固定資産売却損）

埋立免許料 （固定資産除去費）

財産売却収入 その他

（固定資産売却益）

一般会計からの繰入金 2,401,887 一般会計への繰入金

（純損失） （純利益）

2,577,290 2,577,290合                計 合               計


