
第三セクター等の経営改革について

財政的リスクの状況調査

改革の先進事例集の作成

○ 第三セクター等改革などの先進事例集を作成・公表し、全国に横展開（平成29年３月末までに公表予定）。

○ 平成27年度決算における第三セクター等（※１）7,410法人のうち、地方公共団体が損失補償等（※２）を行っている1,193法人について財政的リスクの調

査を実施し、調査結果を前年度調査と比較した上で、公表済（平成29年１月）。

○ 調査対象法人のうち、当該地方公共団体の標準財政規模に対する損失補償、債務保証及び短期貸付金の額の割合が実質赤字の早期健全化基

準に達している法人は73法人（前年度調査比▲25法人）、債務超過の法人は125法人（同▲８法人）、経常赤字の法人は410法人（同▲39法人）。調

査対象の土地開発公社479法人（同▲14法人）のうち、債務保証等の対象となっている長期保有土地が当該地方公共団体の標準財政規模の10％

以上の法人は62法人（同▲12法人）。

○ 第三セクター等が経営破たんした場合に財政負担を負うリスクが高い水準に達している地方公共団体や、こうした財政的リスクを正確に把握して

いない地方公共団体にあっては、当該第三セクター等の抜本的改革を含む経営健全化に速やかに取り組むことが求められる。
（※１） 地方公共団体が出資又は出えんを行っている社団法人・財団法人及び会社法法人並びに地方三公社（地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社）をいう。
（※２） 損失補償、債務保証、貸付をいう。

・ 整理・再生等の抜本的改革及び損失補償の削減や債務超過の解消等の経営健全化の取組事例について、調査を実施中。

・ 取組の背景（要因）、取組内容、検討過程、効果額及び他団体の参考となる点等で構成。

＜公表イメージ＞　○：今年度新たにⅠ～Ⅳの各基準に該当したもの　◎：２年連続でⅠ～Ⅳの各基準に該当し、かつ当該基準値（額）が減少　●：２年連続でⅠ～Ⅳの各基準に該当し、かつ当該基準値（額）が増加 （単位：百万円、％）

前年度調査 前年度調査 前年度調査 前年度調査

A県 公益財団法人 A県産業振興センター 1,000 200 0.50% 3.75% 1,300 ▲100 4,500 4,600 ▲100 ○ ▲50 10 ▲60 - - - -

A県 一般社団法人 A県林業公社（林業公社） ◎ 20,000 0 6.50% 3.75% 22,000 ▲2,000 3,500 4,000 ▲500 ◎ ▲10 ▲180 170 - - - -

A県○○市 会社法法人 ○○観光振興公社 0 50 0.18% 13.00% 45 5 ● ▲50 ▲40 ▲10 5 2 3 - - - -

B県 地方住宅供給公社 B県住宅供給公社 6,500 1,500 2.50% 3.75% 8,500 ▲500 20,000 17,000 3,000 750 850 ▲100 - - - -

C県 地方道路公社 C県道路公社 ◎ 70,000 0 4.50% 3.75% 75,000 ▲5,000 100,500 100,000 500 80 ▲30 110 - - - -

D県○×市 土地開発公社 ○×市土地開発公社 1,500 0 4.50% 12.50% 2,000 ▲500 450 400 50 ○ ▲5 5 ▲10 ◎ 4,000 12.00% 4,300 ▲300
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								第三セクター等について地方公共団体が有する財政的リスクの状況に関する調査結果 ジョウキョウ ケッカ																												○ 今年度新たにⅠ～Ⅳの各基準に該当したもの
◎ ２年連続でⅠ～Ⅳの各基準に該当し、かつ当該基準値（額）が減少
● ２年連続でⅠ～Ⅳの各基準に該当し、かつ当該基準値（額）が増加
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						報告地方公共団体名 ホウコク チホウ コウキョウ ダンタイ ナ		法人分類 ホウジン ブンルイ		法人名 ホウジン メイ		業務概要 ギョウム ガイヨウ		当該法人の
資産総額 トウガイ ホウジン シサン ソウガク		当該法人の
負債総額 トウガイ ホウジン フサイ ソウガク		当該地方公共団体の出資額 トウガイ チホウ コウキョウ ダンタイ シュッシガク		当該地方公共団体の長期貸付金額 トウガイ チホウ コウキョウ ダンタイ チョウキ カシツケ キンガク																																				土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ

																						Ⅰ
当該地方公共団体の財政規模に対する損失保証等の割合が早期健全化基準に達している法人

 トウガイ チホウ コウキョウ ダンタイ ザイセイ キボ タイ ソンシツ ホショウ トウ ワリアイ ソウキ ケンゼンカ キジュン タッ ホウジン																																		債務保証等の対象となっている長期保有土地の規模 サイム ホショウ トウ タイショウ チョウキ ホユウ トチ キボ																		総保有土地に占める長期保有土地の割合 ソウ ホユウ トチ シ チョウキ ホユウ トチ ワリアイ

																								損失補償・債務保証付債務残高
A ソンシツ ホショウ サイム ホショウ ツ サイム ザンダカ		短期貸付金
B タンキ カシツケキン		(A+B)/標準財政規模
 ヒョウジュン ザイセイ キボ		実質赤字の早期健全化基準
 ジッシツ アカジ ソウキ ケンゼンカ キジュン		前年度調査 ゼンネンド チョウサ						増減
(A+B)-(A'+B') ゾウゲン		Ⅱ
債務超過
法人
 サイム チョウカ ホウジン		純資産額及び正味財産額
C ジュンシサン ガク オヨ ショウミ ザイサンガク		前年度
調査 ゼンネンド チョウサ		増減
C-C' ゾウゲン		Ⅲ
経常赤字
 ケイジョウ アカジ		経常損益額及び当期正味財産増減額
D ケイジョウ ソンエキガク オヨ トウキ ショウミ ザイサン ゾウゲンガク		前年度
調査 ゼンネンド チョウサ		増減
D-D' ゾウゲン		Ⅳ
債務保証等の対象となっている保有期間が５年以上の土地の簿価総額が、当該地方公共団体の財政規模の10%以上となっている公社
 ザイセイ		債務保証等の対象となっている保有期間が５年以上の土地（簿価総額）
E サイム ホショウ トウ タイショウ ホユウ キカン ネンイジョウ トチ ボカ ソウガク		債務保証等の対象となっている保有期間が10年以上の土地（簿価総額）
F		E/標準財政規模 ヒョウジュン ザイセイ キボ		F/標準財政規模 ヒョウジュン ザイセイ キボ		前年度調査 ゼンネンド チョウサ				増減
E-E' ゾウゲン		増減
F-F' ゾウゲン		保有土地の簿価総額
G ホユウ トチ ボカ ソウガク		うち5年以上保有土地の簿価総額
H		うち10年以上保有土地の簿価総額
I		H/G		I/G		前年度調査 ゼンネンド チョウサ						増減
G-G' ゾウゲン		増減
H-H' ゾウゲン		増減
I-I' ゾウゲン

																																I
該当法人 ガイトウ ホウジン		A'		B'								C'								D'														E'		F'																G'		H'		I'







				1		北海道		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		北海道農業公社 ホッカイドウ ノウギョウ コウシャ		農用地の買入売渡、借入貸付、農用地の開発・造成・改良・整備ほか		80,083		68,950		340		3,786		◎		63,833		0		4.45%		3.75%		○		65,863		0		▲2,031				11,134		11,085		50				64		3		61				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				2		北海道		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		北海道私学振興基金協会 ホッカイドウ シガク シンコウ キキン キョウカイ		北海道における私立学校教育の充実及び振興のために貸付・斡旋・助成・経営調査相談事業を実施		5,751		1,574		515		0				0		2,725		0.19%		3.75%				0		2,735		▲10				4,177		4,179		▲2		◎		▲3		▲13		10				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				3		北海道		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		函館空港ビルデング ハコダテ クウコウ		空港ターミナルビルの貸室業，食堂並びに売店の経営		8,608		5,364		15		45				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				3,244		2,615		629				576		483		94				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				4		北海道		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		北海道中小企業総合支援センター ホッカイドウ チュウショウ キギョウ ソウゴウ シエン		道内中小企業者の経営革新及び創業並びに経営資源の確保・強化に関する事業活動に対する総合的支援		15,887		15,094		5		11,392				944		468		0.10%		3.75%				1,218		532		▲339				794		690		105				4		▲11		15				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				5		北海道		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		とかち財団 ザイダン		農業を核とした地域産農業の振興		2,172		470		600		378				0		0		0.00%		3.75%		-		-		-		-				1,703		-		-				6		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				6		北海道		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		北海道土地開発公社 ホッカイドウ トチ カイハツ コウシャ		公共用地等の先行取得		33,512		32,447		100		0				31,475		0		2.19%		3.75%				32,427		0		▲952				1,066		965		101		●		▲58		▲21		▲38				30,508		30,508		2.13%		2.13%		30,497		30,497		11		11		31,530		30,508		30,508		96.76%		96.76%		32,576		30,506		30,506		▲1,046		2		2

				7		北海道		地方住宅供給公社 チホウ ジュウタク キョウキュウ コウシャ		北海道住宅供給公社 ホッカイドウ ジュウタク キョウキュウ コウシャ		賃貸住宅、割賦債権の管理及び宅地等の分譲		30,371		39,334		24		0				0		27,951		1.95%		3.75%				0		28,006		▲55		●		▲8,964		▲5,628		▲3,336		◎		▲17		▲34		18				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				8		北海道		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		北海道エアシステム		地域航空路線の運航		951		629		96		115				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				323		160		164				152		125		27				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				9		北海道		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		北海道空港		空港ビルの管理運営		100,634		87,885		50		2,900				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				12,749		11,049		1,700				2,837		2,110		728				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		10		北海道		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		コンサドーレ		プロサッカーチームの運営		695		676		30		70				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				19		16		4		○		▲33		45		▲77				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				11		北海道		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		道南いさりび鉄道 ドウナン テツドウ		道南いさりび鉄道線（五稜郭・木古内間）に係る第一種鉄道事業等		3,058		2,832		302		868				868		0		0.06%		3.75%		-		-		-		-				227		-		-		○		▲282		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				12		北海道札幌市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		札幌勤労者職業福祉センター		勤労者等のための福祉施設（音楽ホール、プール等）の管理運営		419		395		15		276				0		0		0.00%		11.25%				0		0		0				24		▲17		41				62		76		▲15				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				13		北海道札幌市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		さっぽろシュリー		心身障がい者の自立・更生を図るため、靴・傘等の修理を行わせるための職場の提供		75		19		1		14				0		0		0.00%		11.25%				0		0		0				56		54		3				3		1		3				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				14		北海道札幌市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		札幌総合情報センター		冬季道路交通情報システム運用、気象情報の提供、各種情報システム開発・運用、交通系ＩＣカード運用		21,961		20,617		254		0				12,355		0		2.75%		11.25%				9,074		0		3,281				1,344		1,301		44				58		33		25				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				15		北海道札幌市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		第８回札幌アジア冬季競技大会組織委員会		大会の運営及び開催事業		509		358		36		105				0		0		0.00%		11.25%				0		0		0				152		23		129				129		▲43		172				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		16		北海道札幌市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		コンサドーレ		プロサッカーチームの運営		695		676		30		380				0		0		0.00%		11.25%				0		0		0				19		16		4		○		▲33		45		▲77				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				17		北海道函館市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		函館市土地開発公社 ハコダテシ トチ カイハツ コウシャ		公共事業用地の先行取得		3,622		2,475		10		0				2,475		0		3.41%		11.25%				2,582		0		▲108				1,148		1,138		10				10		12		▲3				2,853		2,853		3.93%		3.93%		2,845		2,845		8		8		3,137		3,137		3,137		100.00%		100.00%		3,138		3,138		3,138		▲2		▲2		▲2

				18		北海道小樽市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		小樽観光振興公社 オタル カンコウ シンコウ コウシャ		小樽海上観光船業務		142		27		158		0				0		22		0.07%		11.69%				0		26		▲4				115		127		▲12		●		▲11		▲4		▲8				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				19		北海道旭川市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		旭川振興公社 アサヒカワ シンコウ コウシャ		庁舎等の賃貸，各種受託事業等		3,744		2,796		7		74				882		1,698		3.13%		11.25%				1,015		1,757		▲193				948		916		33				50		178		▲128				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				20		北海道旭川市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		旭川産業創造プラザ アサヒカワ サンギョウ ソウゾウ		地域産業の高度化につながる研究開発に対する支援		1,943		715		1,161		700				0		0		0.00%		11.25%				0		0		0				1,228		1,175		53				3		1		3				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				21		北海道旭川市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		旭川空港ビル アサヒカワ クウコウ		空港利用施設の賃貸業等		3,647		987		108		0				0		170		0.21%		11.25%				0		180		▲10				2,660		2,515		146				210		135		76				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				22		北海道室蘭市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		室蘭振興公社 ムロラン シンコウ コウシャ		宅地造成売却、駐車場及びゴルフ練習場経営並びに市庁舎管理等受託事業		492		212		18		0				150		0		0.63%		12.17%				162		0		▲12				280		271		9				28		26		3				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				23		北海道室蘭市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		室蘭リゾート開発 ムロラン カイハツ		市スキー場・公園管理運営受託業務及び市役所・市立病院の食堂・売店経営		26		61		44		48				0		0		0.00%		12.17%				0		0		0		◎		▲35		▲42		7				9		9		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				24		北海道室蘭市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		むろらん広域センタービル コウイキ		むろらん広域センタービル管理		2,130		1,895		80		468				0		0		0.00%		12.17%				0		0		0				236		189		48				55		49		7				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				25		北海道北見市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		北見市土地開発公社 キタミシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地、公用地等の取得、管理、処分		1,645		1,560		5		0				1,300		0		3.68%		11.60%				750		50		500				86		84		2				5		2		3				14		14		0.04%		0.04%		50		50		▲36		▲36		1,238		14		14		1.13%		1.13%		541		50		50		697		▲36		▲36

				26		北海道北見市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		北見振興公社 キタミ シンコウ コウシャ		用地の取得・造成・処分及び斡旋事業、北見市から要請又は委託を受けた事業		452		401		1		0				400		40		1.24%		11.60%				440		150		▲150				51		49		2				1		2		▲1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				27		北海道岩見沢市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		岩見沢振興公社		駐車場・土地等の賃貸及び公園の管理事業の受託		282		269		3		0				261		5		1.06%		12.09%				265		5		▲5				14		13		1				1		6		▲5				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				28		北海道岩見沢市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		岩見沢市土地開発公社 イワミザワ シ トチ カイハツ コウシャ		公共用地・公共地等の取得及び管理処分等		863		1,704		3		0				0		1,900		7.61%		12.09%				1,968		97		▲164		◎		▲841		▲957		116				116		116		▲1				856		856		3.43%		3.43%		859		820		▲3		36		856		856		856		100.00%		100.00%		1,004		859		820		▲148		▲3		36

				29		北海道留萌市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		留萌市土地開発公社 ルモイシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地等の先行取得及び管理処分		526		495		5		0				494		0		6.27%		13.78%				525		45		▲76				32		31		2				2		4		▲3				471		471		5.97%		5.97%		520		416		▲49		55		518		518		518		100.00%		100.00%		567		567		463		▲49		▲49		55

				30		北海道美唄市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		美唄ハイテクセンター ビバイ		コンピュータソフトに関する人材育成、ソフト企業の誘致･育成、各種情報処理サービスの提供など		525		178		300		0				172		0		1.84%		13.46%				176		0		▲4				347		352		▲5		◎		▲4		▲8		5				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				31		北海道芦別市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		芦別振興公社 アシベツ シンコウ コウシャ		国民宿舎、ホテル等の管理運営		96		277		10		220				0		0		0.00%		14.26%				0		125		▲125		●		▲182		▲115		▲67		●		▲85		▲74		▲12				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				32		北海道士別市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		士別市農畜産物加工 シベツシ ノウチクサン ブツ カコウ		農畜産物の加工販売		89		123		10		0				100		0		0.99%		13.32%				70		0		30		●		▲35		▲30		▲5		◎		▲5		▲13		8				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				33		北海道三笠市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		三笠市土地開発公社 ミカサシ トチ カイハツ コウシャ		市有地の取得、造成等		720		643		5		284				230		0		4.73%		15.00%				270		0		▲40				78		77		1				1		1		1				0		0		0.00%		0.00%		270		270		▲270		▲270		707		707		707		100.00%		100.00%		752		752		752		▲45		▲45		▲45

				34		北海道根室市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		根室市土地開発公社 ネムロシ トチ カイハツ コウシャ		公有用地等の取得		143		119		5		0				0		0		0.00%		13.42%				0		35		▲35				25		24		1				1		1		1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		137		137		137		100.00%		100.00%		137		137		137		0		0		0

				35		北海道千歳市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		千歳市場公社 チトセ シジョウ コウシャ		千歳市公設地方卸売市場における売買代金精算業務		115		120		10		0				65		0		0.32%		12.44%				65		5		▲5		◎		▲5		▲8		3				4		4		▲1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				36		北海道滝川市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		滝川振興公社 タキカワ シンコウ コウシャ		ゴルフ場経営、学生会館等賃貸		353		636		12		629				0		629		5.19%		13.04%				0		649		▲20		◎		▲283		▲305		22				22		14		8				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				37		北海道滝川市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		滝川グリーンズ タキカワ		レジャー施設（温泉）運営		9		58		10		35				0		35		0.29%		13.04%				0		35		0		◎		▲49		▲49		1				1		▲6		6				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				38		北海道砂川市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		砂川市土地開発公社		公有地等取得管理		821		1,378		10		0		◎		1,378		0		19.88%		14.07%		○		1,436		0		▲58		◎		▲558		▲572		14				14		▲22		36		◎		803		786		11.59%		11.35%		852		832		▲49		▲46		803		803		803		100.00%		100.01%		852		852		832		▲49		▲49		▲29

				39		北海道富良野市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		空知川ゴルフ公社		ゴルフ場の管理運営		303		211		42		105				0		0		0.00%		13.71%				0		0		0				93		90		3				4		3		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				40		北海道石狩市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		石狩市土地開発公社 イシカリシ トチ カイハツ コウシャ		土地の取得、造成、処分		1,235		1,897		10		0		◎		0		2,671		15.85%		12.66%		○		2,671		119		▲119		◎		▲662		▲696		34				34		51		▲17				1,144		1,144		6.79%		6.79%		1,804		1,804		▲660		▲660		1,144		1,144		1,144		100.00%		100.00%		1,804		1,804		1,804		▲660		▲660		▲660

				41		北海道北斗市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		北斗市土地開発公社 ホクトシ トチ カイハツ コウシャ		土地の取得、造成、処分		65		23		3		23				0		0		0.00%		12.98%				0		0		0				43		43		▲1		◎		▲1		▲1		1				0		0		0.00%		0.00%		59		0		▲59		0		59		59		0		100.00%		0.00%		59		59		0		0		0		0

				42		北海道江差町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		檜山造船公社 ヒヤマ ゾウセン コウシャ		漁船上架施設の管理及び船舶の修繕		16		8		6		6				0		0		0.00%		15.00%				0		6		▲6				8		8		1				1		1		▲1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				43		北海道江差町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		江差町土地開発公社		公共用地の先行取得		110		136		7		0				136		0		3.87%		15.00%				172		0		▲37		◎		▲27		▲32		6				6		4		3				53		53		1.52%		1.52%		84		84		▲31		▲31		53		53		53		100.00%		100.00%		84		84		84		▲31		▲31		▲31

				44		北海道江差町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		江差青果卸売市場		卸売市場における青果物の卸売り販売		20		26		2		0				0		10		0.29%		15.00%		-		-		-		-		○		▲6		-		-		○		▲4		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				45		北海道黒松内町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		ブナの里振興公社 サト シンコウ コウシャ		宿泊施設、日帰り温泉、道の駅くろまつないの管理運営		28		34		8		0				0		20		0.77%		15.00%				0		20		0		●		▲7		▲4		▲4		◎		▲4		▲6		3				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				46		北海道蘭越町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		蘭越町土地開発公社 ランコシチョウ トチ カイハツ コウシャ		宅地分譲、公共用地の先行取得		75		0		5		0				0		0		0.00%		15.00%		-		-		-		-				75		-		-		○		▲1		-		-				0		0		0.00%		0.00%		-		-		-		-		65		32		23		49.13%		35.31%		-		-		-		-		-		-

				47		北海道真狩村		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		真狩フラワー振興公社 マッカリ シンコウ コウシャ		道の駅真狩フラワーセンターの管理・運営		14		26		50		20				0		0		0.00%		15.00%				0		0		0		◎		▲13		▲15		3				3		2		2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				48		北海道余市町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		まほろば宅地管理公社		不動産売買・斡旋・仲介・賃貸・管理及びコンサルタント		172		167		3		79				0		0		0.00%		14.51%				0		0		0				5		5		0				0		0		0				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				49		北海道南幌町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		南幌振興公社		ゴルフ場の管理・運営		743		172		27		0				169		0		5.06%		15.00%				176		0		▲7				572		570		2				3		2		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				50		北海道新十津川町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		新十津川総合振興公社 シントツカワ ソウゴウ シンコウ コウシャ		レストラン・宿泊施設の運営、特産品販売、農産物加工		57		28		10		0				0		10		0.24%		15.00%				0		20		▲10				30		26		4				6		4		3				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				51		北海道沼田町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		沼田開発公社 ヌマタ カイハツ コウシャ		自動車学校の管理		9		5		3		0				0		16		0.59%		15.00%				0		14		2				5		▲1		6				6		▲1		6				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				52		北海道鷹栖町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		鷹栖町土地開発公社		公共用地の取得、販売		324		281		3		45				236		0		7.57%		15.00%				241		0		▲6				44		45		▲2		●		▲2		▲2		▲1				302		0		9.70%		0.00%		326		0		▲24		0		320		320		18		100.00%		5.63%		326		326		0		▲6		▲6		18

				53		北海道東神楽町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		東神楽町土地開発公社 ヒガシカグラチョウ トチ カイハツ コウシャ		土地の造成・販売		76		71		5		0				71		0		2.16%		15.00%				91		0		▲21				6		7		▲1		◎		▲1		▲15		14				64		51		1.97%		1.57%		71		71		▲7		▲20		64		64		51		100.00%		79.39%		84		71		71		▲20		▲7		▲20

				54		北海道当麻町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		当麻町土地開発公社 トウマ チョウ トチ カイハツ コウシャ		住宅団地の造成、分譲等		59		24		3		0				24		0		0.74%		15.00%				44		0		▲20				35		39		▲5		●		▲5		▲2		▲4				0		0		0.00%		0.00%		44		15		▲44		▲15		35		35		15		100.00%		43.30%		44		44		15		▲9		▲9		0

				55		北海道美瑛町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		美瑛町土地開発公社		土地の取得、造成		53		18		3		18				0		0		0.00%		14.42%		-		-		-		-				36		-		-		○		▲1		-		-				0		0		0.00%		0.00%		-		-		-		-		45		23		23		51.11%		51.11%		-		-		-		-		-		-

				56		北海道南富良野町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		南富良野町振興公社 ミナミ シンコウ コウシャ		観光施設管理運営		112		80		24		36				0		0		0.00%		15.00%				0		0		0				32		5		28				34		6		28				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				57		北海道浜頓別町		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		観光公社北オホーツクランド カンコウコウシャ キタ		温泉宿泊施設、売店、キャンプ場		35		23		3		0				0		10		0.30%		15.00%				0		10		0				13		11		3				3		4		▲2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				58		北海道雄武町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		雄武町観光開発 オウムチョウ カンコウ カイハツ		ホテルの管理運営		47		79		30		65				0		0		0.00%		15.00%				0		0		0		◎		▲32		▲35		4				4		▲9		12				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				59		北海道白老町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		白老振興公社 シラオイ シンコウ コウシャ		庁舎内清掃、衛生管理施設管理運営等		323		240		30		0				230		0		3.55%		14.24%				230		0		0				83		82		2				2		3		▲2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				60		北海道厚真町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		厚真町土地開発公社		公共用地、公有地の取得管理、処分		168		86		10		86				0		0		0.00%		15.00%				0		0		0				82		82		1				1		▲1		1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		120		82		77		68.34%		64.52%		126		91		87		▲6		▲9		▲10

				61		北海道日高町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		日高アグリ ヒダカ		生薬等の栽培及び販売		209		153		36		0				130		0		1.90%		14.10%				130		0		0				56		55		2				2		▲5		7				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				62		北海道平取町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		平取町畜産公社 ビラトリチョウ チクサン コウシャ		牧場管理・和牛肥育		142		141		6		119				0		0		0.00%		15.00%				0		0		0				1		▲9		10				11		▲2		13				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				63		北海道新冠町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		日高軽種馬共同育成公社		軽種馬の預託・育成		467		161		49		0				24		0		0.64%		15.00%				49		0		▲25				306		300		7				10		109		▲99				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				64		北海道浦河町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		うらかわ優駿の里振興 ユウ シュン サト シンコウ		乗馬、宿泊、リゾート施設の運営		54		182		51		0				166		0		3.01%		14.69%				166		2		▲2		◎		▲129		▲133		4				5		1		4				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				65		北海道音更町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		音更町土地開発公社 オトフケ チョウ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の取得、管理、処分		639		152		5		0				100		0		0.85%		13.08%				100		0		0				488		491		▲4		○		▲4		6		▲10				572		572		4.86%		4.86%		566		566		6		6		572		572		572		100.00%		100.00%		566		566		566		6		6		6

				66		北海道士幌町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		ベリオーレ		道の駅及び温泉宿泊施設		141		145		5		0				0		25		0.56%		15.00%				0		25		0		◎		▲5		▲20		15				16		▲14		29				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				67		北海道幕別町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		幕別町土地開発公社 マクベツチョウ トチ カイハツ コウシャ		住宅・工業団地及び公共用地の取得・処分		1,132		1,110		5		0				1,102		0		11.45%		13.40%				202		900		0				23		23		1				1		1		1		◎		1,115		1,018		11.59%		10.58%		1,116		1,019		0		▲1		1,116		1,116		1,019		100.00%		91.34%		1,115		1,115		1,019		▲1		▲1		0

				68		北海道浦幌町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		ユーエム		特産品の製造販売、庁舎等公務補業務、公共施設消防用設備等保守業務、給食配送業務、公衆浴場指定管理委託		50		21		32		8				0		0		0.00%		15.00%				0		0		0				29		23		7				9		8		2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				69		北海道標茶町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		標茶町観光開発公社 シベチャ チョウ カンコウ カイハツ コウシャ		標茶町における公共施設及び公益に供する事業		14		12		16		0				0		9		0.14%		14.41%				0		8		1				2		4		▲3		○		▲2		1		▲3				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				70		青森県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		２１あおもり産業総合支援センター サンギョウ ソウゴウ シエン		中小企業に対する総合的支援		12,527		11,745		390		10,761				0		605		0.15%		3.75%				0		730		▲125				782		1,190		▲408		●		▲400		▲48		▲353				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				71		青森県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		むつ小川原地域・産業振興財団		市町村及び産業団体等が行う地域活性化や産業振興のための事業に対する助成		12,628		5,408		10		1,000				0		4,000		1.01%		3.75%				0		0		4,000				7,220		6,919		302				302		274		28				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				72		青森県		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		青森県土地開発公社 アオモリケン トチ カイハツ コウシャ		公共用地の先行取得		4,173		3,517		10		3,319				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				656		512		145				145		152		▲8				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		3,330		3,330		3,330		100.00%		100.00%		3,460		3,460		3,460		▲130		▲130		▲130

				73		青森県		地方道路公社 チホウ ドウロ コウシャ		青森県道路公社 アオモリケン ドウロ コウシャ		みちのく有料道路、青森空港有料道路、第二みちのく有料道路、青森中央大橋駐車場の管理運営		33,389		25,130		8,236		1,832				7,351		0		1.86%		3.75%				8,264		0		▲914				8,259		8,259		0				0		2		▲2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				74		青森県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		青森県フェリー埠頭公社 アオモリケン フトウ コウシャ		フェリー埠頭の建設、管理、運営		5,459		635		20		258				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				4,824		4,825		▲2				7		35		▲28				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				75		青森県		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		あおもり農林業支援センター ノウリンギョウ シエン		農地の利用調整と集積の促進、農林業の振興		662		527		1		58				326		0		0.08%		3.75%				350		0		▲25				136		139		▲4		●		▲20		▲11		▲9				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				76		青森県青森市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		青森市土地開発公社 アオモリ シ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の取得・管理・処分		3,687		3,616		5		73				3,544		73		5.25%		11.25%				3,544		0		73				72		75		▲3		●		▲3		▲3		▲1				3,678		3,678		5.34%		5.34%		3,610		3,610		68		68		3,681		3,681		3,678		100.00%		99.92%		3,613		3,610		3,610		68		71		68

				77		青森県青森市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		青森駅前再開発ビル アオモリエキマエサイカイハツ		青森駅前再開発ビル･駅前地区駐車場の賃貸・管理・運営及びその受託業務		984		3,369		835		2,382				0		0		0.00%		11.25%				0		0		0		○		▲2,386		304		▲2,689		●		▲78		▲50		▲29				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				78		青森県弘前市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		弘前市土地開発公社		公共用地の取得及び処分		337		10		5		10				0		0		0.00%		11.38%				0		0		0				327		327		1				1		1		▲1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		328		328		328		100.00%		100.00%		328		328		328		0		0		0

				79		青森県八戸市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		八戸地域地場産業振興センター ハチノヘ チイキ ジバ サンギョウ シンコウ		地場産業振興に関する情報収集・発信、需要開拓等		2,031		178		27		0				57		0		0.11%		11.25%				97		0		▲41				1,853		1,858		▲6				17		20		▲3				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				80		青森県三沢市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		三沢市土地開発公社 ミサワシ トチ カイハツ コウシャ		公有地等の取得及び管理・処分等		1,071		445		5		420				25		0		0.24%		13.28%				45		0		▲20				627		626		1				2		2		1				880		880		8.53%		8.53%		880		880		0		0		986		986		965		100.00%		97.80%		996		996		972		▲10		▲10		▲7

				81		青森県三沢市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		スカイプラザミサワ		商品の販売と賑わいの創出		681		79		65		30				0		0		0.00%		13.28%				0		0		0				180		192		▲12		◎		▲12		▲13		2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				82		青森県むつ市		一般社団法人 イッパン シャダンホウジン		むつ市脇野沢農業振興公社 シ ワキノサワ ノウギョウ シンコウ コウシャ		農地の保全管理､畜舎管理、体験農園管理		95		137		11		66				0		66		0.37%		12.60%				0		60		6		●		▲42		▲42		▲1		◎		▲1		▲5		5				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				83		青森県平川市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		津軽バイオマスエナジー ツガル		木質バイオマス発電による売電事業		3,148		2,857		10		944				0		0		0.00%		13.16%		-		-		-		-				291		-		-				16		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				84		青森県蓬田村		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		蓬田紳装		オーダースーツ製造		271		108		90		0				0		30		1.80%		15.00%				0		30		0				164		147		17				24		15		10				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				85		青森県深浦町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		ふかうら開発 カイハツ		宿泊施設の管理、加工品の製造販売		141		145		147		0				104		0		2.09%		15.00%				112		0		▲9		○		▲4		22		▲26		◎		▲12		▲34		23				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				86		青森県大鰐町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		大鰐町土地開発公社 オオワニ マチ トチ カイハツ コウシャ		公共用地・取得造処分等業務		155		281		5		110				167		0		4.33%		15.00%				185		0		▲19		◎		▲127		▲144		17				19		20		▲1				139		139		3.63%		3.63%		139		139		0		0		139		139		139		100.00%		100.00%		139		139		139		0		0		0

				87		青森県野辺地町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		野辺地町土地開発公社 ノヘジマチ トチ カイハツ コウシャ		土地の取得・造成		102		95		5		0				95		0		2.48%		15.00%				108		0		▲14				8		7		1				1		1		▲1				94		94		2.48%		2.48%		107		107		▲13		▲13		94		94		94		100.00%		100.00%		107		107		107		▲13		▲13		▲13

				88		青森県新郷村		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		新郷村ふるさと活性化公社 シンゴウムラ カッセイカ コウシャ		観光施設の管理運営		53		47		12		0				0		26		1.30%		15.00%				0		26		0				6		▲3		9				5		2		3				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				89		岩手県		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		岩手県農業公社		農地中間管理事業、農業担い手の育成確保		4,184		2,592		35		68				219		0		0.05%		3.75%				241		0		▲23				1,592		1,646		▲55				14		22		▲9				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				90		岩手県		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		クリーンいわて事業団 ジギョウダン		産業廃棄物の処理		6,659		3,056		4		0				913		0		0.22%		3.75%				1,072		0		▲159				3,604		3,656		▲53				70		135		▲65				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				91		岩手県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		いわて産業振興センター		新産業の創出及び企業の振興を図るための総合的支援事業		42,250		38,839		155		36,415				0		0		0.00%		3.75%		-		-		-		-				3,411		-		-		○		▲314		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				92		岩手県盛岡市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		盛岡地区広域土地開発公社 モリオカ チク コウイキ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の先行取得		350		300		7		59				241		0		0.37%		11.25%				362		0		▲121				51		52		▲1		●		▲1		▲1		▲1				229		229		0.36%		0.36%		361		361		▲132		▲132		288		288		288		100.00%		100.00%		498		498		498		▲210		▲210		▲210

				93		岩手県盛岡市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		盛岡地域交流センター モリオカ チイキ コウリュウ		マリオスのテナント・会議室等賃貸・管理運営		4,395		772		691		0				220		0		0.34%		11.25%				421		0		▲202				3,624		3,469		156				253		230		23				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				94		岩手県北上市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		北上都心開発 キタカミ トシン カイハツ		再開発ビルの管理運営、スポーツクラブ・駐車場の経営		3,518		3,301		75		750				0		0		0.00%		12.32%		-		-		-		-				217		-		-				37		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				95		岩手県遠野市		一般社団法人 イッパン シャダンホウジン		遠野市畜産振興公社 トオノシ チクサン シンコウ コウシャ		牧場及び草地の管理運営、家畜の受託放牧と管理		193		18		190		3				0		0		0.00%		13.14%				22		0		▲22				176		154		22				33		22		11				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				96		岩手県一関市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		岩手県南技術研究センター イワテケン ナン ギジュツ ケンキュウ		技術振興・共同研究、企業の人材育成、産学官連携支援		238		3		137		0				0		8		0.02%		11.41%				0		8		0				236		220		17		◎		▲4		▲8		4				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				97		岩手県陸前高田市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		陸前高田市土地開発公社 リクゼンタカタシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地先行取得		1,611		1,500		5		0				1,500		0		4.06%		14.06%		○		1,500		0		0				111		106		6				6		1		6				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		1,563		0		0		0.00%		0.00%		1,369		0		0		194		0		0

				98		岩手県釜石市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		釜石市土地開発公社 カマイシシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地等の取得、造成及び管理		2,514		2,220		5		1,525				0		1,100		10.29%		13.23%				0		1,190		▲90				295		392		▲97		○		▲97		37		▲134				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		2,115		0		0		0.00%		0.00%		1,674		202		202		441		▲202		▲202

				99		岩手県釜石市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		釜石港物流振興 カマイシ コウ ブツリュウ シンコウ		港湾荷役機械の貸出		40		69		1		0				69		0		0.64%		13.23%				86		0		▲18		◎		▲29		▲30		2				2		▲8		9				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				100		岩手県釜石市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		釜石まちづくり カマイシ		釜石市中心市街地のエリアマネジメント		79		18		53		10				0		12		0.11%		13.23%				0		0		12				61		54		8				3		▲4		6				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				101		岩手県葛巻町		一般社団法人 イッパン シャダンホウジン		葛巻町畜産開発公社 クズマキマチ チクサン カイハツ コウシャ		牧場管理・畜産物の販売		807		435		189		0				317		0		8.03%		15.00%				362		0		▲45				373		318		55				32		▲23		55				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				102		岩手県葛巻町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		葛巻高原食品加工 クズマキ コウゲン ショクヒン カコウ		ワイン・ジュースの製造販売		313		65		40		0				15		0		0.38%		15.00%				40		0		▲25				248		227		21				12		15		▲3				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				103		岩手県西和賀町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		湯田牛乳公社 ユダ ギュウニュウ コウシャ		乳製品・レトルト食品の加工・販売		603		435		38		80				0		0		0.00%		15.00%				0		0		0				169		149		21				26		▲44		69				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				104		岩手県岩泉町		一般社団法人 イッパン シャダンホウジン		岩泉農業振興公社 イワイズミ ノウギョウ シンコウ コウシャ		家畜の飼養管理、牧草の収穫販売、家畜ふん尿の堆肥化製造販売		153		56		38		0				0		10		0.18%		14.61%				0		10		0				98		99		▲2		◎		▲3		▲31		29				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				105		岩手県田野畑村		一般社団法人 イッパン シャダンホウジン		田野畑村産業開発公社 タノハタムラ サンギョウカイハツコウシャ		牛乳・乳製品等加工販売等		69		59		58		30				0		30		1.27%		15.00%				0		30		0				11		10		1				1		▲4		4				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				106		岩手県田野畑村		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		陸中たのはた リクチュウ		宿泊施設ホテル羅賀荘経営等		311		871		43		0		◎		731		0		30.97%		15.00%		○		771		0		▲40		◎		▲561		▲583		23				6		9		▲4				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				107		岩手県田野畑村		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		サンマッシュ田野畑 タノハタ		シイタケ生産販売等		274		243		6		0				108		0		4.54%		15.00%				111		0		▲3				32		6		26				33		34		▲1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				108		宮城県		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		みやぎ農業振興公社		農地中間管理事業、農畜産業の振興、農地等の保全		4,059		1,177		1,723		290				84		0		0.02%		3.75%				70		0		14				2,883		2,729		154				78		69		10				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				109		宮城県		一般社団法人 イッパン シャダンホウジン		宮城県林業公社（林業公社） リンギョウ コウシャ		造林事業を推進し，森林の公益的機能を発揮するとともに，農山村地域の振興を図る。		1,610		1,360		100		893				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				250		176		75				42		▲51		92				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				110		宮城県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		みやぎ産業振興機構		中小企業への一貫した産業支援		98,200		95,317		1,777		92,533				48		435		0.10%		3.75%				48		343		93				2,884		2,895		▲12		◎		▲11		▲176		166				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				111		宮城県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		宮城県フェリー埠頭公社		フェリー埠頭の建設、改良、維持及び管理		2,376		339		20		250				0		0		0.00%		3.75%				41		16		▲57				2,037		1,969		69				23		45		▲22				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				112		宮城県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		仙台空港鉄道		仙台空港アクセス鉄道の運営		8,194		8,165		3,769		7,709				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				29		219		▲191		◎		▲179		▲211		33				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				113		宮城県		地方住宅供給公社 チホウ ジュウタク キョウキュウ コウシャ		宮城県住宅供給公社		宅地分譲事業・公営住宅の管理受託事業		7,336		2,593		21		875				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				4,744		4,220		525				524		322		202				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				114		宮城県		地方道路公社 チホウ ドウロ コウシャ		宮城県道路公社		有料道路の建設、管理等		77,405		67,640		9,765		0				15,011		0		2.96%		3.75%				17,111		0		▲2,100				9,765		9,765		0		○		▲83		1,430		▲1,512				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				115		宮城県		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		宮城県土地開発公社		公有地等の取得、造成等		14,585		5,611		50		2,668				2,823		0		0.56%		3.75%				3,496		0		▲673				8,975		8,833		142				142		94		49				3,597		291		0.71%		0.06%		5,764		0		▲2,167		291		12,054		9,560		2,530		79.31%		20.99%		12,047		10,049		3,085		7		▲489		▲555

				116		宮城県仙台市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		仙台市土地開発公社 センダイシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地先行取得		5,343		4,779		20		4,764				0		4,764		2.01%		11.25%				0		6,058		▲1,295				564		534		30				31		▲258		288				0		0		0.00%		0.00%		4,645		4,510		▲4,645		▲4,510		4,848		4,848		4,847		100.00%		99.98%		5,342		5,342		5,182		▲494		▲494		▲335

				117		宮城県仙台市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		仙台市建設公社 センダイシ ケンセツ コウシャ		学校等の先行取得，市営住宅・駐輪場等の管理		1,371		703		50		0				260		0		0.11%		11.25%				686		0		▲427				669		674		▲6		●		▲5		▲1		▲5				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				118		宮城県仙台市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		仙台観光国際協会 センダイ カンコウ コクサイ キョウカイ		国内外のコンベンションや観光客の誘致・支援及び国際交流活動の推進等		638		245		180		12				0		0		0.00%		11.25%				0		0		0				393		300		93		○		▲8		2		▲9				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				119		宮城県石巻市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		網地島ライン アミ チ シマ		離島航路事業に係る業務		182		179		2		0				0		51		0.12%		11.42%				0		51		0				3		▲29		32				40		14		27				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				120		宮城県多賀城市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		多賀城市土地開発公社 タガジョウシ トチ カイハツ コウシャ		公共事業等に係る公共用地の取得		253		233		10		233				0		233		1.91%		13.04%		-		-		-		-				20		-		-				1		-		-				0		0		0.00%		0.00%		-		-		-		-		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-

				121		宮城県多賀城市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		多賀城駅北開発 タガジョウエキ キタ カイハツ		再開発ビルの賃貸、駐車場の管理運営及び市街地再開発事業の施行		2,652		2,076		354		257				0		0		0.00%		13.04%		-		-		-		-				576		-		-				523		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				122		宮城県岩沼市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		岩沼市土地開発公社		駅前ビルの賃貸及び土地の管理		1,260		530		5		529				0		0		0.00%		13.45%				0		0		0				731		729		2				2		▲13		15				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		1,172		1,172		1,086		100.00%		92.63%		1,172		1,172		1,086		0		0		0

		●		123		宮城県大崎市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		大崎市土地開発公社 オオサキ シ トチ カイハツ コウシャ		市に代わって土地の先行取得を行う。		1,711		1,440		5		0				511		0		1.38%		11.54%				282		0		229				272		275		▲4		●		▲4		▲3		▲1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		1,385		192		192		13.88%		13.88%		456		192		192		929		0		0

				124		宮城県大郷町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		おおさと地域振興公社 チイキ シンコウ コウシャ		物産館、縁の郷、開発センターの管理運営業務		72		187		21		100				0		0		0.00%		15.00%				0		0		0		◎		▲115		▲123		9				5		17		▲13				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				125		宮城県女川町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		シーパル女川汽船 オナガワ キセン		旅客輸送（離島航路）		44		106		17		0				0		64		1.70%		15.00%				0		28		36		●		▲63		▲59		▲4		○		▲4		2		▲6				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		126		大崎地域広域行政事務組合		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		大崎市土地開発公社 オオサキシ トチ カイハツ コウシャ		市に代わって土地の先行取得を行う。		1,711		1,440		0		0				915		0		2.48%		11.54%				-		-		-				272		275		▲4		●		▲4		▲3		▲1				0		0		0.00%		0.00%		-		-		-		-		1,385		192		192		13.88%		13.88%		456		192		192		929		0		0

				127		秋田県		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		秋田県農業公社		農地保有合理化事業、特別栽培農産物認証事業、県有供卵牛管理事業、畜産環境総合整備事業等		5,708		4,860		522		1,678				1,292		0		0.39%		3.75%				1,475		0		▲183				848		857		▲9		○		▲11		1		▲11				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				128		秋田県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		秋田県林業公社（林業公社） リンギョウ コウシャ		分収造林契約による森林経営の管理		62,235		42,230		10		25,713				10,284		0		3.07%		3.75%				10,995		0		▲711				20,005		19,748		257		◎		▲1		▲1		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				129		秋田県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		あきた企業活性化センター		中小企業者等の経営基盤の強化及び創業支援のための、相談、機械設備導入支援、販路拡大等の事業		11,933		9,080		30		7,185				0		1,241		0.37%		3.75%				0		1,425		▲184				2,853		2,889		▲36		●		▲65		▲11		▲54				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				130		秋田県		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		秋田県土地開発公社		公共、公用施設等に供する土地の取得及び処分		813		131		100		14				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				683		673		10				10		18		▲8				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		16		16		16		100.00%		100.00%		16		16		16		0		0		0

				131		秋田県秋田市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		秋田市土地開発公社 アキタシ トチ カイハツ コウシャ		公用地の先行取得		1,577		1,121		10		1,121				0		0		0.00%		11.25%				0		0		0				456		457		▲1		○		▲1		2		▲2				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		1,122		1,122		1,122		100.00%		100.00%		1,122		1,122		1,122		0		0		0

				132		秋田県秋田市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		太平山観光開発 タイヘイザン カンコウ カイハツ		都市公園およびスキ－場の管理		86		140		236		108				0		0		0.00%		11.25%				0		0		0		◎		▲54		▲57		4				5		23		▲19				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				133		秋田県横手市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		増田町物産流通センター マスダ マチ ブッサン リュウツウ		上畑温泉「さわらび・ゆ～らく」の管理運営。特産品の展示、販売		107		93		50		57				0		0		0.00%		11.69%				0		8		▲8				15		13		3				3		▲2		5				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				134		秋田県横手市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		山内観光振興公社 サンナイ カンコウ シンコウ コウシャ		あいのの温泉「鶴ヶ池荘」の管理運営		124		91		110		67				0		0		0.00%		11.69%				0		0		0				33		26		8				10		7		3				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				135		秋田県横手市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		ウッディさんない		木製品・家具及び外構の製造販売、道の駅（レストラン・直売所）の管理運営		148		71		28		15				0		0		0.00%		11.69%				0		0		0				77		68		10				12		4		8				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				136		秋田県湯沢市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		秋の宮山荘 アキ ミヤ サンソウ		宿泊施設及びレストラン、温泉浴場の経営		40		217		93		180				0		0		0.00%		12.64%				0		0		0		●		▲178		▲155		▲23		●		▲22		▲10		▲12				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				137		秋田県由利本荘市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		鳥海高原ユースパーク チョウカイ コウゲン		スポーツ宿泊センター及び花立観光施設等の運営		39		42		51		29				0		29		0.09%		11.77%				0		29		0		◎		▲4		▲6		3				3		▲5		7				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				138		秋田県北秋田市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		マタギの里観光開発 サト カンコウ カイハツ		温泉宿泊施設・農産物等販売施設の管理		16		129		66		60				0		60		0.40%		12.79%		-		-		-		-		○		▲114		-		-		○		▲16		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				139		秋田県仙北市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		アロマ田沢湖 タザワコ		ハーブ園の経営および管理等		55		54		39		5				0		0		0.00%		12.99%				0		0		0				2		7		▲6		◎		▲6		▲6		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				140		秋田県藤里町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		藤里開発公社 フジサト カイハツ コウシャ		健康保養館・ホテルの経営・農産物の加工・清涼飲料水の製造、販売		617		328		100		0				275		15		12.61%		15.00%		○		334		40		▲84				289		289		1				1		1		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				141		秋田県八峰町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		峰浜培養 ミネハマ アリミネ バイヨウ		菌床ホダ木の製造販売		273		130		90		0				96		0		2.16%		15.00%				108		0		▲12				143		30		113				33		26		8				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				142		秋田県東成瀬村		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		秋田栗駒リゾート アキタ クリコマ		宿泊施設・スキー場の管理運営		73		105		28		0				0		60		2.97%		15.00%		-		-		-		-		○		▲32		-		-				27		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				143		山形県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		山形テレビ		テレビジョン放送業		4,318		1,142		13		96				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				3,177		2,916		262				393		406		▲13				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				144		山形県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		さくらんぼテレビジョン		テレビジョン放送業		3,136		974		40		133				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				2,163		2,103		60				120		72		49				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				145		山形県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		山形県企業振興公社		経営支援、創業支援、設備貸与等の中小企業支援		4,451		2,902		459		2,267				154		0		0.05%		3.75%				243		0		▲90				1,550		1,604		▲54		●		▲55		▲54		▲1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				146		山形県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		山形県産業技術振興機構		産学官連携・研究開発等の推進、工業材料試験、ものづくり人材育成		8,305		6,318		1,775		5,230				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				1,988		2,926		▲938		◎		▲66		▲88		23				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				147		山形県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		山形県林業公社（林業公社）		分収造林の運営管理		53,871		38,307		10		19,885				10,344		200		3.14%		3.75%				10,671		0		▲128				15,565		15,363		203		◎		▲1		▲1		0				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				148		山形県		地方道路公社 チホウ ドウロ コウシャ		山形県道路公社		有料道路の建設・管理運営等		1,449		1,083		366		0				202		1,310		0.45%		3.75%				1,582		0		▲71				366		429		▲63				388		194		194				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				149		山形県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		やまがた農業支援センター		農用地の売買・賃借・造成、新規就農支援、６次産業化の推進、有機農産物等の認証 等		5,295		2,777		897		2,022				98		270		0.11%		3.75%				285		190		▲107				2,519		2,569		▲51		○		▲8		3		▲10				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				150		山形県山形市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		山形市都市振興公社 ヤマガタシ トシ シンコウ コウシャ		公共用地の取得、造成、管理、駐車場等の公共施設の管理		1,726		1,463		10		0				546		0		1.06%		11.25%				345		0		202				263		284		▲22		○		▲22		10		▲32				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				151		山形県山形市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		山形市土地開発公社 ヤマガタシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地・公用地等の取得，管理及び処分		4,068		3,699		10		3,699				0		0		0.00%		11.25%				211		0		▲211				370		366		4				4		▲219		223				3,528		3,528		6.83%		6.83%		4,152		4,152		▲624		▲624		3,961		3,961		3,961		99.99%		99.99%		4,226		4,152		4,152		▲265		▲191		▲191

				152		山形県米沢市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		米沢市土地開発公社		公共事業用地の先行取得及び処分		855		739		5		98				540		98		3.18%		12.49%				540		70		28				116		212		▲96		●		▲10		▲4		▲7				558		558		2.78%		2.78%		587		587		▲29		▲29		658		558		558		84.75%		84.75%		608		587		587		50		▲29		▲29

				153		山形県鶴岡市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		鶴岡市開発公社 ツルオカシ カイハツ コウシャ		公共用地等の取得		4,116		3,702		5		0				3,349		0		8.45%		11.47%				3,414		0		▲66				414		390		25				26		27		▲2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				154		山形県寒河江市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		寒河江市土地開発公社 サガエシトチカイハツコウシャ		公共用地、公有地等の取得、造成、管理、処分等		2,975		1,642		5		0		◎		1,633		0		16.24%		13.32%		○		2,046		0		▲413				1,333		1,365		▲32		○		▲32		9		▲40		◎		2,546		432		25.32%		4.30%		2,811		702		▲265		▲270		2,747		2,739		600		99.71%		21.85%		2,940		2,940		831		▲193		▲201		▲231

				155		山形県上山市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		ニュートラックかみのやま		場外発売所の管理運営、売店等営業		1,045		890		10		0				0		50		0.62%		13.74%				0		60		▲10				155		79		76				129		36		94				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				156		山形県上山市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		上山市土地開発公社 カミノヤマ シ トチ カイハツ コウシャ		公共用地等の取得、管理、処分等		299		283		5		0				283		0		3.51%		13.74%				344		0		▲61				17		17		1				1		▲1		1				273		273		3.39%		3.39%		333		333		▲60		▲60		282		273		273		96.88%		96.88%		343		333		333		▲61		▲60		▲60

				157		山形県天童市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		スポーツクラブ天童 テンドウ		スポーツクラブの経営管理		259		194		45		0				127		0		0.97%		12.94%				142		0		▲15				66		47		19				20		2		18				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				158		山形県尾花沢市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		尾花沢市土地開発公社 オバナザワシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の取得・造成及びその他の管理		272		132		5		30				98		0		1.46%		14.14%				12		0		86				140		141		▲1		●		▲1		▲1		▲1				110		110		1.64%		1.64%		0		0		110		110		260		110		110		42.45%		42.45%		146		110		110		114		0		0

				159		山形県南陽市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		南陽市土地開発公社 ナンヨウシ トチ カイハツ コウシャ		公用地等の取得、造成、処分		439		332		5		0				331		0		4.00%		13.68%				331		0		0				108		114		▲7		◎		▲2		▲2		1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		381		0		0		0.00%		0.00%		393		5		5		▲12		▲5		▲5

				160		山形県中山町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		山形県東村山郡中山町土地開発公社		公共用地の取得、管理、処分		689		547		10		0		●		523		545		34.60%		15.00%		○		545		0		523				142		130		12				12		27		▲16				0		0		0.00%		0.00%		684		78		▲684		▲78		674		674		78		100.00%		11.57%		684		684		78		▲10		▲10		0

				161		山形県河北町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		河北町土地開発公社 カホクチョウ トチ カイハツ コウシャ		公共用地、公用地等の取得・管理・処分		552		391		5		0				390		0		8.06%		15.00%				390		0		0				162		162		▲1		◎		▲1		▲1		1				390		340		8.06%		7.02%		536		469		▲146		▲129		525		525		457		100.00%		87.09%		536		536		469		▲11		▲11		▲12

				162		山形県高畠町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		高畠町土地開発公社 タカハタマチ トチ カイハツ コウシャ		土地の取得、造成、処分		436		429		5		0				429		0		6.42%		14.16%				451		0		▲22				7		7		▲1		◎		▲1		▲1		1				427		427		6.39%		6.39%		446		320		▲19		107		427		427		427		100.00%		100.00%		446		446		320		▲19		▲19		107

				163		山形県川西町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		川西町土地開発公社 カワニシ マチ トチ カイハツ コウシャ		土地の管理及び処分		84		24		5		0				24		0		0.38%		14.27%				113		0		▲89				60		62		▲3		◎		▲3		▲4		1				24		24		0.38%		0.38%		65		65		▲41		▲41		77		77		77		100.00%		100.00%		165		78		78		▲88		▲1		▲1

				164		山形県小国町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		小国町土地開発公社 オグニ マチ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の取得、宅地造成、管理、処分		269		69		5		0				69		0		1.65%		15.00%				81		0		▲12				200		199		1				1		▲2		3				242		242		5.76%		5.76%		252		245		▲10		▲3		241		241		241		100.00%		100.00%		252		252		245		▲11		▲11		▲4

				165		山形県庄内町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		山形県庄内町土地開発公社 ヤマガタケン ショウナイマチ トチ カイハツ コウシャ		土地の取得、造成		393		305		2		0				305		0		4.21%		13.97%				342		0		▲37				88		73		15				15		4		11				337		337		4.65%		4.65%		354		354		▲17		▲17		343		343		343		100.00%		100.00%		384		384		384		▲41		▲41		▲41

				166		福島県		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		ふくしま緑の森づくり公社（林業公社） ミドリ モリ コウシャ リンギョウ コウシャ		分収林方式森林整備		64,594		51,110		10		34,703				16,211		0		3.25%		3.75%				16,626		0		▲416				13,485		12,803		683				0		0		0				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				167		福島県		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		福島県森林・林業・緑化協会 フクシマケン シンリン リンギョウ リョクカ キョウカイ		森林・林業、きのこ等特用林産物、緑化の振興推進		1,928		418		185		76				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				1,511		1,398		114				179		132		48				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				168		福島県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		福島県農業振興公社 フクシマケン ノウギョウ シンコウ コウシャ		農地中間管理事業、就農促進事業等		460		406		46		32				209		0		0.04%		3.75%				540		0		▲332				54		▲247		301				301		340		▲40				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				169		福島県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		福島県食肉流通センター フクシマケン ショクニク リュウツウ		食肉の加工処理、製造保管及び販売等		1,980		877		434		0				0		113		0.02%		3.75%				0		133		▲20				1,103		1,094		10		◎		▲66		▲91		26				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				170		福島県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		福島空港ビル		空港ターミナルビルの管理		1,206		762		36		580				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				445		403		42				13		▲8		20				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				171		福島県		地方道路公社 チホウ ドウロ コウシャ		福島県道路公社		有料道路の維持管理		2,531		4,205		790		1,739				2,246		0		0.45%		3.75%				2,729		0		▲483		◎		▲1,675		▲2,018		344				344		349		▲5				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				172		福島県		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		福島県土地開発公社 フクシマケン トチ カイハツ コウシャ		公共用地の先行取得、土地造成及びあっせん		5,416		3,475		251		0				731		0		0.15%		3.75%				877		0		▲147				1,942		1,921		21				21		17		5				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		0		0		0		-		-		0		0		0		0		0		0

				173		福島県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		福島県産業振興センター		県内中小企業等に対し、融資や経営相談を行うとともに、コンベンション施設、会議室等の管理運営を行う。		98,835		95,063		1,223		93,397				0		1,153		0.23%		3.75%		-		-		-		-				3,772		-		-				560		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				174		福島県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		福島テレビ フクシマ		地域に根ざした放送活動の推進		10,825		1,343		175		6				0		0		0.00%		3.75%		-		-		-		-				9,482		-		-				836		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		175		福島県福島市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		福島地方土地開発公社 フクシマ チホウ トチカイハツコウシャ		公共用地・公有地の管理		11,085		9,508		6		2,338				6,438		0		11.22%		11.25%		○		7,800		0		▲1,363				1,577		1,461		116				116		27		90		◎		9,389		9,389		16.36%		16.36%		10,041		10,041		▲652		▲652		9,575		9,528		9,528		99.51%		99.51%		10,775		10,411		10,218		▲1,200		▲883		▲690

				176		福島県会津若松市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		会津若松地方土地開発公社 アイヅ ワカマツ チホウ トチ カイハツ コウシャ		公有地取得事業及び土地造成事業		1,576		1,189		5		0				1,169		0		3.99%		11.84%				961		0		208				387		343		44				44		▲20		64				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		538		0		0		0.00%		0.00%		717		0		0		▲179		0		0

				177		福島県郡山市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		郡山駅西口再開発 コ エキ ニシグチ サイカイハツ		再開発ビル「ビッグアイ」の管理運営及び商業施設「モルティ」の運営		980		620		102		146				0		0		0.00%		11.25%				0		0		0				360		348		12				22		18		5				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				178		福島県いわき市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		いわき市土地開発公社 シ トチ カイハツ コウシャ		公有地取得事業及び土地造成事業		979		375		15		0				375		0		0.51%		11.25%				375		0		0				604		612		▲9		○		▲1		2		▲3				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		68		68		0		100.00%		0.00%		69		69		0		▲1		▲1		0

				179		福島県田村市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		ハム工房都路 コウボウ ミヤコジ		豚肉の加工販売業		66		90		8		0				0		0		0.00%		12.82%				0		30		▲30		●		▲25		▲18		▲8		◎		▲7		▲8		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		180		福島県桑折町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		福島地方土地開発公社		公共用地・公有地の管理		11,085		9,508		1		0				485		0		13.73%		15.00%		○		542		0		▲58				1,577		1,461		116				116		27		90				74		74		2.09%		2.09%		0		0		74		74		9,575		9,528		9,528		99.51%		99.51%		10,775		10,411		10,218		▲1,200		▲883		▲690

				181		福島県南会津町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		会津高原リゾート アイヅ コウゲン		スキー場、キャンプ場等の観光レクリエーショ施設、宿泊施設等の経営、管理、運営		0		0		5		0				0		50		0.55%		13.48%				0		50		0				0		115		▲115				0		▲74		74				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		182		福島県西郷村		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		白河地方土地開発公社 シラカワ チホウ トチ カイハツ コウシャ		公有地の取得及び造成		700		627		1		0				225		0		4.14%		14.74%				367		0		▲142				73		74		▲1		◎		▲1		▲1		1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		4		0		0		0.00%		0.00%		34		29		0		▲30		▲29		0

				183		福島県泉崎村		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		泉崎観光		温泉宿泊施設運営		254		232		78		0				228		0		8.91%		15.00%				253		0		▲25				23		21		2				3		▲3		6				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		184		福島県矢吹町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		白河地方土地開発公社 シラカワ チホウ トチ カイハツ コウシャ		公有地の取得及び造成		700		627		1		0				397		0		8.50%		15.00%				433		0		▲36				73		74		▲1		◎		▲1		▲1		1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		4		0		0		0.00%		0.00%		34		29		0		▲30		▲29		0

				185		福島県矢祭町		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		矢祭振興公社		地域活性化イベント事業、温泉交流研修センター、宿泊研修施設管理		77		31		25		12				0		0		0.00%		15.00%		-		-		-		-				47		-		-		○		▲8		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				186		福島県三春町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		三春まちづくり公社 ミハル コウシャ		宿泊施設・飲食店経営、農産物等の販売、賃貸事業（住宅、店舗）、地域開発コンサル、観光、イベント企画等		561		440		62		0				334		0		6.90%		15.00%				359		0		▲26				121		104		18				35		12		24				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				187		茨城県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		茨城県開発公社 イバラキケン カイハツ コウシャ		産業用地となる土地の取得・造成・処分		18,122		10,067		50		4,851				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				8,056		6,600		1,457				1,279		147		1,132				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				188		茨城県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		茨城県中小企業振興公社 イバラキケン チュウショウ キギョウ シンコウ コウシャ		中小企業の受発注の紹介，斡旋等		40,544		38,477		35		2,220				0		0		0.00%		3.75%		-		-		-		-				2,067		-		-		○		▲7		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				189		茨城県		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		茨城県農林振興公社 イバラキケン ノウリン シンコウ コウ シャ		農林業分野の振興		4,384		1,426		15		14				51		0		0.01%		3.75%				43		0		9				2,958		2,957		1				3		▲12		15				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				190		茨城県		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		茨城県環境保全事業団 イバラキケン カンキョウ ホゼン ジギョウダン		産業廃棄物の処理		14,065		5,625		769		4,455				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				8,440		7,598		843				1,207		1,157		50				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				191		茨城県		地方道路公社 チホウ ドウロ コウシャ		茨城県道路公社 イバラキケン ドウロ コウシャ		料金を徴することができる道路の新設，改築，維持等の管理		29,583		19,591		8,309		1,164				1,770		0		0.28%		3.75%				2,279		0		▲510				9,992		9,988		4				4		7		▲3				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				192		茨城県		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		茨城県土地開発公社 イバラキケン トチカイハツコウシャ		公有用地，公用地等の取得，管理，処分		19,048		15,976		30		9,369				161		0		0.03%		3.75%				105		0		57				3,073		2,843		230				230		249		▲20				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		17,425		11,141		11,141		63.94%		63.94%		15,957		11,193		11,193		1,468		▲52		▲52

				193		茨城県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		鹿島埠頭 カシマ フトウ		曳船事業，通船事業，倉庫事業，船舶代理店業，受託事業，その他事業		3,822		1,711		150		160				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				2,111		1,791		321				446		281		165				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				194		茨城県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		鹿島都市開発 カシマ トシ カイハツ		ホテル，不動産賃貸（ビルテナント賃貸等），施設管理（下水道指定管理等）及び設計業務等		5,052		9,787		693		8,576				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0		◎		▲4,736		▲5,004		269				291		50		241				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		195		茨城県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		首都圏新都市鉄道 シュトケン シントシ テツドウ		つくばエクスプレスの運営等（旅客運輸事業）		1,055,021		875,926		33,396		73,734				0		0		0.00%		3.75%		-		-		-		-				179,095		-		-				5,132		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				196		茨城県水戸市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		水戸市土地開発公社		公共用地の取得，処分。		1,908		1,094		10		0				1,087		0		1.94%		11.25%				1,087		0		1				814		827		▲13		◎		▲13		▲20		8				1,434		1,427		2.56%		2.55%		1,086		1,086		348		341		1,434		1,434		1,427		100.00%		99.51%		1,434		1,427		1,427		0		7		0

				197		茨城県日立市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		日立市土地開発公社 ヒタチ シ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の先行取得		499		492		5		0				492		0		1.26%		11.48%				162		0		330				7		7		1				1		0		1				111		111		0.28%		0.28%		110		110		1		1		493		111		111		22.45%		22.45%		163		110		110		330		1		1

				198		茨城県日立市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		ＪＷＡＹ		有線一般放送事業		1,921		1,091		3		275				0		0		0.00%		11.48%				0		0		0				830		696		135				162		155		8				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				199		茨城県日立市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		日立埠頭 ヒタチ フトウ		茨城港（日立港区、常陸那珂港区）における荷役業務、倉庫業、船舶代理店業、曳船業		3,850		2,941		55		300				0		0		0.00%		11.48%				0		0		0				909		672		237				51		10		41				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		200		茨城県古河市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		渡良瀬遊水地アクリメーション振興財団 ワタラセ ユウスイチ シンコウ ザイダン		渡良瀬遊水地の環境保全事業、調査研究事業、施設管理事業		3,893		3,108		13		0				79		0		0.26%		11.81%				81		0		▲2				786		710		77				62		69		▲7				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				201		茨城県結城市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		結城市土地開発公社		公共・公有用地の取得，管理，処分及び工業用地の取得，処分		795		450		5		0				445		0		4.19%		13.24%				599		0		▲155				346		332		14				14		8		7				484		484		4.57%		4.57%		599		599		▲115		▲115		507		499		499		98.42%		98.42%		885		668		667		▲378		▲169		▲168

				202		茨城県下妻市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		下妻市開発公社		土地の取得、造成、管理、処分		1,109		561		1		0				560		0		5.37%		13.27%				574		0		▲14				549		575		▲27		◎		▲27		▲68		41				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				203		茨城県高萩市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		高萩市土地開発公社		公有用地の取得・管理・処分及び工業団地の分譲		611		589		5		589				0		0		0.00%		13.94%				0		0		0				23		26		▲4		○		▲4		24		▲27				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		585		585		585		100.00%		100.00%		585		585		585		0		0		0

				204		茨城県北茨城市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		北茨城市開発公社		公用・公共用地の取得・造成等、温泉施設の管理・運営		679		324		6		0				87		0		0.85%		13.31%				96		0		▲10				356		363		▲8		◎		▲8		▲19		12				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				205		茨城県取手市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		取手市土地開発公社		「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく土地先行取得		357		299		5		0				299		0		1.32%		12.26%				647		0		▲348				58		55		4				4		1		4				337		337		1.49%		1.49%		684		684		▲347		▲347		337		337		337		100.00%		100.00%		684		684		684		▲347		▲347		▲347

				206		茨城県つくば市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		つくば市土地開発公社		公共用地，公用地等の取得及び管理		6,681		6,674		6		0		●		6,675		0		14.64%		11.33%		○		6,640		0		35				8		7		1				1		1		▲1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		6,674		0		0		0.00%		0.00%		6,640		0		0		34		0		0

				207		茨城県ひたちなか市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		ひたちなか市住宅・都市サービス公社		保有商品土地の分譲		220		151		1		120				0		0		0.00%		11.84%				0		0		0				69		69		1				1		6		▲6				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				208		茨城県那珂市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		那珂市土地開発公社		公共用地及び公用地等の取得、管理、処分等		397		235		5		208				0		0		0.00%		13.04%				0		0		0				163		161		2				2		2		▲1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		286		0		0		0.00%		0.00%		369		0		0		▲83		0		0

				209		茨城県坂東市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		坂東市土地開発公社		工業団地造成、用地買収業務		5,775		5,765		10		0		●		3,941		0		29.57%		12.92%		○		2,751		0		1,191				11		11		1				1		1		0				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		5,765		0		0		0.00%		0.00%		3,151		0		0		2,614		0		0

				210		茨城県桜川市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		桜川市土地開発公社		土地の取得、造成、処分		825		752		5		752				0		0		0.00%		13.05%				205		0		▲205				73		71		2				2		3		▲1				0		0		0.00%		0.00%		269		269		▲269		▲269		269		269		269		100.00%		100.00%		269		269		269		0		0		0

				211		茨城県境町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		境町土地開発公社		代替地の取得・造成・管理・処分		165		160		2		0				160		0		2.67%		14.46%				174		0		▲14				6		6		▲1		◎		▲1		▲1		1				160		160		2.67%		2.67%		173		173		▲13		▲13		160		160		160		100.00%		100.00%		173		173		173		▲14		▲14		▲14

				212		茨城県境町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		茨城さかいソーラー		太陽光等による発電及び売電事業		520		471		50		0				470		0		7.87%		14.46%		-		-		-		-				50		-		-				1		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				213		栃木県		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		栃木県土地開発公社 トチギケン トチ カイハツ コウシャ		土地の取得、管理、処分等		13,251		1,391		20		0				740		0		0.17%		3.75%				708		0		33				11,861		11,641		221				243		▲103		346				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		5,731		3,726		3,726		65.01%		65.01%		5,923		3,802		3,802		▲192		▲76		▲76

				214		栃木県		地方道路公社 チホウ ドウロ コウシャ		栃木県道路公社 トチギケン ドウロ コウシャ		有料道路の建設及び管理		23,216		17,873		5,304		0				4,204		0		0.94%		3.75%				5,180		75		▲1,051				5,343		5,343		1				1		1		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				215		栃木県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		栃木県産業振興センター トチギケン サンギョウ シンコウ		中小企業の各種支援		7,460		5,789		5		4,438				0		0		0.00%		3.75%		-		-		-		-				1,671		-		-		○		▲52		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				216		栃木県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		栃木県農業振興公社		農地集積推進事業、農業後継者育成確保事業、農村振興事業、なかがわ水遊園管理運営等事業等		2,121		757		5		60				336		0		0.08%		3.75%				407		0		▲72				1,364		1,377		▲13		●		▲10		▲1		▲9				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		217		栃木県		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		渡良瀬遊水地アクリメーション振興財団		渡良瀬遊水地の環境保全事業、調査研究事業、施設管理事業		3,893		3,108		22		0				663		0		0.15%		3.75%				674		0		▲12				786		710		77				62		69		▲7				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				218		栃木県宇都宮市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		宇都宮市土地開発公社		公有地の取得，造成その他管理，処分に関すること		7,553		7,117		10		565				6,517		0		6.42%		11.25%				3,949		0		2,568				437		395		43				43		87		▲45				2,516		2,516		2.48%		2.48%		3,536		2,954		▲1,020		▲438		7,474		3,494		2,910		46.75%		38.94%		4,870		3,536		2,954		2,604		▲42		▲44

				219		栃木県栃木市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		栃木市土地開発公社		公共用地等の取得、管理、処分		269		176		5		176				0		0		0.00%		11.55%				0		0		0				93		93		1				1		▲11		11				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		255		255		0		100.00%		0.00%		255		255		0		0		0		0

				220		栃木県栃木市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		観光農園いわふね		農産物の生産販売、観光農園（摘み取り）の経営		60		129		22		103				0		0		0.00%		11.55%				4		0		▲4		●		▲70		▲54		▲16		○		▲15		5		▲20				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		221		栃木県栃木市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		渡良瀬遊水地アクリメーション振興財団		渡良瀬遊水地の環境保全事業、調査研究事業、施設管理事業		3,893		3,108		15		0				450		0		1.22%		11.55%				458		0		▲8				786		710		77				62		69		▲7				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				222		栃木県佐野市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		佐野市土地開発公社		公共用地等の取得、管理及び処分		506		141		5		0				141		0		0.51%		11.92%				256		0		▲116				366		361		5				5		▲11		15				140		140		0.51%		0.51%		256		256		▲116		▲116		197		197		197		99.98%		99.98%		314		313		313		▲117		▲116		▲116

				223		栃木県鹿沼市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		鹿沼市花木センター公社		さつき・緑化木類の展示販売施設の管理運営及び仕入販売		365		324		11		0				0		230		1.00%		12.23%				0		240		▲10				42		77		▲36		●		▲37		▲30		▲8				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				224		栃木県日光市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		オアシス今市		商店街等活性化事業		315		276		45		0				325		0		1.29%		12.07%				400		300		▲375				40		74		▲35		○		▲35		306		▲341				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				225		栃木県小山市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		小山都市開発		再開発ビルの管理運営		3,010		3,888		1,186		900				0		900		2.86%		11.74%				0		770		130		○		▲878		1,187		▲2,064		○		▲76		42		▲118				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				226		栃木県小山市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		テレビ小山放送		ケーブルテレビサービス		1,083		773		9		0				0		452		1.44%		11.74%				0		482		▲31				311		295		17				18		48		▲31				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				227		栃木県小山市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		小山市土地開発公社		公共用地の取得、土地造成事業等		1,429		695		5		0				695		0		2.21%		11.74%				743		0		▲49				735		603		133				133		141		▲8				661		661		2.10%		2.10%		659		659		2		2		874		661		661		75.57%		75.57%		1,173		659		659		▲299		2		2

		●		228		栃木県小山市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		渡良瀬遊水地アクリメーション振興財団		渡良瀬遊水地の環境保全事業、調査研究事業、施設管理事業		3,893		3,108		4		0				104		0		0.33%		11.74%				106		0		▲2				786		710		77				62		69		▲7				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				229		栃木県真岡市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		もおか鬼怒公園開発		市民ゴルフ場、真岡井頭温泉、勤労者交流研修施設の管理運営		2,555		1,957		82		1,000				0		1,000		5.65%		12.61%				0		1,000		0				599		574		26				26		▲44		70				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				230		栃木県大田原市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		大田原まちづくりカンパニー		飲食料品小売業及び子ども未来館施設管理運営等		247		224		31		200				0		0		0.00%		12.51%				0		0		0				24		30		▲6		◎		▲8		▲20		13				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		231		栃木県野木町		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		渡良瀬遊水地アクリメーション振興財団		渡良瀬遊水地の環境保全事業、調査研究事業、施設管理事業		3,893		3,108		4		0				122		0		2.38%		14.93%				124		0		▲3				786		710		77				62		69		▲7				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				232		群馬県		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		群馬県森林・緑整備基金		林業労働力の安定確保対策、分収方式等の森林の育成・整備事業の実施		2,358		792		580		530				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				1,567		1,564		3				6		▲4		10				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				233		群馬県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		群馬県農業公社 グンマケン ノウギョウ コウシャ		農地の貸借・売買及び造成等		808		125		314		2				81		0		0.02%		3.75%				115		0		▲35				684		693		▲10		◎		▲7		▲8		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				234		群馬県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		群馬県産業支援機構 グンマケン サンギョウ シエン キコウ		中小企業の経営基盤強化促進、創業の促進、科学技術振興、産学連携推進		1,741		353		914		28				0		0		0.00%		3.75%		-		-		-		-				1,389		-		-		○		▲1		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				235		群馬県高崎市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		高崎市都市整備公社 タカサキシ トシ セイビ コウシャ		駐車場の管理運営		5,547		2,777		20		1,339				705		689		1.70%		11.25%				812		692		▲111				2,770		2,694		77				80		99		▲20				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				236		群馬県桐生市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		桐生市土地開発公社 キリュウシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地取得の推進		1,214		866		6		0				865		0		3.22%		11.97%		-		-		-		-				348		-		-				2		-		-				0		0		0.00%		0.00%		-		-		-		-		20		13		1		61.66%		4.56%		-		-		-		-		-		-

				237		群馬県太田市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		田園都市未来新田 デンエン トシ ミライ ニッタ		ショッピングセンターテナント賃貸		1,815		1,192		200		100				0		0		0.00%		11.26%				0		0		0				623		578		46				70		49		22				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				238		群馬県太田市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		太田市土地開発公社		公有地の先行取得に係る業務、公社独自事業に関わる業務		3,633		1,693		110		0				1,544		0		3.13%		11.26%				2,163		0		▲620				1,941		1,889		52		○		▲10		76		▲86				0		0		0.00%		0.00%		535		535		▲535		▲535		1,779		1,720		510		96.68%		28.67%		1,748		535		535		31		1,185		▲25

				239		群馬県沼田市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		沼田市土地開発公社 ヌマタシ トチ カイハツ コウシャ		沼田市からの依頼により公共事業用地等の先行取得を行うなど市の行財政の補完的役割を果たす		318		271		10		0				202		0		1.39%		12.82%				546		0		▲345				47		47		1				1		1		▲1				201		201		1.39%		1.39%		506		39		▲305		162		270		201		201		74.33%		74.33%		546		507		501		▲276		▲306		▲300

				240		群馬県渋川市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		渋川市民ゴルフ場 シブカワ シミン ジョウ		市民ゴルフ場の経営		393		350		31		284				0		0		0.00%		12.32%				0		0		0				44		50		▲6		◎		▲6		▲6		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				241		群馬県富岡市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		富岡市土地開発公社 トミオカ シ トチ カイハツ コウシャ		公有地の先行取得		494		159		5		159				0		0		0.00%		13.05%				60		0		▲60				335		329		7				7		3		4				0		0		0.00%		0.00%		170		170		▲170		▲170		170		170		170		100.00%		100.00%		225		170		170		▲55		0		0

				242		群馬県吉岡町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		吉岡町土地開発公社 ヨシオカマチ トチ カイハツ コウシャ		公共用地等の取得・管理・処分		54		23		5		0				23		0		0.55%		15.00%				128		0		▲105				31		30		2				2		▲1		3				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		22		0		0		0.00%		0.00%		127		0		0		▲105		0		0

				243		群馬県上野村		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		上野振興公社 ウエノ シンコウ コウシャ		観光施設・宿泊施設の管理運営		240		135		90		103				0		0		0.00%		15.00%				0		0		0				106		102		4				5		5		▲1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				244		群馬県下仁田町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		甘楽郡土地開発公社		公有用地の先行取得、住宅用地の造成・分譲		192		121		2		96				26		0		0.73%		15.00%				26		0		0				71		76		▲6		◎		▲6		▲127		122				40		40		1.16%		1.16%		40		40		0		0		164		137		137		83.52%		83.52%		198		138		138		▲34		▲1		▲1

				245		群馬県川場村		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		川場村土地開発公社 カワバムラ トチ カイハツ コウシャ		土地の取得・処分		171		125		5		0				125		0		6.88%		15.00%				135		0		▲10				46		46		▲1		○		▲1		1		▲1				54		54		2.95%		2.95%		54		34		▲1		20		160		54		54		33.51%		33.51%		116		55		55		44		▲1		▲1

				246		群馬県みなかみ町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		みなかみ町土地開発公社 マチ トチ カイハツ コウシャ		公有用地の取得、処分、分譲		229		191		5		0				191		0		1.97%		13.39%				217		0		▲26				38		38		1				1		1		▲1				185		185		1.91%		1.91%		212		212		▲27		▲27		185		185		185		100.00%		100.00%		212		212		212		▲27		▲27		▲27

				247		群馬県玉村町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		玉村町土地開発公社 タマムラ マチ トチ カイハツ コウシャ		公共用地・公共地等の取得、管理、処分		585		551		5		210				342		0		4.88%		14.05%		-		-		-		-				35		-		-				1		-		-				0		0		0.00%		0.00%		-		-		-		-		535		0		0		0.00%		0.00%		-		-		-		-		-		-

		●		248		群馬県板倉町		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		渡良瀬遊水地アクリメーション振興財団 ワタラセ ユウスイチ シンコウ ザイダン		渡良瀬遊水地の環境保全事業、調査研究事業、施設管理事業		3,893		3,108		3		0				86		0		2.17%		15.00%				87		0		▲2				786		710		77				62		109		▲48				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				249		群馬県千代田町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		西邑楽土地開発公社 ニシ オウラ トチ カイハツ コウシャ		公有地の先行取得		1,104		1,076		3		0		●		1,076		0		34.44%		15.00%		○		1,051		0		25				29		▲470		498				504		▲47		551		●		1,063		1,055		34.06%		33.81%		1,039		1,031		24		24		1,069		1,063		1,055		99.42%		98.69%		1,207		1,201		1,193		▲138		▲138		▲138

				250		埼玉県		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		埼玉県農林公社（林業公社）		埼玉県農林業の振興に資する事業		20,995		20,011		696		7,614				9,568		110		0.82%		3.75%				9,592		111		▲26				985		990		▲6		◎		▲3		▲7		5				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		251		埼玉県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		埼玉高速鉄道		埼玉高速鉄道線の運営		69,105		63,267		58,976		9,118				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				5,838		5,674		165				1,517		▲2,165		3,681				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				252		埼玉県		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		埼玉県土地開発公社		公共用地の取得・処分等		6,989		3,639		100		0				2,743		0		0.23%		3.75%				1,702		0		1,042				3,351		3,351		1				1		2		▲2				85		0		0.01%		0.00%		76		0		9		0		3,707		629		544		16.98%		14.68%		2,365		625		540		1,342		4		4

				253		埼玉県		地方道路公社 チホウ ドウロ コウシャ		埼玉県道路公社		有料道路の建設及び管理		35,236		23,578		11,498		1,925				4,955		0		0.42%		3.75%				5,899		0		▲945				11,659		11,648		12				12		9		4				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				254		埼玉県		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		埼玉県河川公社		河川マリーナの管理・運営		234		226		18		167				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				8		7		1				1		3		▲2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				255		埼玉県		地方住宅供給公社 チホウ ジュウタク キョウキュウ コウシャ		埼玉県住宅供給公社		公営住宅等の管理事業		26,748		12,565		40		1,848				98		0		0.01%		3.75%				112		0		▲14				14,183		13,668		516				530		438		93				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		256		埼玉県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		首都圏新都市鉄道		つくばエクスプレスの運営等（旅客運輸事業）		1,055,021		875,926		10,887		16,386				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				179,095		175,301		3,795				5,132		4,266		866				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				257		埼玉県さいたま市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		与野都市開発		再開発ビルの賃貸		2,898		2,506		500		1,800				0		0		0.00%		11.25%				0		0		0				392		320		73				110		98		12				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				258		埼玉県さいたま市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		岩槻都市振興		再開発ビルの賃貸		1,379		831		500		500				0		0		0.00%		11.25%				0		0		0				549		468		81				98		92		7				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				259		埼玉県川越市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		川越市土地開発公社 カワゴエシ トチ カイハツ コウシャ		公有地の拡大の推進に関する法律に基づく土地の取得、処分及び管理		6,963		6,079		5		0				5,840		0		9.51%		11.25%		○		7,726		0		▲1,886				885		872		13				13		15		▲2				5,379		4,301		8.76%		7.00%		7,267		6,291		▲1,888		▲1,990		6,688		5,379		4,301		80.43%		64.31%		8,356		7,267		6,291		▲1,668		▲1,888		▲1,990

				260		埼玉県熊谷市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		ティアラ２１		再開発ビル保留床の管理法人として、オフィス、駐車場の管理業務を行う		3,594		2,824		50		450				0		0		0.00%		11.45%				0		0		0				770		669		102				153		129		25				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				261		埼玉県川口市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		川口市土地開発公社 カワグチシトチカイハツコウシャ		公共用地等の先行取得		17,214		16,571		5		1,480		◎		15,085		0		14.96%		11.25%		○		16,009		0		▲924				644		695		▲51		○		▲51		63		▲114		◎		15,289		15,289		15.17%		15.17%		16,071		16,071		▲782		▲782		16,768		16,768		16,768		100.00%		100.00%		17,550		17,550		17,550		▲782		▲782		▲782

		●		262		埼玉県川口市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		埼玉高速鉄道 サイタマ コウソク テツドウ		埼玉高速鉄道線の運営		69,105		63,267		24,259		1,107				0		0		0.00%		11.25%				0		0		0				5,838		5,674		165				1,517		▲2,165		3,681				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				263		埼玉県秩父市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		ちちぶ観光機構 カンコウキコウ		物品・土産品の販売、観光PR事業		123		55		9		23				0		0		0.00%		12.62%				0		0		0				68		56		13				18		17		2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				264		埼玉県秩父市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		龍勢の町よしだ リュウ セイ マチ		地域産業振興及び吉田地区特産物を使用した商品開発		97		74		48		30				0		0		0.00%		12.62%				0		0		0				24		23		2				2		▲13		14				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				265		埼玉県所沢市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		所沢市土地開発公社 トコロザワシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地及び公用地等の取得、管理、処分等		535		489		5		0				489		0		0.84%		11.25%				392		0		97				46		47		▲1		●		▲1		▲1		▲1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		489		0		0		0.00%		0.00%		392		0		0		97		0		0

				266		埼玉県所沢市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		埼玉西部食品流通センター		地方卸売市場の管理運営		1,855		485		1,292		113				0		0		0.00%		11.25%				0		0		0				1,371		1,363		8				10		10		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				267		埼玉県飯能市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		飯能市土地開発公社 ハンノウ シ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の取得、造成、処分		2,456		2,368		1		2,368				0		0		0.00%		12.63%				0		0		0				88		268		▲181		○		▲181		20		▲200				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		2,433		2,433		2,433		100.00%		100.00%		2,894		2,894		2,894		▲461		▲461		▲461

				268		埼玉県春日部市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		春日部市土地開発公社		公共用地の取得、処分、管理		8,711		8,706		5		0		◎		8,690		0		20.51%		11.40%		○		9,354		0		▲665				5		5		0				0		0		0		◎		8,689		8,689		20.51%		20.51%		9,354		9,354		▲665		▲665		8,689		8,689		8,689		100.00%		100.00%		9,354		9,354		9,354		▲665		▲665		▲665

				269		埼玉県狭山市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		狭山市土地開発公社		公共土地・公共用地の取得		542		509		5		501				0		0		0.00%		11.95%				0		0		0				34		33		1				1		2		▲2				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		508		508		508		100.00%		100.00%		549		549		549		▲41		▲41		▲41

				270		埼玉県羽生市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		羽生の里 ハニュウ サト		農作物の生産・販売・施設運営		67		33		36		18				0		0		0.00%		13.17%				0		0		0				35		37		▲2		○		▲2		2		▲3				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				271		埼玉県鴻巣市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		鴻巣市土地開発公社		公有用地の取得、管理及び処分		472		250		3		0				227		0		0.96%		12.18%				190		0		37				223		220		3				3		3		1				271		271		1.14%		1.14%		269		269		2		2		457		379		379		82.88%		82.88%		377		377		377		80		2		2

				272		埼玉県鴻巣市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		エルミ鴻巣 コウノス		再開発ビル（商業床）の賃貸		3,153		1,744		703		538				0		0		0.00%		12.18%				0		0		0				1,409		1,401		9				17		13		4				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				273		埼玉県深谷市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		深谷市土地開発公社 フカヤシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地、公用地等の取得・管理・処分等		682		43		5		43				0		0		0.00%		11.79%				0		0		0				640		639		1				1		1		1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		220		205		205		93.05%		93.05%		221		206		206		▲1		▲1		▲1

				274		埼玉県上尾市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		上尾市土地開発公社		公共用地の先行取得		864		642		2		0				642		0		1.74%		11.55%				1,544		0		▲902				223		228		▲5		○		▲5		3		▲7				613		613		1.66%		1.66%		1,729		779		▲1,116		▲166		811		783		783		96.53%		96.53%		1,757		1,729		779		▲946		▲946		4

				275		埼玉県草加市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		草加市土地開発公社		公有地の取得及び処分		4,019		3,217		5		2,954				266		0		0.63%		11.40%				0		0		266				803		799		4				4		3		1				0		0		0.00%		0.00%		3,491		3,491		▲3,491		▲3,491		3,974		3,491		3,491		87.86%		87.86%		3,698		3,491		3,491		276		0		0

				276		埼玉県越谷市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		越谷市土地開発公社		市からの依頼に基づく、土地の取得、管理、処分		13,900		12,770		5		0		◎		12,769		0		22.21%		11.25%		○		14,311		0		▲1,542				1,131		1,117		14				14		17		▲3		◎		13,869		13,869		24.13%		24.13%		15,407		15,389		▲1,538		▲1,520		13,869		13,869		13,869		100.00%		100.00%		15,407		15,407		15,389		▲1,538		▲1,538		▲1,520

				277		埼玉県越谷市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		埼玉県東部流通センター		地方卸売市場の運営・管理		360		182		159		0				26		0		0.05%		11.25%				35		0		▲9				178		184		▲6		◎		▲6		▲7		2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				278		埼玉県越谷市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		パルテきたこし		不動産の賃貸・管理運営等		729		452		10		192				0		0		0.00%		11.25%				0		0		0				278		257		21				32		9		24				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				279		埼玉県蕨市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		蕨市土地開発公社		土地の先行取得業務		3,899		3,893		5		0		◎		3,892		0		28.20%		12.87%		○		4,770		0		▲879				6		6		0				0		0		0		◎		3,891		3,891		28.20%		28.20%		4,770		4,770		▲879		▲879		3,892		3,892		3,892		100.00%		100.00%		4,770		4,770		4,770		▲878		▲878		▲878

				280		埼玉県戸田市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		戸田市土地開発公社		用地等の先行取得		7,069		6,970		5		2,263		◎		4,700		0		16.99%		11.92%		○		6,511		0		▲1,812				100		203		▲103		○		▲103		7		▲110		◎		4,700		4,700		16.99%		16.99%		6,511		6,466		▲1,811		▲1,766		6,963		6,373		6,336		91.53%		91.00%		8,915		8,184		8,102		▲1,952		▲1,811		▲1,766

				281		埼玉県入間市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		入間都市開発		再開発商業施設及び駐車場の管理・運営		1,575		452		558		46				0		0		0.00%		12.06%				0		0		0				1,124		1,090		35				48		▲91		139				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				282		埼玉県入間市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		入間市土地開発公社		公共事業用地の先行取得及び処分		739		100		5		0				85		0		0.33%		12.06%				53		0		32				639		671		▲32		●		▲21		▲10		▲12				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		518		333		333		64.24%		64.24%		493		359		359		25		▲26		▲26

				283		埼玉県和光市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		和光市土地開発公社		公共用地の取得業務		192		182		5		0				182		0		1.25%		12.81%				252		0		▲70				10		11		▲1		●		▲1		▲1		▲1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		0		0		0		-		-		0		0		0		0		0		0

				284		埼玉県八潮市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		八潮市土地開発公社		公有地等の先行取得		1,197		1,077		3		306				772		0		4.72%		12.69%				1,032		0		▲260				120		120		1				1		1		▲1				762		655		4.66%		4.01%		1,386		1,031		▲624		▲376		1,091		1,081		974		99.13%		89.32%		1,442		1,386		1,031		▲351		▲305		▲57

				285		埼玉県富士見市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		富士見市土地開発公社		公共用地、公用地等の取得管理、処分等を行う		1,094		205		3		183				0		0		0.00%		12.50%				399		0		▲399				890		923		▲33		●		▲16		▲14		▲2				0		0		0.00%		0.00%		256		256		▲256		▲256		860		828		828		96.27%		96.27%		1,047		829		829		▲187		▲1		▲1

				286		埼玉県三郷市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		三郷市土地開発公社		公有用地の取得、維持管理等		2,125		2,087		5		0				2,061		0		8.38%		12.11%				2,124		0		▲64				38		38		0				0		0		0				1,879		1,385		7.64%		5.63%		1,887		1,189		▲8		196		2,061		1,879		1,385		91.20%		67.22%		2,124		1,887		1,189		▲63		▲8		196

				287		埼玉県蓮田市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		蓮田市土地開発公社		土地の取得、造成、処分		87		83		2		0				83		0		0.70%		13.07%				117		0		▲34				4		4		▲1		●		▲1		▲1		▲1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		83		0		0		0.00%		0.00%		116		0		0		▲33		0		0

				288		埼玉県幸手市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		幸手市土地開発公社		公共用地の取得・処分・保有		2,309		1,518		1		718				799		0		7.89%		13.31%				799		0		0				791		793		▲3		○		▲3		11		▲13		◎		1,083		1,083		10.70%		10.70%		1,306		1,306		▲223		▲223		2,744		2,744		2,744		100.00%		100.00%		2,308		2,308		2,308		436		436		436

				289		埼玉県吉川市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		吉川市土地開発公社		公有財産の先行取得		2,769		1,605		1		0		◎		1,605		0		13.22%		13.04%		○		1,605		0		0				1,164		1,165		▲1		◎		▲1		▲1		1		○		2,250		1,501		18.54%		12.37%		0		0		2,250		1,501		2,765		2,250		1,501		81.36%		54.29%		2,765		2,251		1,501		0		▲1		0

				290		埼玉県ふじみ野市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		ふじみ野市土地開発公社		公共用地の取得、管理及び処分		2,110		2,067		4		2,059				8		0		0.03%		12.37%				22		0		▲14				44		44		1				1		4		▲4				71		0		0.33%		0.00%		2,105		1,853		▲2,034		▲1,853		2,066		2,066		1,996		100.00%		96.58%		2,105		2,105		1,853		▲39		▲39		143

				291		埼玉県白岡市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		白岡市土地開発公社 シラオカ シ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の先行取得、管理		263		259		2		259				0		0		0.00%		13.42%				0		5		▲5				4		4		▲1		●		▲1		▲1		▲1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		258		0		0		0.00%		0.00%		183		0		0		75		0		0

				292		埼玉県伊奈町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		伊奈町土地開発公社		土地の取得、造成等。		211		122		4		122				0		0		0.00%		13.84%				0		0		0				89		89		▲1		◎		▲1		▲15		15				184		184		2.39%		2.39%		184		184		▲1		▲1		184		184		184		100.00%		100.00%		185		185		185		▲1		▲1		▲1

				293		埼玉県上里町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		上里町土地開発公社		公共用地の先行取得等		1,968		601		5		0				601		0		10.04%		14.45%				601		0		0				1,367		360		1,008				1,008		94		914				16		0		0.27%		0.00%		0		0		16		0		16		16		0		100.00%		0.00%		751		745		0		▲735		▲729		0

				294		埼玉県宮代町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		宮代町土地開発公社 ミヤシロマチ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の先行取得		186		181		5		181				0		0		0.00%		14.25%				0		0		0				6		6		1				1		1		▲1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		181		181		181		100.00%		100.00%		181		181		181		0		0		0

				295		埼玉県松伏町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		松伏町土地開発公社		公有地の取得及び管理		409		325		4		93				233		0		4.02%		14.55%				233		0		0				85		82		3				3		3		▲1				355		331		6.15%		5.72%		341		341		14		▲10		367		367		343		100.00%		93.31%		365		341		341		2		26		2

				296		千葉県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		千葉県産業振興センター チバケン サンギョウ シンコウ		県内中小企業の支援		16,931		15,104		521		12,789				0		0		0.00%		3.75%		-		-		-		-				1,828		-		-		○		▲3		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				297		千葉県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		ちば国際コンベンションビューロー コクサイ		コンベンション及び国際交流の推進		2,344		82		1,300		40				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				2,262		2,265		▲3		◎		▲3		▲6		3				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				298		千葉県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		千葉県私学教育振興財団 チバケン シガク キョウイク シンコウ ザイダン		学校法人等が教職員等に対し支給する退職手当資金の交付及び私学振興のための資金貸付・融資あっ旋等		16,644		14,790		1,529		0				0		19		0.00%		3.75%		-		-		-		-				1,854		-		-				20		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				299		千葉県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		東葉高速鉄道 トウヨウ コウソク テツドウ		旅客鉄道（西船橋～東葉勝田台　9駅）		259,445		278,875		19,892		880				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0		◎		▲19,431		▲24,543		5,113				2,788		1,772		1,017				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				300		千葉県		地方住宅供給公社 チホウ ジュウタク キョウキュウ コウシャ		千葉県住宅供給公社 チバケン ジュウタク キョウキュウ コウシャ		宅地分譲、賃貸住宅管理及び県営住宅管理代行		33,765		38,355		10		23,769				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0		◎		▲4,590		▲4,624		35				33		187		▲155				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				301		千葉県		地方道路公社 チホウ ドウロ コウシャ		千葉県道路公社 チバケンドウロコウシャ		有料道路の建設・管理		65,780		52,625		11,710		7				12,379		0		1.17%		3.75%				12,340		0		40				13,156		14,974		▲1,819				149		133		17				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				302		千葉県		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		千葉県土地開発公社 チバケン トチ カイハツ コウシャ		公共用地の取得、工業団地の造成分譲等		21,580		11,430		10		1,930				7,746		0		0.73%		3.75%				6,015		0		1,732				10,150		9,888		263				263		▲125		387				1,767		1,767		0.17%		0.17%		2,593		2,593		▲826		▲826		17,202		2,302		2,302		13.38%		13.38%		16,087		2,593		2,593		1,115		▲291		▲291

				303		千葉県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		北総鉄道 ホクソウ テツドウ		旅客鉄道（京成高砂～印旛日本医大　１５駅）		100,009		90,055		5,550		5,300				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				9,954		7,193		2,762				4,172		3,964		208				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				304		千葉県		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		千葉県園芸協会 チバケン エンゲイ キョウカイ		県園芸農業の振興		1,701		1,479		150		114				1		0		0.00%		3.75%				2		0		▲1				222		203		20				20		21		▲2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				305		千葉県千葉市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		千葉市都市整備公社 チバシ トシ セイビ コウシャ		公共施設（排水施設新設、小中学校修繕、マリンスタジアム修繕等）の譲渡。駐車場貸与事業（市内104台）		14,176		13,321		300		0				13,317		0		6.32%		11.25%				19,282		0		▲5,965				856		953		▲98		●		▲115		▲113		▲3				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				306		千葉県千葉市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		千葉都市モノレール チバ トシ		軌道法による一般運輸業		11,811		7,209		93		4,957				0		0		0.00%		11.25%				0		0		0				4,602		4,171		432				426		304		123				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				307		千葉県銚子市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		銚子市医療公社		市立病院の管理運営		231		215		18		110				0		510		3.34%		12.76%		-		-		-		-				16		-		-		○		▲1		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				308		千葉県市川市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		市川市土地開発公社 イチカワシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地、公用地等の取得管理、処分を行う。		1,763		1,714		10		793				863		0		1.06%		11.25%				1,205		0		▲342				50		50		1				3		1		3				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		1,704		71		0		4.15%		0.00%		2,488		93		0		▲784		▲22		0

				309		千葉県木更津市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		木更津市土地開発公社 キサラヅ シ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の取得・管理・処分を行う		3,160		2,401		5		0				2,401		0		9.68%		12.10%				2,600		0		▲200				760		759		2				2		2		▲1		◎		2,680		2,680		10.81%		10.81%		2,879		2,879		▲199		▲199		3,123		3,123		3,123		100.00%		100.00%		3,322		3,322		3,322		▲199		▲199		▲199

				310		千葉県松戸市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		松戸市土地開発公社 マツドシ トチカ		公有地先行取得、管理、処分等		6,762		5,893		5		0				5,891		0		7.01%		11.25%				5,891		0		0				869		889		▲20		●		▲20		▲19		▲2				6,540		6,029		7.78%		7.17%		6,539		6,030		1		1		6,540		6,540		6,029		100.00%		92.18%		6,539		6,539		6,029		1		1		0

				311		千葉県野田市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		野田市開発協会 ノダ シ カイハツ キョウカイ		野田市都市公園等の管理、野田市総合公園の管理運営（指定管理者）、野田市パブリックゴルフ場の運営管理		1,672		1,570		36		0				1,498		0		4.99%		11.80%				1,716		0		▲218				103		82		21				90		99		▲10				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				312		千葉県野田市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		野田市土地開発公社 ノダ シ トチ カイハツ コウシャ		公有地の拡大の推進に関する法律に基づく公共用地の取得等		1,347		511		5		0				511		0		1.70%		11.80%				610		0		▲100				836		854		▲18		○		▲21		2		▲23				201		155		0.67%		0.52%		233		233		▲32		▲78		924		854		616		92.39%		66.64%		952		715		485		▲28		139		131

				313		千葉県成田市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		成田市土地開発公社		土地の取得，管理		1,425		1,281		10		1,281				0		0		0.00%		11.53%				54		0		▲54				144		143		1				1		5		▲5				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		1,303		0		0		0.00%		0.00%		630		0		0		673		0		0

				314		千葉県旭市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		千葉県食肉公社 チバケン ショクニク コウシャ		牛豚のと畜処理加工・食肉売買		4,152		3,008		180		0				358		0		1.96%		12.58%				508		0		▲150				1,145		1,093		53				130		23		107				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				315		千葉県習志野市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		習志野市開発公社 ナラシノシ カイハツ コウシャ		公共用地取得・処分		5,366		4,083		101		3,400		◎		3,890		0		12.52%		11.76%		○		4,270		0		▲380				1,284		1,254		31				34		27		7				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				316		千葉県柏市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		柏市土地開発公社		公共用地先行取得		13,251		12,301		10		4,328				7,970		0		10.74%		11.25%		○		8,935		0		▲965				951		927		25				25		27		▲2		◎		12,337		12,337		16.63%		16.63%		13,628		13,628		▲1,291		▲1,291		12,337		12,337		12,337		100.00%		100.00%		13,628		13,628		13,628		▲1,291		▲1,291		▲1,291

				317		千葉県市原市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		市原市地域振興財団 イチハラ シ チイキ シンコウ ザイダン		公園や文化・スポーツ施設などの管理運営		856		514		200		0				80		0		0.16%		11.25%				80		0		0				343		342		2				2		1		2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				318		千葉県流山市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		流山市土地開発公社 ナガレヤマ シ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の取得、管理、処分及び斡旋		335		251		5		0				502		0		1.72%		11.85%				251		0		251				85		85		▲1		○		▲1		1		▲2				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		268		0		0		0.00%		0.00%		251		0		0		17		0		0

				319		千葉県我孫子市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		我孫子市土地開発公社 アビコシ トチ カイハツ コウシャ		公有地拡大推進法に基づく公共用地・公用地の取得・管理・処分		279		128		5		0				128		0		0.55%		12.21%				153		0		▲26				152		153		▲1		◎		▲1		▲25		25				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		199		58		58		29.40%		29.40%		211		58		58		▲12		0		0

				320		千葉県鴨川市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		鴨川市開発公社 カモガワシ カイハツ コウシャ		公共用地の先行取得、管理及び処分		1,074		1,055		2		0				1,024		0		10.32%		13.35%		○		1,365		0		▲342				19		19		▲1		◎		▲1		▲1		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				321		千葉県富津市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		富津市土地開発公社 フッツシ トチ カイハツ コウシャ		公有地の先行取得		303		279		5		0				279		0		2.51%		13.17%				337		0		▲58				24		26		▲2		●		▲2		▲1		▲1				73		0		0.66%		0.00%		97		0		▲24		0		279		73		0		26.37%		0.00%		336		97		0		▲58		▲24		0

				322		千葉県浦安市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		浦安市土地開発公社 ウラヤスシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の先行取得		1,041		700		10		0				700		0		1.58%		11.35%				700		0		0				341		341		1				1		1		1				700		0		1.58%		0.00%		733		0		▲33		0		733		733		0		100.00%		0.00%		733		733		0		0		0		0

				323		千葉県袖ケ浦市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		袖ケ浦市土地開発公社 ソデガウラシ トチ カイハツ コウシャ		公共事業用地の取得・管理・処分		319		151		5		151				0		0		0.00%		12.85%				0		0		0				168		151		17				17		2		16				0		0		0.00%		0.00%		1,227		1,227		▲1,227		▲1,227		226		75		75		32.97%		32.97%		1,378		1,266		1,277		▲1,152		▲1,202		▲1,202

				324		千葉県九十九里町		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		千葉県観光公社 チバケン カンコウ コウシャ		宿泊施設の管理運営、県民の森施設の管理運営		1,548		950		1		21				0		0		0.00%		15.00%		-		-		-		-				598		-		-		○		▲8		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		325		東京都		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		首都圏新都市鉄道		つくばエクスプレスの運営等（旅客運輸事業）		1,055,021		875,926		32,660		98,312				0		0		0.00%		5.54%		-		-		-		-				179,095		-		-				5,132		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				326		東京都		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		東京都島しょ振興公社		島しょ地域の産業・観光振興等		7,131		2,277		1,819		2,240				0		0		0.00%		5.54%				0		0		0				4,855		4,832		23				15		▲5		20				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				327		東京都		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		東京都私学財団 トウキョウト シガク ザイダン		都内私立学校の振興		164,427		147,725		200		0				34,926		0		0.96%		5.54%				38,148		0		▲3,222				16,702		16,122		580		◎		▲8		▲13		6				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		328		東京都		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		多摩都市モノレール タマ トシ		軌道法による一般運輸業		75,826		44,876		20,785		18,600				0		0		0.00%		5.54%				0		0		0				30,950		29,789		1,161				1,386		758		629				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				329		東京都		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		東京熱供給 トウキョウ ネツ キョウキュウ		都市廃熱の有効利用		8,618		6,641		188		1,500				0		0		0.00%		5.54%				0		0		0				1,977		1,861		117				174		29		146				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				330		東京都		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		東京都中小企業振興公社		中小企業の経営支援、勤労者の福祉向上、地域産業の振興等		84,827		80,916		10		20,000				0		0		0.00%		5.54%				0		0		0				3,911		3,625		287				121		93		28				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				331		東京都		地方住宅供給公社 チホウ ジュウタク キョウキュウ コウシャ		東京都住宅供給公社		住宅の建設、賃貸業務、都営住宅維持管理		1,263,486		864,515		105		423,777				0		0		0.00%		5.54%				0		0		0				398,972		390,998		7,974				11,617		11,473		145				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				332		東京都		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		多摩ニュータウン開発センター タマ カイハツ		多摩ニュータウン西部地区業務施設等の管理運営等		10,596		6,536		459		2,678				0		0		0.00%		5.54%				0		0		0				4,061		3,797		264				411		402		9				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				333		東京都		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		東京都地下鉄建設 トウキョウト チカテツ ケンセツ		鉄道施設及び軌道施設に係る債権債務の管理		210,532		207,405		2,000		201,451				0		0		0.00%		5.54%				0		0		0				3,128		3,123		6				9		2		7				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				334		東京都		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		東京臨海ホールディングス		グループ会社の経営管理等		104,632		27,719		64,948		5,000				0		0		0.00%		5.54%				0		0		0				76,913		76,857		57				74		87		▲13				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				335		東京都		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		東京港埠頭		外貿埠頭の建設及び管理等		81,889		33,555		17,304		17,850				0		0		0.00%		5.54%				0		0		0				48,334		45,280		3,055				4,783		4,494		289				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				336		東京都中央区		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		中央区勤労者サービス公社 チュウオウク キンロウシャ コウシャ		中小企業勤労者福祉に関する調査・研究・各種セミナー開催等事業		550		21		500		10				0		10		0.02%		11.28%				0		20		▲10				529		528		2				2		▲4		5				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				337		東京都墨田区		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		墨田区土地開発公社 スミダク トチ カイハツ コウシャ		・公有地の取得、管理等		14		2		5		2				0		0		0.00%		11.25%				0		0		0				12		12		▲1		◎		▲1		▲1		1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		0		0		0		-		-		0		0		0		0		0		0

				338		東京都墨田区		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		国際ファッションセンター コクサイ		繊維関連産業等への各種支援事業、貸しビル事業、ホール・展示場・会議室の貸出		13,116		4,858		2,500		1,467				0		0		0.00%		11.25%				0		0		0				8,259		8,000		259				509		472		38				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				339		東京都江東区		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		江東区土地開発公社 コウトウク トチ カイハツ コウシャ		公共土地、公用地の取得、管理、処分		885		874		10		47				828		0		0.71%		11.25%				141		0		687				11		12		▲1		○		▲1		1		▲2				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		874		0		0		0.00%		0.00%		991		0		0		▲117		0		0

				340		東京都品川区		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		品川都市整備公社 シナガワ トシ セイビ コウシャ		大井町再開発ビル等の不動産管理業務		876		93		446		13				0		0		0.00%		11.25%				0		0		0				783		779		4				9		15		▲6				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				341		東京都品川区		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		品川区土地開発公社 シナガワク トチ カイハツ コウシャ		公有地、公有地等の取得、管理、処分		1,769		1,720		10		9				1,711		0		1.81%		11.25%				1,711		38		▲38				49		49		1				1		1		0				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		1,719		0		0		0.00%		0.00%		3,657		0		0		▲1,938		0		0

				342		東京都品川区		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		東京臨海高速鉄道		りんかい線の整備・運行等		235,244		156,936		2,200		1,895				0		0		0.00%		11.25%		-		-		-		-				78,309		-		-				3,378		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				343		東京都目黒区		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		目黒区土地開発公社		公共用地又は公用地等の取得、管理及び処分等		552		547		5		2				545		0		0.84%		11.25%				35		1		511				6		6		0				0		0		0				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		546		0		0		0.00%		0.00%		34		0		0		512		0		0

				344		東京都大田区		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		大田区土地開発公社 オオタク トチ カイハツ コウシャ		公有用地の取得、管理、処分		5,643		5,582		10		3,365				1,934		0		1.20%		11.25%				1,612		0		322				61		61		1				0		1		▲1				2,056		1,423		1.28%		0.89%		0		0		2,056		1,423		5,556		2,056		1,423		37.00%		25.61%		6,337		2,444		1,628		▲781		▲388		▲205

				345		東京都世田谷区		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		世田谷区土地開発公社		公有地の先行取得		16,147		16,138		5		5,512				10,349		0		5.67%		11.25%				12,711		0		▲2,363				9		9		1				1		1		0				0		0		0.00%		0.00%		166		0		▲166		0		15,996		0		0		0.00%		0.00%		17,777		178		0		▲1,781		▲178		0

				346		東京都渋谷区		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		渋谷都市整備公社 シブヤ トシ セイビ コウシャ		駐車場の建設及び運営		7,758		7,026		75		4,720				2,100		0		3.52%		11.25%				2,617		0		▲518				732		669		64				105		8		97				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				347		東京都中野区		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		中野区土地開発公社 ナカノク トチ カイハツ コウシャ		公共用地の先行取得及び処分		4,710		4,702		5		1,773				2,855		0		3.76%		11.25%				7,588		0		▲4,733				9		9		1				1		1		1				3,413		3,413		4.49%		4.49%		5,221		5,221		▲1,808		▲1,808		4,698		4,570		4,234		97.28%		90.13%		11,102		6,378		6,042		▲6,404		▲1,808		▲1,808

				348		東京都杉並区		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		杉並区土地開発公社		公有地の拡大の推進に関する法律第10条の規定に基づく事務		3,595		3,585		10		321				3,264		0		2.81%		11.25%				3,146		0		119				10		10		0				0		0		0				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		3,585		0		0		0.00%		0.00%		3,375		0		0		210		0		0

				349		東京都豊島区		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		豊島区土地開発公社		公共用地の取得、処分等		139		133		5		1				118		0		0.17%		11.25%				88		0		30				7		7		1				1		1		▲1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		129		0		0		0.00%		0.00%		88		0		0		41		0		0

				350		東京都北区		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		北区土地開発公社 キタ ク トチ カイハツ コウシャ		公有用地等の取得等		1,985		1,970		10		1,891				0		0		0.00%		11.25%				0		0		0				15		15		1		○		▲1		1		▲1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		1,414		38		0		2.69%		0.00%		945		0		0		469		38		0

				351		東京都荒川区		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		荒川区土地開発公社 アラカワク トチ カイハツ コウシャ		公用用地の先行取得		2,652		2,642		10		2,086				551		1		0.94%		11.25%				1,119		1		▲569				10		10		0				0		▲2		2				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		2,641		1,648		0		62.39%		0.00%		3,348		1,851		0		▲707		▲203		0

				352		東京都板橋区		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		板橋区土地開発公社 イタバシクトチカイハツコウシャ		公共用地等の取得		4,516		4,483		10		4,198				285		0		0.23%		11.25%				5		0		281				33		32		2				25		22		3				4,194		4,194		3.38%		3.38%		4,194		4,194		0		0		4,482		4,194		4,194		93.59%		93.59%		4,199		4,194		4,194		283		0		0

				353		東京都練馬区		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		練馬区土地開発公社 ネ		公共用地等の取得		16,064		15,991		6		6,290				9,166		0		5.60%		11.25%				9,753		0		▲587				74		73		2				2		2		▲1				4,787		1,593		2.92%		0.97%		1,389		0		3,398		1,593		15,908		4,787		1,593		30.09%		10.02%		15,279		4,215		1,593		629		572		0

				354		東京都足立区		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		足立市街地開発 アダチ シガイチ カイハツ		北千住駅西口地区再開発に伴い取得した駐車場・駐輪場の管理運営及び保留床等の賃貸		7,425		2,071		59		0				1,186		0		0.73%		11.25%				1,353		0		▲167				5,355		5,298		57				87		103		▲16				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				355		東京都足立区		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		足立区土地開発公社 アダチク トチ カイハツ コウシャ		公有地の先行取得、処分及び管理		3,296		3,257		5		3,257				0		0		0.00%		11.25%				0		0		0				40		80		▲41				30		31		▲2				2,944		616		1.81%		0.38%		0		0		2,944		616		3,257		3,257		929		100.00%		28.53%		9,048		9,048		6,646		▲5,791		▲5,791		▲5,717

				356		東京都葛飾区		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		葛飾区土地開発公社 カツシカク トチ カイハツ コウシャ		公有地の拡大の推進に関する法律第１７条に規定する業務		20,034		20,018		10		10,064				9,485		0		8.29%		11.25%				11,471		0		▲1,987				16		16		0				0		0		0				620		0		0.54%		0.00%		6,221		1,232		▲5,601		▲1,232		19,901		8,481		1,319		42.62%		6.63%		21,311		6,221		1,232		▲1,410		2,260		87

		●		357		東京都八王子市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		多摩都市モノレール タマ トシ		軌道法による一般運輸業		75,826		44,876		331		1,500				0		0		0.00%		11.25%				0		0		0				30,950		29,789		1,161				1,386		758		629				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				358		東京都立川市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		立川市土地開発公社 タチカワシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の先行取得		388		368		5		0				368		0		0.91%		11.45%				466		0		▲99				21		21		1				1		1		0				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		368		0		0		0.00%		0.00%		466		0		0		▲98		0		0

		●		359		東京都立川市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		多摩都市モノレール		軌道法による一般運輸業		75,826		44,876		331		1,500				0		0		0.00%		11.45%				0		0		0				30,950		29,789		1,161				1,386		758		629				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				360		東京都武蔵野市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		武蔵野市開発公社 ムサシノシ カイハツ コウシャ		都市整備再開発、都市緑化環境保全、住宅関連、都市活性化地域振興、調査研究、不動産賃貸管理		13,412		5,934		10		2,000				0		0		0.00%		11.46%				0		0		0				7,478		7,446		32				63		▲69		131				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				361		東京都武蔵野市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		武蔵野市土地開発公社 ムサシノシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の取得、管理、処分		9,162		8,279		5		0		◎		8,239		0		20.65%		11.46%		○		10,415		0		▲2,176				884		897		▲14		●		▲14		▲1		▲13		◎		4,605		1,416		11.55%		3.55%		4,883		1,409		▲278		7		8,797		4,605		1,416		52.35%		16.09%		10,834		4,883		1,409		▲2,037		▲278		7

				362		東京都三鷹市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		まちづくり三鷹 ミタカ		中心市街地における商業やまちの活性化の推進など		996		484		285		0				145		0		0.36%		11.47%				165		0		▲21				513		506		7				21		15		7				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				363		東京都三鷹市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		三鷹市土地開発公社 ミタカシ トチ カイハツ コウシャ		三鷹市からの依頼に基づく公共用地取得事業		4,948		4,939		5		0		◎		4,908		0		12.38%		11.47%		○		7,042		0		▲2,134				9		9		0				0		0		0				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		1,864		0		0		0.00%		0.00%		3,082		0		0		▲1,218		0		0

				364		東京都府中市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		府中市土地開発公社 フチュウ シ トチ		事業用地の先行取得		3,860		3,686		5		3,686				0		0		0.00%		11.25%				0		0		0				174		155		20				20		10		10				669		3		1.25%		0.01%		0		0		669		3		3,687		670		3		18.18%		0.08%		4,597		795		3		▲910		▲125		0

				365		東京都昭島市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		昭島市土地開発公社 アキシマシ トチ カイハツ コウシャ		公有地の拡大の推進に関する法律に規定する業務		116		100		5		100				0		0		0.00%		12.37%				0		0		0				16		16		▲1		◎		▲1		▲1		0				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		0		0		0		-		-		0		0		0		0		0		0

				366		東京都調布市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		調布市土地開発公社		公有地の取得・管理・処分等		2,080		1,993		5		0				1,893		0		3.89%		11.27%				2,762		0		▲869				87		70		18				18		14		4				1,362		875		2.80%		1.80%		2,086		869		▲724		6		1,950		1,362		875		69.85%		44.90%		2,817		2,086		869		▲867		▲724		6

				367		東京都調布市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		ココスクエア調布 チョウフ		再開発ビル等の管理運営		1,374		1,103		60		220				0		0		0.00%		11.27%				0		0		0				271		265		7				14		16		▲2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				368		東京都町田市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		町田市土地開発公社 マチダシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地または公用地等の取得管理及び処分		548		493		5		99				142		0		0.19%		11.25%				496		0		▲354				56		118		▲62				1		2		▲1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		514		0		0		0.00%		0.00%		556		0		0		▲42		0		0

				369		東京都小金井市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		小金井市土地開発公社 コガネイシ トチ カイハツ コウシャ		公有地の拡大の推進に関する法律第１７条第１項各号の土地の取得		2,139		2,132		5		0				2,132		0		9.81%		12.33%				2,066		0		67				8		8		0				3		3		1				2,005		2,005		9.23%		9.23%		2,005		1,214		▲1		791		2,132		2,005		2,005		94.04%		94.04%		2,066		2,005		1,214		66		▲1		791

				370		東京都日野市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		日野市土地開発公社 ヒノシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の先行取得		8,194		8,506		5		0		◎		8,506		0		25.27%		11.65%		○		8,978		0		▲472		◎		▲313		▲457		145				145		67		78		◎		8,183		8,183		24.31%		24.31%		8,467		8,467		▲284		▲284		8,183		8,183		8,183		100.00%		100.00%		8,512		8,467		8,467		▲329		▲284		▲284

		●		371		東京都日野市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		多摩都市モノレール タマ トシ		軌道法による一般運輸業		75,826		44,876		331		1,500				0		0		0.00%		11.65%				0		0		0				30,950		29,789		1,161				1,386		758		629				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				372		東京都東村山市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		東村山市土地開発公社 ヒガシムラヤマシ トチカイハツコウシャ		公有地となるべき土地の取得		2,647		2,502		5		0				2,502		0		8.74%		11.87%				3,041		0		▲539				146		145		1				1		1		▲1				1,982		1,982		6.92%		6.92%		2,709		2,709		▲727		▲727		2,502		1,982		1,982		79.20%		79.20%		3,041		2,709		2,709		▲539		▲727		▲727

				373		東京都国分寺市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		東京都国分寺市土地開発公社 トウキョウト コクブンジシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の先行取得等		2,392		2,273		5		665				1,607		0		6.88%		12.20%		-		989		0		618				120		118		2				2		2		▲1				1,240		613		5.31%		2.62%		-		-		-		-		2,329		1,240		613		53.25%		26.31%		-		-		-		-		-		-

				374		東京都国立市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		国立市土地開発公社 クニタチシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地、公用地等の取得、管理及び処分等		483		436		8		427				0		0		0.00%		12.76%				1,495		0		▲1,495				48		437		▲390				10		34		▲24				0		0		0.00%		0.00%		3,084		3,084		▲3,084		▲3,084		427		243		243		56.88%		56.88%		3,084		3,084		3,084		▲2,657		▲2,841		▲2,841

				375		東京都福生市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		福生市土地開発公社		公共用地の先行取得		1,221		946		5		946				0		0		0.00%		13.10%				0		0		0				275		274		1				1		▲2		3				929		929		8.02%		8.02%		966		935		▲37		▲6		995		966		953		97.14%		95.81%		994		966		935		1		0		18

				376		東京都清瀬市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		清瀬都市開発 キヨセ トシ カイハツ		再開発ビルの施設運営管理及び市営駐車場・市営駐輪場の指定管理業務		3,681		1,387		1,800		0				581		0		3.86%		12.78%				671		0		▲90				2,294		2,258		36				56		57		▲2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				377		東京都東久留米市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		東久留米市土地開発公社		公共用地の先行取得等		262		171		5		0				169		0		0.76%		12.29%		-		-		-		-				91		-		-		○		▲1		-		-				0		0		0.00%		0.00%		-		-		-		-		254		0		0		0.00%		0.00%		-		-		-		-		-		-

				378		東京都武蔵村山市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		武蔵村山市土地開発公社 ムサシムラヤマシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地、公用地等の取得、管理、処分等		389		365		5		365				0		0		0.00%		12.89%				0		0		0				24		23		1				1		1		1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		365		252		233		69.19%		63.86%		334		252		233		31		0		0

				379		東京都羽村市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		羽村市土地開発公社 ハムラシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の取得、管理等		1,432		1,421		10		0				1,421		0		12.18%		13.10%				1,245		0		176				11		11		1				1		▲1		1				157		0		1.34%		0.00%		157		0		▲1		0		1,421		157		0		11.04%		0.00%		1,245		157		0		176		▲1		0

				380		東京都西東京市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		西東京市土地開発公社 ニシトウキョウシ トチ カイハツ コウシャ		土地の取得、管理		1,810		1,795		5		0				1,765		0		4.58%		11.50%				3,780		0		▲2,015				16		16		1				1		1		▲1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		1,764		0		0		0.00%		0.00%		3,770		0		0		▲2,006		0		0

				381		東京都瑞穂町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		瑞穂町土地開発公社 ミズホ マチ トチ カイハツ コウシャ		公共用地先行取得		801		779		10		0				779		0		11.18%		14.06%				890		0		▲112				23		24		▲2		◎		▲2		▲2		1		◎		705		705		10.13%		10.13%		705		705		0		0		778		705		705		90.64%		90.64%		889		705		705		▲111		0		0

				382		東京都日の出町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		日の出町土地開発公社		公共用地先行取得		129		107		5		0				107		0		2.53%		15.00%				219		0		▲112				22		7		15		◎		▲1		▲1		0				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		0		0		0		-		-		0		0		0		0		0		0

				383		神奈川県		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		神奈川県厚生福利振興会 カナガワケン コウセイ フクリ シンコウカイ		県民対象の教養講座等開催		15,820		13,808		50		0				1,240		0		0.09%		3.75%				997		0		244				2,012		1,982		30				36		26		10				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				384		神奈川県		地方道路公社 チホウ ドウロ コウシャ		神奈川県道路公社 カナガワケン ドウロ コウシャ		有料道路の新設、管理等		39,720		18,549		10,781		2,000				3,891		0		0.27%		3.75%				4,700		0		▲810				21,171		20,979		193				193		302		▲110				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		385		神奈川県		地方住宅供給公社 チホウ ジュウタク キョウキュウ コウシャ		神奈川県住宅供給公社		住宅等の建設、管理、譲渡		201,490		145,952		15		2,495		◎		76,819		0		5.41%		3.75%		○		84,753		0		▲7,934				55,538		53,895		1,644				2,502		2,686		▲184				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				386		神奈川県		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		神奈川県農業公社 カナガワケン ノウギョウ コウシャ		農地中間管理事業		214		89		28		0				29		0		0.00%		3.75%				17		0		12				125		129		▲5		◎		▲5		▲10		6				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				387		神奈川県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		神奈川産業振興センター カナガワ サンギョウ シンコウ		中小企業者に対する経営相談、情報収集、経営改善、新分野進出、人材育成等の支援		10,107		5,464		300		4,413				0		0		0.00%		3.75%		-		-		-		-				4,644		-		-		○		▲1		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				388		神奈川県横浜市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		横浜企業経営支援財団 ヨコハマキギョウケイエイシエン ザイダン		市内中小企業等の経営基盤の安定・強化、経営革新、新事業創出、創業の促進を図る支援		17,278		717		100		0				0		1,815		0.22%		11.25%				0		2,158		▲343				16,562		17,162		▲601		●		▲493		▲466		▲28				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				389		神奈川県横浜市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		横浜市道路建設事業団		都市計画道路の整備		100,844		99,905		50		50,000				49,905		0		6.13%		11.25%				54,065		0		▲4,161				940		932		8				8		27		▲19				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				390		神奈川県横浜市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		横浜市建築助成公社 ヨコハマシ ケンチク ジョセイ コウシャ		債権管理回収業務、団体生命保険、駐車場事業、建物事業		76,404		49,450		3		1,285				47,601		0		5.84%		11.25%				58,116		0		▲10,516				26,954		26,008		946				650		1,293		▲644				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				391		神奈川県横浜市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		木原記念横浜生命科学振興財団 キハラ キネン ヨコハマ セイメイ カガク シンコウ ザイダン		学術奨励及び知識普及等の生命科学振興事業等		3,053		1,392		500		1,219				0		0		0.00%		11.25%				0		0		0				1,661		1,695		▲34		◎		▲21		▲39		19				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		392		神奈川県横浜市		地方住宅供給公社 チホウ ジュウタク キョウキュウ コウシャ		神奈川県住宅供給公社 カナガワケン ジュウタク キョウキュウ コウシャ		住宅等の建設、管理、譲渡		201,490		145,952		8		329				0		0		0.00%		11.25%				0		0		0				55,538		53,895		1,644				2,502		2,686		▲184				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				393		神奈川県横浜市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		横浜食肉市場 ヨコハマ ショクニク シジョウ		家畜の荷受け及び販売		939		752		50		0				0		900		0.11%		11.25%				0		900		0				187		171		17				36		13		24				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				394		神奈川県横浜市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		横浜市食肉公社 ヨコハマシ ショクニク コウシャ		各種肉畜の解体処理業務、畜産副産物の売買業及び食肉関係機器の製造販売、保守修繕業務		154		206		5		0				0		73		0.01%		11.25%				0		93		▲20		◎		▲53		▲71		19				25		▲15		39				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				395		神奈川県横浜市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		横浜国際平和会議場 ヨコハマ コクサイ ヘイワ カイギジョウ		会議場の管理運営		41,918		31,030		4,100		16,000				5,574		0		0.68%		11.25%				4,232		0		1,343				10,889		10,428		461				580		826		▲247				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				396		神奈川県横浜市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		横浜高速鉄道		みなとみらい線等鉄道事業の経営		221,183		182,893		32,197		30,627				63,395		0		7.78%		11.25%				64,090		0		▲695				38,291		38,469		▲179		◎		▲185		▲318		134				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				397		神奈川県横浜市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		横浜シーサイドライン		金沢シーサイドラインの経営		17,761		13,998		6,400		7,736				4,160		0		0.51%		11.25%				5,000		0		▲840				3,764		3,397		367				533		484		50				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				398		神奈川県横浜市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		横浜港国際流通センター		総合物流施設の管理運営		15,367		10,216		3,510		3,526				4,026		0		0.49%		11.25%				4,051		0		▲26				5,152		4,871		281				442		500		▲59				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				399		神奈川県横浜市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		横浜ベイサイドマリーナ ヨコハマ		マリーナ施設の整備及び管理等		7,739		2,526		2,040		111				0		0		0.00%		11.25%				75		0		▲75				5,214		5,073		141				216		240		▲24				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				400		神奈川県横浜市		地方住宅供給公社 チホウ ジュウタク キョウキュウ コウシャ		横浜市住宅供給公社 ヨコハマシ ジュウタク キョウキュウ コウシャ		住宅の分譲、住宅(市営住宅等)、施設の管理		34,064		20,906		10		1,518				2,540		0		0.31%		11.25%				2,580		0		▲40				13,159		12,749		411				394		357		37				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				401		神奈川県横浜市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		横浜港埠頭 ヨコハマ コウ フトウ		外貿埠頭の建設・管理業務等		62,216		32,575		28,293		20,299				0		0		0.00%		11.25%				0		0		0				29,642		29,829		▲188				371		394		▲24				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				402		神奈川県横浜市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		横浜川崎国際港湾 ヨコハマ カワサキ コクサイ コウワン		コンテナターミナル施設及び関連施設の建設・賃貸・管理及び運営、集貨促進事業の実施等		6,486		5,483		450		1,707				0		0		0.00%		11.25%		-		-		-		-				1,003		-		-				5		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				403		神奈川県川崎市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		川崎市産業振興財団 カワサキシ サンギョウ シンコウ ザイダン		地域産業振興支援		4,958		1,313		100		1,000				0		0		0.00%		11.25%				0		0		0				3,646		3,931		▲285				28		▲35		63				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				404		神奈川県川崎市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		川崎市まちづくり公社		良好な都市環境形成のための施設の建設、管理及び運営		24,973		20,875		481		13,239				2,989		0		0.97%		11.25%				4,476		0		▲1,487				4,098		3,824		275				275		252		24				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				405		神奈川県川崎市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		川崎市土地開発公社		公共用地等の取得・管理・処分等		12,451		10,991		20		0				10,082		0		3.26%		11.25%				10,587		0		▲505				1,460		1,448		12				12		▲68		79				9,902		9,902		3.20%		3.20%		10,067		10,067		▲165		▲165		11,209		10,134		9,902		90.41%		88.34%		10,842		10,299		10,067		367		▲165		▲165

				406		神奈川県川崎市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		川崎市学校給食会 カワサキシ ガッコウ キュウショク カイ		学校給食実施校における給食物資の調達等		417		229		1		0				0		90		0.03%		11.25%				0		90		0				188		223		▲35		○		▲35		45		▲80				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				407		神奈川県川崎市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		かわさきファズ		物流センターの賃貸及び管理運営等		42,366		38,838		1,700		3,700				0		0		0.00%		11.25%				0		0		0				3,528		3,097		432				664		594		70				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		408		神奈川県川崎市		地方住宅供給公社 チホウ ジュウタク キョウキュウ コウシャ		神奈川県住宅供給公社		住宅等の建設、管理、譲渡		201,490		145,952		8		115				0		0		0.00%		11.25%				0		0		0				55,538		53,895		1,644				2,502		2,686		▲184				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		409		神奈川県川崎市		地方住宅供給公社 チホウ ジュウタク キョウキュウ コウシャ		神奈川県住宅供給公社		住宅等の建設、管理、譲渡		201,490		145,952		8		115				0		0		0.00%		11.25%				0		0		0				55,538		53,895		1,644				2,502		2,686		▲184				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				410		神奈川県相模原市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		相模原市まち・みどり公社 サガミハラシ コウシャ		①施設管理（都市公園等）②地域整備（再開発事業での公共床取得）③緑化普及等（講習会開催、助成等）		10,244		827		202		0				191		0		0.13%		11.25%				501		0		▲310				9,417		9,196		222				238		316		▲78				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				411		神奈川県相模原市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		相模原市土地開発公社		公共用地の管理・処分		10,517		10,229		10		732				9,487		340		6.94%		11.25%				11,058		339		▲1,570				288		279		9				9		9		1				7,776		6,489		5.49%		4.58%		8,965		7,540		▲1,189		▲1,051		8,654		8,359		7,072		96.59%		81.72%		10,286		9,767		8,153		▲1,632		▲1,408		▲1,081

				412		神奈川県横須賀市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		横須賀市土地開発公社 ヨコスカシ トチ カイハツ コウシャ		「公拡法第17条」の規定による公有用地、代替地その他の事業用地の取得、造成及び処分等		4,283		4,225		10		0				4,181		0		5.10%		11.25%				4,188		0		▲8				59		77		▲19		●		▲19		▲11		▲8				4,180		4,180		5.10%		5.10%		4,168		4,168		12		12		4,180		4,180		4,180		100.00%		100.00%		4,175		4,168		4,168		5		12		12

				413		神奈川県横須賀市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		横須賀中央まちづくり ヨコスカチュウオウ		ぴぽ３２０（市役所前公園地下駐車場）の運営		756		704		21		50				0		0		0.00%		11.25%				0		0		0				52		60		▲8		◎		▲8		▲8		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				414		神奈川県平塚市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		平塚市土地開発公社 ヒラツカシ トチ カイハツ コウシャ		公有地（主に道路用地）の取得・管理・処分		728		631		5		0				630		335		1.99%		11.28%				965		1,304		▲1,304				98		97		2				2		3		▲1				629		629		1.30%		1.30%		965		828		▲336		▲199		629		629		629		100.00%		100.00%		965		965		828		▲336		▲336		▲199

				415		神奈川県平塚市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		平塚市生きがい事業団 ヒラツカシ イ ジギョウダン		高齢者への就業開拓提供事務		138		71		2		0				0		13		0.03%		11.28%				0		13		0				67		66		2				2		▲2		3				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				416		神奈川県鎌倉市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		鎌倉市土地開発公社 カマクラシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の先行取得等		5,524		5,319		3		0		◎		5,319		1,000		17.77%		11.59%		○		6,559		0		▲240				205		205		1				1		1		1		◎		5,126		5,126		14.41%		14.41%		5,256		5,256		▲130		▲130		5,520		5,127		5,127		92.89%		92.89%		6,760		5,256		5,256		▲1,240		▲129		▲129

				417		神奈川県藤沢市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		藤沢市まちづくり協会		公園等公共施設の運営管理業務等		2,265		1,123		70		0				223		0		0.27%		11.25%				251		0		▲28				1,143		1,083		60				74		48		27				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				418		神奈川県藤沢市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		藤沢市土地開発公社		公共・公用地等の取得・管理・処分		9,412		4,391		5		0				4,353		0		5.31%		11.25%				4,653		0		▲300				5,021		5,021		1				1		▲18		19				4,940		4,840		6.02%		5.90%		4,903		4,804		37		36		8,437		6,808		6,399		80.70%		75.85%		7,741		6,774		6,365		696		34		34

				419		神奈川県小田原市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		小田原市土地開発公社 オダワラシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の先行取得、管理及び処分		6,576		4,940		5		0				3,590		300		10.40%		11.53%		○		5,283		0		▲1,394				1,636		1,626		10				11		8		3		◎		5,996		5,748		16.03%		15.37%		7,324		7,076		▲1,328		▲1,328		6,040		5,996		5,748		99.28%		95.16%		7,324		7,324		7,076		▲1,284		▲1,328		▲1,328

				420		神奈川県茅ヶ崎市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		茅ヶ崎市土地開発公社 チガサキシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地・公用地の取得、造成管理、処分		2,553		2,011		5		0				2,011		0		5.02%		11.46%				2,031		0		▲21				543		513		30				30		30		1				2,530		2,530		6.32%		6.32%		2,523		2,523		7		7		2,530		2,530		2,530		100.00%		100.00%		2,523		2,523		2,523		7		7		7

				421		神奈川県逗子市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		逗子市土地開発公社 ズシシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の取得、管理等		1,361		1,352		5		0				1,352		0		11.41%		13.07%		○		1,619		0		▲267				10		10		1				1		1		▲1		◎		1,352		1,352		11.41%		11.41%		1,619		1,619		▲267		▲267		1,352		1,352		1,352		100.00%		100.00%		1,619		1,619		1,619		▲267		▲267		▲267

				422		神奈川県秦野市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		秦野市土地開発公社 ハダノシトチカイハツコウシャ		公有用地の先行取得、管理及び処分		2,155		2,554		5		0				2,552		0		8.75%		11.84%				2,578		0		▲26		◎		▲400		▲427		28				28		2		27				2,105		2,105		7.22%		7.22%		2,106		2,106		▲2		▲2		2,106		2,106		2,106		100.00%		100.00%		2,106		2,106		2,106		0		0		0

				423		神奈川県秦野市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		秦野市学校保全公社 ハダノシ ガッコウ ホゼン コウシャ		市立小中学校及び幼稚園の保全等教育環境の向上に向けた調査研究及び過去の改修事業に伴う償還に関すること		788		782		5		0				800		0		2.74%		11.84%				938		0		▲139				7		7		▲1		●		▲1		▲1		▲1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				424		神奈川県伊勢原市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		伊勢原市土地開発公社 イセハラシ トチ カイハツ コウシャ		未供用の公有用地及び代替用地の管理		2,472		2,372		2		0		●		2,370		0		12.66%		12.56%		○		2,361		0		10				101		101		1				1		1		▲1				1,542		1,542		8.24%		8.24%		1,533		1,533		9		9		1,556		1,556		1,556		100.00%		100.00%		1,547		1,547		1,547		9		9		9

				425		神奈川県伊勢原市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		伊勢原市事業公社 イセハラシ ジギョウ コウシャ		売却済施設等の未収金の収入と中小企業集団化用地の賃貸事業		3,529		3,175		1		0		◎		3,124		0		16.69%		12.56%		○		3,471		0		▲348				354		326		29				29		27		3				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				426		神奈川県座間市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		座間市土地開発公社		公共用地、公有地の取得		810		801		1		0				801		0		3.46%		12.22%				981		0		▲181				10		9		1				1		▲1		1				404		125		1.75%		0.54%		550		376		▲146		▲251		800		404		125		50.52%		15.59%		980		550		376		▲180		▲146		▲251

				427		神奈川県南足柄市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		大雄山駅前開発 ダイユウザン エキマエ カイハツ		再開発ビルの賃貸		1,954		1,328		206		0				735		0		8.46%		13.59%				793		0		▲58				627		597		31				45		1		44				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				428		神奈川県綾瀬市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		綾瀬市土地開発公社 アヤセシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の取得及び処分		1,159		1,140		2		0				1,100		30		7.14%		12.72%				964		30		137				20		20		1				1		1		▲1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		1,095		0		0		0.00%		0.00%		975		0		0		120		0		0

				429		神奈川県葉山町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		葉山町土地開発公社 ハ ヤマ マチ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の取得処分等		23		17		5		0				17		0		0.24%		14.12%		-		-		-		-				7		-		-		○		▲1		-		-				0		0		0.00%		0.00%		-		-		-		-		16		0		0		0.00%		0.00%		-		-		-		-		-		-

				430		神奈川県大磯町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		大磯町土地開発公社		公共用地、公用地等の取得、管理処分等		715		709		5		709				0		0		0.00%		14.10%				0		0		0				7		7		▲1		○		▲1		2		▲2				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		708		382		382		53.98%		53.98%		715		382		382		▲7		0		0

				431		神奈川県山北町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		山北町土地開発公社 ヤマキタマチ トチ カイハツ コウシャ		土地の取得、造成、処分		1,243		749		1		0		◎		747		0		22.07%		15.00%		○		839		0		▲92				494		450		45				45		22		23		◎		604		272		17.86%		8.04%		639		272		▲35		0		657		657		274		100.00%		41.75%		692		692		274		▲35		▲35		0

				432		神奈川県湯河原町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		湯河原町土地開発公社 ユガワラマチ トチ カイハツ コウシャ		公有地の拡大に関する法律第１７条に基づく業務		608		689		1		0				685		0		12.27%		14.65%				739		0		▲54		◎		▲81		▲107		27				27		25		2		◎		602		602		10.77%		10.77%		630		630		▲28		▲28		602		602		602		100.00%		100.00%		630		630		630		▲28		▲28		▲28

				433		神奈川県愛川町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		愛川町土地開発公社 アイカワマチ トチ カイハツ コウシャ		公共用地・公用地その他これに準ずる用地の取得、管理、処分等を行う。		492		67		1		0				67		0		0.81%		13.69%				78		0		▲11				425		425		1				1		1		1				29		0		0.35%		0.00%		29		0		0		0		218		29		0		13.40%		0.00%		226		29		0		▲8		0		0

				434		新潟県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		にいがた産業創造機構 サンギョウ ソウゾウ キコウ		中小企業・小規模事業者等支援		17,478		11,890		259		10,686				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				5,588		5,747		▲159		◎		▲159		▲168		9				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				435		新潟県		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		新潟県農林公社（林業公社） ニイガタケン ノウリン コウシャ リンギョウ コウシャ		農林業の総合的振興		34,466		31,993		10		17,314				10,315		0		1.69%		3.75%				10,618		0		▲304				2,474		2,356		118				118		106		13				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		436		新潟県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		新潟空港ビルディング ニイガタ クウコウ		新潟空港ビルの管理運営		3,817		3,790		667		1,870				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				27		▲141		168				189		99		90				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				437		新潟県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		新潟ふるさと村 ニイガタ ムラ		新潟県の観光宣伝事業及び特産品・土産品等の宣伝販売		1,048		987		811		0				0		823		0.14%		3.75%				0		843		▲20				61		44		17				20		8		12				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		438		新潟県		地方住宅供給公社 チホウ ジュウタク キョウキュウ コウシャ		新潟県住宅供給公社 ニイガタケン ジュウタク キョウキュウ コウシャ		良質な分譲住宅及び賃貸住宅の供給と県営住宅等の受託管理業務		4,094		3,054		51		0				877		0		0.14%		3.75%				909		0		▲32				1,041		1,008		33				28		34		▲6				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				439		新潟県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		えちごトキめき鉄道 テツドウ		地方鉄道業（北陸新幹線並行在来線の運営）		14,594		4,160		12,280		715				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				10,434		12,326		▲1,892		●		▲1,894		▲445		▲1,449				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		440		新潟県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		燕三条地場産業振興センター ツバメ サンジョウ ジバ サンギョウ シンコウ		燕三条地場産業の振興		2,580		356		10		107				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				2,224		2,179		45				37		23		15				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				441		新潟県		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		十日町地域地場産業振興センター トオカマチ チイキ ジバ サンギョウ シンコウ		地場産業の振興と新産業の開発		906		393		10		223				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				514		512		2				9		▲4		13				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				442		新潟県新潟市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		新潟県労働者信用基金協会 ニイガタケン ロウドウシャ シンヨウ キキン キョウカイ		債務保証に関する事業を行い、新潟県内の労働者に対し信用力を付与し、経済的地位の向上と福祉の増進に寄与		181,923		178,023		132		0				0		75		0.04%		11.25%				0		75		0				3,901		3,635		267				208		306		▲98				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				443		新潟県新潟市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		新潟市産業振興財団 ニイガタシ サンギョウ シンコウ ザイダン		新潟市及びその近隣市町村の中小企業支援		1,009		166		50		0				0		94		0.05%		11.25%				0		305		▲212				844		894		▲51				5		4		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				444		新潟県新潟市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		新潟地下開発 ニイガタ チカ カイハツ		地下商業施設の管理運営		1,023		1,202		53		900				0		0		0.00%		11.25%				0		0		0		◎		▲180		▲189		9				4		▲2		5				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				445		新潟県新潟市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		新潟市土地開発公社 ニイガタシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地，公用地等の先行取得管理処分等		11,779		9,731		30		0				9,653		0		4.99%		11.25%				9,956		0		▲303				2,048		2,007		42				42		54		▲13				8,855		8,855		4.57%		4.57%		8,872		8,872		▲17		▲17		9,736		8,855		8,855		90.95%		90.95%		10,033		8,872		8,872		▲297		▲17		▲17

		●		446		新潟県新潟市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		新潟空港ビルディング ニイガタ クウコウ		新潟空港ビルの管理運営		3,817		3,790		334		467				0		0		0.00%		11.25%		-		-		-		-				27		-		-				189		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				447		新潟県長岡市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		長岡地域土地開発公社		「公有地拡大の推進に関する法律」に基づく公有地の先行取得等		5,540		1,906		19		0				1,905		0		2.60%		11.25%				2,250		0		▲346				3,634		3,565		69				85		▲36		121				2,500		2,500		3.41%		3.41%		4,760		3,238		▲2,260		▲738		4,786		4,558		3,307		95.24%		69.10%		4,960		4,760		3,238		▲174		▲202		69

		●		448		新潟県三条市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		燕三条地場産業振興センター		燕三条地場産業の振興		2,580		356		10		0				58		0		0.22%		12.03%				80		0		▲23				2,224		2,179		45				37		23		15				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				449		新潟県柏崎市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		柏崎地域土地開発公社		公共用地・公共地等の取得、管理、処分等		1,154		973		6		943				0		0		0.00%		12.06%				0		0		0				182		181		1				1		▲4		4				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		1,087		1,087		1,087		100.00%		100.00%		1,085		1,085		1,085		2		2		2

				450		新潟県十日町市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		十日町市土地開発公社		公共事業用地等の取得、管理、処分		244		169		11		0				0		434		2.03%		12.37%				0		592		▲159				76		59		17				17		10		7				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		149		149		149		100.00%		100.00%		471		471		471		▲322		▲322		▲322

		●		451		新潟県十日町市		地方住宅供給公社 チホウ ジュウタク キョウキュウ コウシャ		新潟県住宅供給公社		良質な分譲住宅及び賃貸住宅の供給と県営住宅等の受託管理業務		4,094		3,054		0		0				32		0		0.15%		12.37%		-		-		-		-				1,041		-		-				28		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		452		新潟県燕市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		燕三条地場産業振興センター		燕三条地場産業の振興		2,580		356		10		0				58		0		0.29%		12.51%				80		0		▲23				2,224		2,179		45				37		23		15				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				453		新潟県上越市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		リフレ上越山里振興		くわどり湯ったり村、ヨーデル金谷、ゆったりの家の施設管理		52		114		106		0				40		0		0.07%		11.25%				40		0		1		◎		▲62		▲64		2				6		▲1		7				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				454		新潟県佐渡市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		佐渡市土地開発公社		「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく公有地の先行取得等		152		121		10		121				0		0		0.00%		11.84%				0		0		0				31		31		▲1		◎		▲1		▲1		0				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		120		120		120		100.00%		100.00%		120		120		120		0		0		0

		●		455		新潟県佐渡市		地方住宅供給公社 チホウ ジュウタク キョウキュウ コウシャ		新潟県住宅供給公社		良質な分譲住宅及び賃貸住宅の供給と県営住宅等の受託管理業務		4,094		3,054		0		0				22		0		0.07%		11.84%		-		-		-		-				1,041		-		-				28		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				456		新潟県南魚沼市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		南魚沼地域土地開発公社		公共用地、公用地等の取得、管理、処分		501		351		5		350				0		0		0.00%		12.49%				0		420		▲420				151		148		3				3		3		▲1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		452		452		452		100.00%		100.00%		521		521		521		▲69		▲69		▲69

				457		新潟県胎内市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		新潟製粉		穀粉の製造及び販売		667		598		50		0				435		0		4.56%		13.42%				484		0		▲50				69		3		67				66		37		29				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				458		新潟県胎内市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		新潟フルーツパーク		果実類の生産及び加工販売		161		118		97		0				111		0		1.16%		13.42%				125		0		▲14				43		34		9				9		7		3				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				459		新潟県聖籠町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		下越土地開発公社		公共用地の先行取得		38		18		1		0				18		0		0.36%		15.00%				9		0		9				21		26		▲6		●		▲6		▲5		▲2				6		0		0.12%		0.00%		9		0		▲3		0		18		6		0		34.02%		0.00%		9		9		0		9		▲3		0

		●		460		新潟県弥彦村		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		県央土地開発公社		公有地等の取得・管理処分		2,251		1,038		1		0				70		0		2.70%		15.00%				87		0		▲18				1,214		1,360		▲146		●		▲145		▲23		▲123				69		69		2.70%		2.70%		86		86		▲17		▲17		1,416		1,411		1,395		99.66%		98.54%		1,861		1,846		1,759		▲445		▲435		▲364

		●		461		新潟県田上町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		県央土地開発公社		公有地等の取得・管理処分		2,251		1,038		1		0		◎		969		0		29.63%		15.00%		○		969		0		0				1,214		1,360		▲146		●		▲145		▲23		▲123		◎		1,111		1,111		34.00%		34.00%		1,111		1,111		0		0		1,416		1,411		1,395		99.66%		98.54%		1,861		1,846		1,759		▲445		▲435		▲364

				462		新潟県阿賀町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		阿賀の里		観光施設「道の駅阿賀の里」の運営		837		573		10		108				165		0		1.70%		13.38%				167		0		▲2				265		267		▲2				14		3		12				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				463		新潟県津南町		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		津南町農業公社		農地保有合理化、農地保全管理事業、農業研修事業		517		304		40		198				0		0		0.00%		15.00%				0		0		0				214		200		14				14		4		10				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				464		新潟県津南町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		津南醸造		清酒の製造及び販売		210		138		50		4				0		0		0.00%		15.00%		-		-		-		-				72		-		-		○		▲6		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				465		新潟県関川村		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		パワープラント関川		木質バイオマス発電事業		25		43		6		30				0		0		0.00%		15.00%				0		0		0		●		▲19		▲10		▲10		●		▲10		▲10		▲1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				466		新潟県粟島浦村		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		粟島汽船		旅客、貨物海上運搬		126		71		38		0				27		0		5.81%		15.00%				33		0		▲6				56		27		29				35		▲24		59				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				467		富山県		地方道路公社 チホウ ドウロ コウシャ		富山県道路公社 トヤマケン ドウロ コウシャ		有料道路の建設･管理		20,882		15,137		5,745		2,839				6,220		0		2.06%		3.75%				6,716		0		▲496				5,745		5,745		0				0		112		▲112				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				468		富山県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		チューリップテレビ		テレビジョン放送事業		4,815		1,125		40		90				0		38		0.01%		3.75%		-		-		-		-				3,691		-		-				267		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				469		富山県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		富山県新世紀産業機構 トヤマケン シンセイキ サンギョウ キコウ		県内中小企業の新産業・新技術の創出支援、経営革新の総合支援		25,235		20,596		11		8,053				0		0		0.00%		3.75%		-		-		-		-				4,640		-		-				45		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				470		富山県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		伏木富山港・海王丸財団 フシキトヤマコウ カイオウマルザイダン		港湾施設等の管理運営		1,096		218		25		0				184		0		0.06%		3.75%				210		0		▲27				878		900		▲23				1		4		▲4				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				471		富山県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		富山空港ターミナルビル トヤマ クウコウ		空港ターミナルビルの運営		3,688		1,403		334		976				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				2,285		2,166		120				191		209		▲18				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				472		富山県		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		富山県野菜価格安定資金協会		野菜価格の暴落に対する価格差補給金の交付と交付準備金の造成		471		380		143		143				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				92		94		▲2		◎		▲2		▲3		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				473		富山県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		富山食肉総合センター		食肉の処理・加工		890		163		57		0				0		25		0.01%		3.75%				0		30		▲5				727		691		37				10		▲1		11				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				474		富山県		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		富山県農林水産公社（林業公社） リンギョウ コウシャ		造林事業、農用地の売買・賃借等		46,275		41,928		267		17,450		◎		20,962		0		6.93%		3.75%		○		21,131		0		▲170				4,348		4,401		▲53		◎		▲1		▲14		13				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		475		富山県		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		富山勤労総合福祉センター トヤマ キンロウ ソウゴウ フクシ		呉羽ハイツ、とやま自遊館の管理運営		1,959		967		19		0				0		197		0.07%		3.75%				0		197		0				993		860		134				134		98		37				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				476		富山県		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		富山県勤労者信用基金協会 トヤマケン キンロウシャ シンヨウ キキン キョウカイ		北陸労働金庫を利用する勤労者のための信用保証機関		50,812		49,279		182		0				0		150		0.05%		3.75%		-		-		-		-				1,534		-		-				2		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		477		富山県富山市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		富山勤労総合福祉センター トヤマ キンロウ ソウゴウ フクシ		呉羽ハイツ、とやま自遊館の管理運営		1,959		967		19		0				0		197		0.19%		11.25%				0		197		0				993		860		134				134		98		37				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				478		富山県富山市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		富山ウエスト開発 トヤマ カイハツ		インターチェンジの建設		1,513		1,088		120		722				0		0		0.00%		11.25%				0		0		0				426		426		1				1		2		▲1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				479		富山県富山市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		富山市土地開発公社 トヤマシ トチ カイハツ コウシャ		公有用地の取得・管理・処分		7,120		6,963		15		0				6,837		0		6.65%		11.25%				7,864		0		▲1,027				158		145		13				13		12		2				6,199		5,638		6.03%		5.49%		7,139		6,572		▲940		▲934		6,870		6,199		5,638		90.24%		82.07%		7,866		7,139		6,571		▲996		▲940		▲933

				480		富山県富山市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		大山観光開発 オオヤマ カンコウ カイハツ		スキー場管理運営		177		591		50		0				0		480		0.47%		11.25%				390		0		90		●		▲415		▲324		▲91		○		▲91		12		▲102				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				481		富山県高岡市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		オタヤ開発		再開発ビルの賃貸及び管理運営		6,202		6,136		60		0				0		560		1.45%		11.50%				0		560		0				67		64		3				5		3		2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				482		富山県高岡市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		えんじゅビル		再開発ビルの賃貸及び管理運営、駐車場の管理運営		216		134		7		24				0		0		0.00%		11.50%				0		0		0				83		80		4				5		5		▲1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				483		富山県高岡市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		万葉線		高岡駅から越ノ潟までの鉄軌道事業		634		172		150		54				0		0		0.00%		11.50%				0		0		0				462		470		▲9		●		▲85		▲77		▲8				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				484		富山県高岡市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		高岡市土地開発公社 タカオカシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地・公有地等の取得・管理・処分		1,121		1,114		5		0				1,114		0		2.89%		11.50%				826		0		288				7		7		1				1		1		▲1				145		0		0.38%		0.00%		178		0		▲33		0		1,114		145		0		13.02%		0.00%		826		178		0		288		▲33		0

				485		富山県魚津市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		魚津市施設管理公社		総合公園ほか市施設の管理		198		150		30		0				126		0		1.20%		13.26%		-		-		-		-				49		-		-				4		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				486		富山県氷見市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		氷見市土地開発公社		公用地等の取得・管理・処分		330		216		5		0				216		0		1.67%		12.95%				240		0		▲24				114		113		1				4		5		▲2				0		0		0.00%		0.00%		58		28		▲58		▲28		261		55		25		21.09%		9.58%		282		58		28		▲21		▲3		▲3

				487		富山県黒部市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		宇奈月ビール ウナヅキ		地ビール製造販売		54		75		41		0				0		58		0.47%		13.00%				0		58		0		◎		▲21		▲23		2				3		▲2		4				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				488		富山県砺波市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		庄川開発 ショウガワ カイハツ		エントランス庄川等の管理運営		408		350		45		246				0		0		0.00%		12.88%				0		0		0				59		52		7				9		16		▲7				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				489		富山県小矢部市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		小矢部市土地開発公社 オヤベ シ トチ カイハツ コウシャ		公有地の取得及び管理		3,055		3,042		5		0		●		3,222		0		38.96%		13.68%		○		2,957		0		266				14		14		▲1		◎		▲1		▲1		1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		3,041		0		0		0.00%		0.00%		2,724		0		0		317		0		0

				490		富山県南砺市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		ジェイウイング		ホテル・レストラン公衆浴場・温浴施設の経営		44		53		217		25				0		0		0.00%		12.27%				0		0		0		◎		▲10		▲10		1				1		▲22		23				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				491		富山県南砺市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		井波木彫りの里		観光施設の運営、木製品等の特産品販売、飲食物の提供等		322		111		23		64				0		0		0.00%		12.27%				0		0		0				212		247		▲35		◎		▲53		▲57		4				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				492		富山県射水市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		射水市土地開発公社		公共用地の取得、造成、管理、処分		2,859		2,821		8		0				2,774		0		11.22%		12.10%				1,541		0		1,234				38		▲54		92				92		5		87		○		2,720		1,096		11.00%		4.43%		2,115		1,096		605		▲1		2,721		2,721		1,096		100.00%		40.28%		2,115		2,115		1,096		606		606		0

				493		富山県入善町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		入善里山観光開発 ニュウゼン サトヤマ カンコウ カイハツ		温泉観光施設の管理運営		81		42		6		0				0		30		0.43%		14.06%				0		30		0				39		29		10				14		11		3				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				494		石川県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		北陸放送 ホクリク ホウソウ		ラジオ放送及びテレビ放送事業、並びにこれに関する事業		9,527		4,473		6		34				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				5,054		4,845		210				237		271		▲35				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				495		石川県		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		石川県県民ふれあい公社 イシカワケン ケンミン コウシャ		水族館など各種レクリエーション施設の管理運営		8,153		6,615		13		2,820				0		0		0.00%		3.75%				0		2,269		▲2,269				1,538		1,496		42				33		▲18		51				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				496		石川県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		いしかわ子育て支援財団		子育て支援のための情報提供・人材確保事業等		2,160		2,031		32		2,000				0		0		0.00%		3.75%		-		-		-		-				130		-		-				4		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				497		石川県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		石川県産業創出支援機構 イシカワケン サンギョウ ソウシュツ シエン キコウ		創業支援、経営指導、技術開発支援、設備資金貸付、設備貸与、被災中小企業復興支援		74,214		68,853		74		10,867		●		1,100		21,865		7.35%		3.75%		○		1,224		18,490		3,252				5,362		5,483		▲121		○		▲97		59		▲156				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				498		石川県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		金沢コンベンションビューロー カナザワ		コンベンション誘致支援事業		25		3		5		0				0		5		0.00%		3.75%				0		5		0				22		20		2				2		▲3		5				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				499		石川県		一般社団法人 イッパン シャダンホウジン		石川県農業開発公社 イシカワケン ノウギョウ カイハツ コウシャ		農地保有合理化事業、畜産振興事業		5,641		5,498		14		5,053				24		0		0.01%		3.75%				37		0		▲13				143		144		▲2		◎		▲2		▲4		3				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				500		石川県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		いしかわ農業総合支援機構		農業人材の確保・育成		15,565		14,824		250		13				0		5,000		1.60%		3.75%				0		5,000		0				741		608		134				134		105		29				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				501		石川県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		石川県林業公社（林業公社） イシカワケン リンギョウ コウシャ リンギョウ コウシャ		造林、育林、白山林道の維持管理等		69,105		51,998		17,113		30,703		●		20,851		30		6.68%		3.75%		○		20,851		7		24				17,107		17,174		▲67		●		▲67		▲19		▲48				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				502		石川県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		石川県林業労働対策基金		林業労働者の社会福祉向上		1,883		36		1,327		3				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				1,848		1,849		▲1		○		▲1		1		▲1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				503		石川県		一般社団法人 イッパン シャダンホウジン		石川県金沢食肉公社 イシカワケン カナザワ ショクニク コウシャ		家畜のと殺解体及び食肉、副産物の冷蔵保管		89		199		15		14				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0		●		▲111		▲109		▲3		◎		▲3		▲24		22				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				504		石川県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		能登半島地震復興基金 ノト ハントウ ジシン フッコウ キキン		能登半島地震からの早期復興のために実施する各種取り組みに対して助成		25,658		25,123		30		25,000				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				535		718		▲183		◎		▲183		▲192		9				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				505		石川県七尾市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		香島津 カオル シマ ツ		七尾港府中地区旅客ターミナル能登食祭市場の管理運営		451		401		33		0				150		0		0.76%		12.52%				168		0		▲18				50		41		10				17		14		4				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				506		石川県小松市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		小松市開発公社 コマツシ カイハツ コウシャ		市営駐車場の管理		1,548		765		10		171				17		0		0.07%		12.08%				26		0		▲9				783		767		16				16		9		7				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				507		石川県小松市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		小松市土地開発公社 コマツシ トチ カイハツ コウシャ		公有地の取得，造成，処分		1,919		1,814		5		810				315		0		1.26%		12.08%				530		0		▲216				106		110		▲5		○		▲5		1		▲5				314		314		1.26%		1.26%		549		549		▲235		▲235		1,889		1,889		1,889		100.00%		100.00%		2,442		2,442		2,336		▲553		▲553		▲447

				508		石川県小松市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		こまつ看護学校 カンゴ ガッコウ		看護師の養成施設の設置及び管理運営		481		14		10		0				3		0		0.01%		12.08%				4		0		▲2				467		466		2				0		0		0				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				509		石川県珠洲市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		珠洲鉢ケ崎ホテル		ホテルの運営、管理		62		95		40		70				0		0		0.00%		14.02%				0		0		0		◎		▲33		▲36		4				4		7		▲4				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				510		石川県加賀市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		加賀市土地開発公社		公共事業等に伴う用地等の取得・売却事業		1,093		1,063		5		0				1,063		0		5.77%		12.57%				1,101		0		▲39				31		31		▲1		●		▲1		▲1		▲1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		1,070		10		2		0.92%		0.23%		1,111		10		0		▲41		▲1		2

				511		石川県羽咋市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		羽咋市土地開発公社		公共用地および工業用地の取得、造成、処分		248		248		5		0				240		0		3.49%		14.09%				440		0		▲200				1		▲151		151				151		197		▲46				194		194		2.82%		2.82%		168		168		26		26		228		194		194		85.03%		85.03%		278		243		243		▲50		▲49		▲49

				512		石川県かほく市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		かほく市土地開発公社 シ トチ カイハツ コウシャ		公共用地、公有地の取得、宅地造成事業		248		120		10		0				120		0		1.14%		13.25%				131		0		▲11				128		121		8				8		▲2		10				165		165		1.57%		1.57%		233		233		▲68		▲68		219		219		219		100.00%		100.00%		232		232		232		▲13		▲13		▲13

				513		石川県白山市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		白山市土地開発公社 ハクサンシトチカイハツコウシャ		公有用地の先行取得		1,867		1,770		10		0				1,736		0		5.69%		11.78%				1,916		0		▲181				98		102		▲5		◎		▲5		▲116		112				842		842		2.76%		2.76%		840		840		2		2		1,081		842		842		77.89%		77.89%		1,079		840		840		2		2		2

				514		石川県能美市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		能美市土地開発公社 ノミシ トチ カイハツ コウシャ		公用地等の取得事業、土地造成事業		1,389		940		5		0				712		0		5.15%		12.87%				349		0		363				449		187		263				309		8		302				448		12		3.24%		0.09%		494		58		▲46		▲46		1,004		448		12		44.62%		1.20%		500		494		58		504		▲46		▲46

				515		石川県野々市市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		野々市市土地開発公社 ノノイチ シ トチ カイハツ コウシャ		公共用地、公用地の取得・管理・処分		175		150		10		0				150		0		1.43%		13.26%		-		-		-		-				26		-		-		○		▲1		-		-				0		0		0.00%		0.00%		-		-		-		-		149		0		0		0.00%		0.00%		-		-		-		-		-		-

				516		石川県川北町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		川北町土地開発公社 カワキタマチ トチ カイハツ コウシャ		公共用地等の取得		584		569		10		0		●		569		0		25.84%		15.00%		○		565		0		5				15		15		▲1		●		▲1		▲1		▲1				0		0		0.00%		0.00%		564		564		▲564		▲564		569		569		569		100.00%		100.00%		564		564		564		5		5		5

				517		石川県津幡町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		津幡町土地開発公社 ツ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の先行取得、工業団地の造成事業		488		831		2		0				828		0		9.66%		13.61%				827		0		1		◎		▲344		▲366		23				23		22		1				422		288		4.93%		3.36%		419		287		3		1		465		422		288		90.73%		61.83%		457		419		287		8		3		1

				518		石川県内灘町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		内灘町土地開発公社 ウチナダ マチ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の計画的な取得や管理、処分を行なう		747		583		3		0				583		0		10.65%		14.71%				559		0		24				165		165		▲1				0		1		▲1		●		582		573		10.65%		10.47%		540		540		42		33		695		677		667		97.33%		95.92%		695		677		667		0		0		0

				519		福井県		地方道路公社 チホウ ドウロ コウシャ		福井県道路公社 フクイケン ドウロ コウシャ		有料道路の維持管理		3,996		4,857		648		2,280				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0		●		▲861		▲824		▲37		◎		▲37		▲47		10				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				520		福井県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		ふくい産業支援センター サンギョウ シエン		中小企業の経営革新・創業、経営基盤の強化、デザイン・人材育成等の総合的支援および科学技術の研究		21,394		16,253		350		15,521				0		0		0.00%		3.75%				270		0		▲270				5,141		4,918		224				224		45		180				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				521		福井県		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		福井県産業廃棄物処理公社 フクイケン サンギョウ ハイキブツ ショリ コウシャ		産業廃棄物の処理および処分		3,361		803		1,153		131				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				2,558		2,434		125				4		48		▲44				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				522		福井県		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		ふくい農林水産支援センター ノウリン スイサン シエン		農地中間管理事業、担い手育成事業、農林水産業に関する研修事業		1,236		245		671		101				3		0		0.00%		3.75%				4		0		▲2				992		1,001		▲10		○		▲8		3		▲10				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				523		福井県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		福井県林業従事者確保育成基金		林業従事者の確保育成		1,461		71		1,043		32				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				1,391		1,396		▲6				6		▲6		11				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		524		福井県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		関西国際空港土地保有 カンサイ コクサイ クウコウ トチ ホユウ		関西国際空港の空港用地の保有及び管理、関西国際空港の空港用地の新関西国際空港株式会社への貸付け		1,470,797		825,710		844		66				0		0		0.00%		3.75%		-		-		-		-				645,087		-		-				15,438		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				525		福井県福井市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		福井市土地開発公社 フクイシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地及び公有地の取得		173		42		5		0				42		0		0.07%		11.25%				122		0		▲81				132		132		▲1		●		▲1		▲1		▲1				41		41		0.07%		0.07%		121		121		▲80		▲80		41		41		41		100.00%		100.00%		121		121		121		▲80		▲80		▲80

				526		福井県小浜市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		ケーブルテレビ若狭小浜 ワカサ オバマ		有線テレビ放送業務		799		323		20		0				263		0		2.93%		13.53%				314		0		▲52				477		425		52				80		59		21				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				527		福井県鯖江市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		鯖江市土地開発公社		公共用地等の取得、管理、処分		294		291		23		0				286		0		1.96%		12.81%				296		0		▲10				3		16		▲13		◎		▲13		▲44		32				197		197		1.34%		1.34%		214		214		▲17		▲17		261		197		197		75.48%		75.48%		278		214		214		▲17		▲17		▲17

				528		福井県おおい町		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		グリーン大飯農業公社 オオイ ノウギョウ コウシャ		農作業の受委託業務等		108		7		40		3				0		0		0.00%		14.80%				0		0		0				102		103		▲1		◎		▲1		▲4		4				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				529		福井県おおい町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		おおい町土地開発公社 マチトチカイハツコウシャ		公共用地の取得・整理・処分に関する業務		116		97		10		97				0		0		0.00%		14.80%				0		0		0				20		20		▲1		◎		▲1		▲1		1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		91		55		55		60.50%		60.50%		102		55		55		▲11		0		0

				530		福井県おおい町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		わかさ大飯マリンワールド		所有不動産賃貸及び売却		1,574		921		285		850				0		0		0.00%		14.80%				0		0		0				653		631		23		●		▲14		▲13		▲2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				531		福井県若狭町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		レインボーライン		レインボーライン山頂公園等の管理運営		199		50		3		0				21		0		0.33%		14.30%				25		0		▲4				150		142		9				14		19		▲5				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				532		山梨県		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		山梨県土地開発公社		公有地の取得、土地造成		1,364		8,188		20		0				8,113		150		3.12%		3.75%				8,509		0		▲247		◎		▲6,824		▲7,003		179				179		264		▲85				513		513		0.19%		0.19%		513		513		▲1		▲1		1,083		1,075		1,075		99.23%		99.23%		1,309		1,294		1,294		▲226		▲219		▲219

				533		山梨県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		山梨県環境整備事業団 ヤマナシケン カンキョウ セイビ ジギョウダン		廃棄物最終処分場等の整備運営		1,807		1,605		10		0				423		356		0.29%		3.75%				564		0		214				203		215		▲13				0		0		0				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				534		山梨県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		山梨県林業公社（林業公社） ヤマナシケン リンギョウ コウシャ リンギョウ コウシャ		分収林特別措置法に基づき、土地所有者と分収造林・分収育林契約を締結し、造林・保育を行う森林整備業務		27,046		26,150		1		15,211				6,592		0		2.49%		3.75%				6,868		0		▲277				897		641		256				270		280		▲10				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				535		山梨県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		やまなし産業支援機構		中小企業の経営支援		11,082		8,707		174		5,865				1,527		0		0.58%		3.75%		-		-		-		-				2,376		-		-		○		▲148		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				536		山梨県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		山梨県農業振興公社		農地中間管理事業、土地改良事業等の受託		771		768		452		15				150		1		0.06%		3.75%				162		0		▲12				4		51		▲47				5		6		▲1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				537		山梨県		地方道路公社 チホウ ドウロ コウシャ		山梨県道路公社 ヤマナシケン ドウロ コウシャ		有料道路の新設、維持管理		5,955		4,317		613		1,039				140		0		0.05%		3.75%				330		0		▲190				1,639		1,529		110				80		29		51				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				538		山梨県		地方住宅供給公社 チホウ ジュウタク キョウキュウ コウシャ		山梨県住宅供給公社 ヤマナシケン ジュウタク キョウキュウ コウシャ		県営住宅等の管理		8,066		10,477		10		0				9,718		0		3.67%		3.75%		○		10,164		0		▲446		◎		▲2,411		▲3,113		702				476		433		43				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				539		山梨県甲府市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		甲府市土地開発公社 コウフシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の取得、管理等		244		169		5		0				169		0		0.40%		11.41%				560		0		▲392				76		76		▲1		○		▲1		1		▲1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		0		0		0		-		-		0		0		0		0		0		0

				540		山梨県富士吉田市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		富士吉田市土地開発公社 フジヨシダシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の取得・管理等		1,547		1,405		20		1,405				0		0		0.00%		13.20%				0		0		0				142		142		1				1		1		▲1				0		0		0.00%		0.00%		1,425		1,425		▲1,425		▲1,425		1,524		1,397		1,397		91.64%		91.64%		1,552		1,425		1,425		▲28		▲28		▲28

				541		山梨県都留市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		都留市土地開発公社 ツルシ トチ カイハツ コウシャ		公有地の先行取得		1,575		865		5		0				864		0		9.99%		13.59%				964		0		▲100				711		702		10				10		2		9		◎		941		941		10.88%		10.88%		1,054		1,054		▲113		▲113		1,510		1,510		1,510		100.00%		100.00%		1,624		1,624		1,597		▲114		▲114		▲87

				542		山梨県山梨市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		山梨市フルーツパーク ヤマナシシ		地域農業活性化基盤整備施設の管理運営業務		263		112		24		0				60		0		0.57%		13.25%				70		0		▲10				152		136		16				20		11		9				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				543		山梨県韮崎市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		韮崎市土地開発公社 ニラサキシ トチ カイハツ コウシャ		公有地の取得及び売却		460		448		5		448				0		0		0.00%		13.70%				0		0		0				13		12		2				2		▲18		19				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		428		398		112		92.97%		26.13%		395		112		112		33		286		0

				544		山梨県南アルプス市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		南アルプスプロデュース ミナミ		食品等販売施設、飲食施設等の運営。農産物の加工、販売。通信販売。観光イベントの運営。		0		0		30		550				0		0		0.00%		12.55%				0		0		0				0		37		▲37				0		▲58		58				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				545		山梨県北杜市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		北杜市農業振興公社 ホクトシ ノウギョウ シンコウ コウシャ		農地保有合理化事業		177		102		27		30				0		0		0.00%		12.46%		-		-		-		-				76		-		-				5		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				546		山梨県甲州市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		甲州市土地開発公社 コウシュウシ トチ カイハツ コウシャ		公有用地の取得・管理		791		782		8		0				782		0		7.58%		13.28%				891		0		▲109				9		9		1				1		1		0				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		0		0		0		-		-		0		0		0		0		0		0

				547		長野県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		長野県中小企業振興センター ナガノケン チュウショウ キギョウ シンコウ		県内中小企業の経営支援		7,538		5,652		5		5,400				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				1,887		1,894		▲8		●		▲14		▲11		▲4				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		548		長野県		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		塩尻・木曽地域地場産業振興センター		地場産品の普及・需要開拓		413		62		10		29				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				352		352		1				1		▲3		3				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				549		長野県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		長野県農業開発公社 ナガノケン ノウギョウカイハツコウシャ		農地中間管理事業		820		574		159		0				296		0		0.06%		3.75%				303		0		▲8				246		247		▲1		◎		▲1		▲2		2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				550		長野県		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		長野県農業担い手育成基金 ナガノケン ノウギョウ ニナ テ イクセイ キキン		新規就農者の確保		2,061		1,027		500		27				0		0		0.00%		3.75%				0		10		▲10				1,035		1,038		▲4		●		▲5		▲3		▲2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				551		長野県		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		長野県林業公社（林業公社） ナガノケン リンギョウ コウシャ リンギョウ コウシャ		分収造林地及び育林地の施業及び管理		32,739		32,887		68		19,297				8,295		0		1.59%		3.75%				8,534		0		▲239		◎		▲149		▲150		2				2		2		▲1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				552		長野県		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		長野県林業労働財団 ナガノケン リンギョウ ロウドウ ザイダン		林業就業者の確保、育成及び就労条件の向上に関する業務		409		45		8		31				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				364		348		17				14		32		▲18				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				553		長野県		地方道路公社 チホウ ドウロ コウシャ		長野県道路公社 ナガノケン ドウロ コウシャ		有料道路の維持管理等		89,122		67,169		21,953		0				2,079		0		0.40%		3.75%				2,923		0		▲845				21,953		21,953		0				0		▲45		45				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				554		長野県		地方住宅供給公社 チホウ ジュウタク キョウキュウ コウシャ		長野県住宅供給公社 ナガノケン ジュウタク キョウキュウ コウシャ		公営住宅等の管理		15,672		4,567		61		0				0		441		0.08%		3.75%				0		627		▲187				11,105		10,840		266				245		326		▲82				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				555		長野県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		しなの鉄道 テツドウ		旅客鉄道事業及び関連事業		7,971		4,624		1,782		0				2,591		0		0.50%		3.75%				2,782		0		▲192				3,348		3,030		318				334		▲121		454				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				556		長野県長野市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		長野市土地開発公社 ナガノシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地等取得外		6,987		5,515		5		0		○		4,800		6,000		12.22%		11.25%				5,000		0		5,800				1,472		1,474		▲2		○		▲2		68		▲70				2,816		2,656		3.19%		3.00%		2,878		2,543		▲62		113		6,903		3,261		3,101		47.24%		44.92%		7,012		3,323		2,989		▲109		▲62		112

				557		長野県松本市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		松本市土地開発公社 マツモトシ トチ カイハツ コウシャ		公有地の先行取得		353		285		7		285				0		0		0.00%		11.25%				0		0		0				68		61		7				7		13		▲6				0		0		0.00%		0.00%		45		0		▲45		0		285		39		0		13.81%		0.00%		159		45		0		126		▲6		0

				558		長野県上田市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		上田市土地開発公社 ウエダシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地、公有地等の取得、管理処分等		5,334		3,557		14		0				3,149		0		7.85%		11.45%				3,366		0		▲218				1,777		1,771		6				6		9		▲4		◎		4,747		4,747		11.83%		11.83%		4,931		4,931		▲184		▲184		5,116		4,746		4,746		92.76%		92.76%		4,931		4,931		4,931		185		▲185		▲185

				559		長野県岡谷市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		岡谷市土地開発公社 オカヤシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地に必要な土地の取得・管理・処分（造成事業）		284		33		3		0				33		0		0.27%		13.06%				33		0		1				252		253		▲1		○		▲1		9		▲10				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		275		0		0		0.00%		0.00%		275		0		0		▲1		0		0

				560		長野県諏訪市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		諏訪市土地開発公社 スワシ トチ カイハツ コウシャ		土地の取得、造成、処分		5,391		5,359		10		0		◎		5,358		0		46.65%		13.12%		○		5,681		0		▲323				33		64		▲32		○		▲32		7		▲38		◎		5,358		3,506		46.65%		30.53%		5,680		3,688		▲322		▲182		5,358		5,358		3,506		100.00%		65.43%		5,680		5,680		3,688		▲322		▲322		▲182

				561		長野県須坂市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		須坂温泉 スザカ オンセン		宿泊・日帰り温泉		403		221		70		211				0		0		0.00%		13.06%				0		0		0				183		184		▲2		◎		▲1		▲8		8				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				562		長野県小諸市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		小諸市土地開発公社 コモロシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の先行取得、工業団地等の造成・分譲		375		683		3		0				675		0		6.73%		13.33%				675		0		0		◎		▲309		▲309		1		○		▲1		9		▲10				91		91		0.90%		0.90%		91		91		▲1		▲1		206		91		91		43.86%		43.86%		207		92		92		▲1		0		0

				563		長野県駒ヶ根市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		駒ヶ根市土地開発公社		公有用地の先行取得、工業団地・住宅団地造成事業		2,338		2,291		3		0		◎		2,278		0		24.94%		13.49%		○		2,358		0		▲80				47		46		2				2		▲1		3		◎		2,309		1,499		25.29%		16.42%		2,313		1,503		▲4		▲4		2,317		2,309		1,499		99.69%		64.72%		2,396		2,313		1,503		▲79		▲4		▲4

				564		長野県駒ヶ根市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		駒ヶ根観光開発 コマガネ カンコウ カイハツ		宿泊施設・公衆浴場施設の施設経営		497		615		31		0				566		0		6.19%		13.49%				551		0		16		●		▲119		▲88		▲32		◎		▲31		▲46		16				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				565		長野県駒ヶ根市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		駒ヶ根高原温泉開発 コマガネ コウゲン オンセン カイハツ		温泉の採掘、配湯業務		104		90		30		0				88		0		0.96%		13.49%				125		0		▲37				14		12		2				3		5		▲2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				566		長野県飯山市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		飯山市土地開発公社 イイヤマシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地等の先行取得、住宅地等の造成・分譲		516		267		4		0				234		0		3.00%		13.81%				266		0		▲33				249		245		4				4		6		▲2				329		319		4.23%		4.10%		266		256		63		63		503		503		483		100.00%		96.08%		547		522		502		▲44		▲19		▲19

				567		長野県塩尻市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		塩尻市土地開発公社 シオジリシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地先行取得		1,456		631		5		409				220		0		1.30%		12.65%				227		0		▲8				826		825		1				1		4		▲4				0		0		0.00%		0.00%		72		72		▲72		▲72		805		344		344		42.75%		42.75%		596		343		343		209		1		1

				568		長野県塩尻市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		塩尻市振興公社 シオジリシ シンコウ コウシャ		再開発ビルの運営、工業振興、ＩＣＴ産業振興、テレワークの推進		142		109		5		0				70		0		0.41%		12.65%				87		0		▲18				33		24		10				13		18		▲5				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		569		長野県塩尻市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		塩尻・木曽地域地場産業振興センター		地場産品の普及・需要開拓		413		62		7		0				29		10		0.23%		12.65%		-		-		-		-				352		-		-				1		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				570		長野県佐久市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		佐久市土地開発公社		公共用地の先行取得及び住宅地造成販売		972		267		15		0				180		0		0.64%		11.89%				289		0		▲109				705		718		▲13		○		▲13		1		▲13				875		845		3.10%		3.00%		927		897		▲52		▲52		875		875		845		100.00%		96.56%		927		927		897		▲52		▲52		▲52

				571		長野県佐久市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		佐久ケーブルテレビ		ケーブルテレビ放送		597		527		178		0				130		0		0.46%		11.89%				130		0		0				71		44		27		◎		▲18		▲46		29				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				572		長野県千曲市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		千曲市土地開発公社 チクマ シ トチ カイハツ コウシャ		公共用地、公用地等の取得、管理、処分		571		237		3		0				127		0		0.77%		12.68%				203		0		▲76				334		330		5				5		10		▲5				127		127		0.77%		0.77%		438		365		▲311		▲238		407		381		316		93.66%		77.81%		466		438		365		▲59		▲57		▲49

				573		長野県東御市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		浅間山麓総合開発 アサマ サンロク ソウゴウ カイハツ		インター建設費負担金の管理・不動産管理		464		226		286		200				0		0		0.00%		13.51%				81		0		▲81				238		238		1		○		▲6		7		▲13				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				574		長野県安曇野市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		安曇野市土地開発公社		公有地取得及び造成事業		357		50		10		0				50		0		0.19%		12.00%				50		0		0				307		306		2				2		▲7		9				272		272		1.03%		1.03%		219		219		53		53		272		272		272		100.00%		100.00%		328		328		328		▲56		▲56		▲56

				575		長野県御代田町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		御代田町土地開発公社 ミヨタマチ トチ カイハツ コウシャ		公有地拡大の推進		204		136		4		136				0		0		0.00%		15.00%				0		0		0				68		68		▲1		○		▲1		1		▲1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		176		176		176		100.00%		100.00%		225		225		225		▲49		▲49		▲49

				576		長野県長和町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		長和町振興公社 ナガワマチ シンコウ コウシャ		スキー場、温泉施設等の運営		337		315		98		100				0		0		0.00%		15.00%		-		-		-		-				22		-		-		○		▲8		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				577		長野県下諏訪町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		下諏訪町土地開発公社 シモスワマチ トチ カイハツ コウシャ		土地の取得・造成		1,071		2,230		10		0		◎		2,230		0		45.43%		15.00%		○		2,362		0		▲133		◎		▲1,159		▲1,297		139				139		▲5		144		◎		841		841		17.14%		17.14%		1,024		1,024		▲183		▲183		1,028		1,028		1,028		100.00%		100.00%		1,024		1,024		1,024		4		4		4

				578		長野県富士見町		一般社団法人 イッパン シャダンホウジン		富士見町開発公社 フジミマチ カイハツ コウシャ		保健レクリエーション		900		1,630		2		1,300				55		0		1.08%		14.93%				55		0		0		●		▲730		▲693		▲37				84		116		▲33				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				579		長野県辰野町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		辰野町土地開発公社 タツノマチ トチ カイハツ コウシャ		公有地拡大の増進。		716		713		3		0				713		0		12.26%		14.54%		○		871		0		▲159				4		4		1				1		102		▲102		◎		684		684		11.78%		11.78%		852		836		▲168		▲152		690		684		684		99.06%		99.06%		852		852		836		▲162		▲168		▲152

				580		長野県箕輪町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		箕輪町土地開発公社 ミノワマチ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の取得整備等		46		24		3		0				23		37		0.93%		14.24%				23		60		▲23				23		23		1				1		1		▲1				42		42		0.65%		0.65%		42		42		0		0		42		42		42		100.00%		100.00%		42		42		42		0		0		0

				581		長野県飯島町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		飯島町土地開発公社 イイジマ マチ トチ カイハツ コウシャ		土地の取得、取得土地の造成、売買		414		475		5		0				441		0		13.44%		15.00%		○		823		0		▲382		◎		▲61		▲82		22				22		36		▲15				318		133		9.70%		4.06%		321		136		▲3		▲3		318		318		133		100.00%		41.85%		721		321		136		▲403		▲3		▲3

				582		長野県南箕輪村		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		南箕輪村土地開発公社 ミナミミノワムラ トチ カイハツ コウシャ		用地取得・宅地造成		67		156		4		0				117		0		2.93%		15.00%				120		0		▲4		●		▲89		▲23		▲67		●		▲4		▲2		▲3				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		51		50		43		99.32%		84.57%		60		60		44		▲9		▲10		▲1

				583		長野県宮田村		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		宮田村土地開発公社 ミヤダムラ トチ カイハツ コウシャ		用地取得・宅地造成		424		390		5		0				390		0		14.58%		15.00%		○		430		0		▲40				34		40		▲6		○		▲6		1		▲7		◎		388		388		14.52%		14.52%		451		451		▲63		▲63		403		388		388		96.47%		96.47%		451		451		451		▲48		▲63		▲63

				584		長野県上松町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		上松町土地開発公社 アゲマツマチ トチ カイハツ コウシャ		用地造成及び販売		143		95		5		0				95		0		3.71%		15.00%				143		0		▲48				49		49		▲1		●		▲1		▲1		▲1				0		0		0.00%		0.00%		17		17		▲17		▲17		10		10		10		100.00%		100.00%		17		17		17		▲7		▲7		▲7

				585		長野県木祖村		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		奥木曽グリーンリゾート オク キソ		索道事業・宿泊業務、キャンプ場		295		174		10		120				0		0		0.00%		15.00%				0		0		0				121		121		0				1		1		0				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				586		長野県朝日村		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		朝日村土地開発公社 アサヒムラ トチ カイハツ コウシャ		公有用地取得事業		130		74		5		74				0		0		0.00%		15.00%		-		-		-		-				57		-		-		○		▲3		-		-				0		0		0.00%		0.00%		-		-		-		-		14		0		0		0.00%		0.00%		-		-		-		-		-		-

				587		長野県坂城町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		坂城町土地開発公社 サカキマチ トチ カイハツ コウシャ		公有用地の先行取得及び土地造成用地取得		1,326		1,101		3		0		●		1,026		0		23.66%		15.00%		○		828		0		198				226		224		2				2		1		2		◎		816		690		18.84%		15.92%		857		732		▲41		▲42		1,227		953		823		77.61%		67.02%		1,005		991		866		222		▲38		▲43

				588		長野県小布施町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		小布施町土地開発公社 オブセマチ トチ カイハツ コウシャ		公有地拡大の推進		309		247		3		247				0		0		0.00%		15.00%				0		0		0				63		63		▲1		○		▲1		1		▲1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		291		228		142		78.48%		48.93%		291		142		142		▲1		86		0

				589		長野県木島平村		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		木島平観光 キジマダイラ カンコウ		スキー場・公園・宿泊施設		208		124		53		0				31		45		3.15%		15.00%				41		50		▲16				85		77		8				9		12		▲4				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				590		長野県野沢温泉村		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		野沢温泉 ノザワオンセン		文化施設・観光施設等の管理運営		571		455		20		0		◎		349		0		17.07%		15.00%		○		395		0		▲46				116		97		20				34		20		14				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				591		岐阜県		一般社団法人 イッパン シャダンホウジン		岐阜県農畜産公社 ギフケン ノウ チクサン コウシャ		農地の販売・貸借、乳用牛及び肉用牛の育成		1,140		749		235		554				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				392		372		20				22		▲10		31				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				592		岐阜県		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		岐阜県森林公社（林業公社） ギフケン シンリン コウシャ リンギョウ コウシャ		分収造林・育林地の管理		59,498		39,237		3		15,924				17,549		0		3.70%		3.75%		○		17,430		0		119				20,262		20,113		150		●		▲283		▲9		▲275				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		593		岐阜県		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		木曽三川水源造成公社（林業公社） キソ サンセン スイゲン ゾウセイ コウシャ リンギョウ コウシャ		森林整備事業（共同水源林造成事業）、公益森林管理事業の実施		45,007		28,674		4		8,372				6,355		0		1.34%		3.75%				6,594		0		▲240				16,333		16,226		108		◎		▲1		▲1		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				594		岐阜県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		岐阜県産業経済振興センター ギフケン サンギョウ ケイザイ シンコウ		県内中小企業のための調査研究、産業支援、企業支援、海外取引支援等		12,804		9,871		8		8,093				1,481		0		0.31%		3.75%				1,346		0		136				2,934		5,312		▲2,379		○		▲59		11		▲69				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				595		岐阜県		地方住宅供給公社 チホウ ジュウタク キョウキュウ コウシャ		岐阜県住宅供給公社 ギフケン ジュウタク キョウキュウ コウシャ		住宅・宅地分譲、賃貸住宅等管理運営、公営住宅管理		8,966		8,835		550		595				5,204		0		1.10%		3.75%				4,722		190		292				132		49		84				65		57		8				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		596		岐阜県		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		岐阜県土地開発公社 ギフケン トチ カイハツ コウシャ		公共用地、公用地等の取得、造成、管理、処分等		25,412		16,519		5		5,436				9,143		0		1.93%		3.75%				8,656		0		488				8,894		8,752		142				120		21		99				2,454		0		0.52%		0.00%		2,453		0		▲1		0		22,296		13,102		9,812		58.76%		44.01%		21,696		13,098		9,809		600		4		3

				597		岐阜県岐阜市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		岐阜市土地開発公社 ギフ シ トチ カイハツ コウシャ		公共用地等の先行取得		2,354		2,316		10		2,307				0		0		0.00%		11.25%				0		0		0				38		41		▲4		◎		▲4		▲5		2				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		2,307		2,039		1,324		88.40%		57.41%		2,306		1,324		1,324		1		715		0

				598		岐阜県岐阜市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		岐阜市学校給食会 ギフシ ガッコウ キュウショク カイ		学校給食用物資の調達・配給、物資代金の徴収・支払い		182		178		1		0				0		20		0.02%		11.25%				0		20		0				4		4		▲1		◎		▲1		▲1		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				599		岐阜県大垣市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		大垣市土地開発公社 オオガキシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地等の取得、管理、処分等		6,283		8,948		5		0		◎		8,946		0		25.88%		11.62%		○		9,966		0		▲1,021		◎		▲2,665		▲3,242		577				593		68		526		◎		5,591		5,500		16.17%		15.91%		6,134		6,011		▲543		▲511		6,248		5,593		5,501		89.51%		88.04%		6,688		6,134		6,011		▲440		▲541		▲510

				600		岐阜県高山市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		高山市土地開発公社 タカヤマ		公有地の先行取得		2,844		2,834		8		0				2,823		0		9.19%		11.77%				2,473		0		350				11		11		1				1		1		▲1				1,688		1,688		5.50%		5.50%		1,687		1,687		1		1		2,820		1,688		1,688		59.86%		59.86%		3,504		1,687		1,687		▲684		1		1

				601		岐阜県多治見市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		多治見市土地開発公社 タジミシ トチ カイハツ コウシャ		公拡法の規定に基づく土地及び道路、公園などの公共施設の用に供する土地などの取得、造成、管理、処分		770		585		5		0				585		0		2.59%		12.26%		-		-		-		-				186		-		-		○		▲26		-		-				0		0		0.00%		0.00%		-		-		-		-		665		0		0		0.00%		0.00%		-		-		-		-		-		-

				602		岐阜県関市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		関市土地開発公社 セキシ トチ カイハツ コウシャ		公有地（主に設立団体の依頼による事業用地等）の先行取得及び処分		1,674		1,652		5		1,638				14		0		0.06%		12.16%				14		0		0				23		23		1				1		2		▲1				1,374		1,326		5.76%		5.56%		5		5		1,369		1,321		1,374		1,374		1,325		100.00%		96.41%		1,398		1,374		1,238		▲24		0		87

				603		岐阜県中津川市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		中津川市土地開発公社		公共事業用地等の取得、造成、処分		584		452		5		0				444		0		1.77%		12.08%				528		0		▲85				132		138		▲6		○		▲6		9		▲15				510		492		2.03%		1.96%		623		605		▲113		▲113		510		510		492		100.00%		96.40%		623		623		605		▲113		▲113		▲113

				604		岐阜県美濃市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		美濃市土地開発公社 ミノ シ トチ カイハツ コウシャ		公有地の取得、管理及び処分		230		177		5		0				177		0		2.99%		14.49%				477		0		▲300				54		54		▲1		●		▲1		▲1		▲1				224		224		3.80%		3.80%		524		524		▲300		▲300		224		224		224		100.00%		100.00%		524		524		524		▲300		▲300		▲300

				605		岐阜県羽島市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		羽島市土地開発公社 ハ シマ シ トチ カイハツ コウシャ		公有地となるべき土地の取得及び造成その他の監理		176		288		1		0				288		0		2.19%		12.93%				357		0		▲69		◎		▲113		▲182		70				70		▲126		195				174		174		1.32%		1.32%		174		174		▲1		▲1		174		174		174		100.00%		100.00%		174		174		174		▲1		▲1		▲1

				606		岐阜県恵那市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		恵那市土地開発公社 エナシ トチ カイハツ コウシャ		公有地等の取得、造成、管理及び処分		73		34		5		34				34		0		0.19%		12.59%		-		-		-		-				39		-		-		○		▲1		-		-				0		0		0.00%		0.00%		-		-		-		-		41		2		2		4.47%		4.47%		-		-		-		-		-		-

				607		岐阜県各務原市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		各務原市土地開発公社 カカミガハラシ トチ カイハツ コウシャ		公用地の取得、管理及び処分		1,677		1,460		5		757				660		757		5.14%		11.93%				800		0		617				217		465		▲248		○		▲248		12		▲259				551		208		2.00%		0.75%		1,168		602		▲617		▲394		1,670		917		553		54.90%		33.12%		2,037		1,168		602		▲367		▲251		▲49

		●		608		岐阜県各務原市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		岐阜県土地開発公社 ギフケン トチ カイハツ コウシャ		公共用地、公用地等の取得、造成、管理、処分等		25,412		16,519		0		0				238		0		0.86%		11.93%		-		-		-		-				8,894		-		-				120		-		-				2,454		0		8.89%		0.00%		-		-		-		-		22,296		13,102		9,811		58.76%		44.00%		-		-		-		-		-		-

				609		岐阜県本巣市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		本巣市土地開発公社 モトスシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地、工業用地等の取得、管理、処分等		1,138		680		5		0				680		0		6.31%		13.21%				710		0		▲30				458		428		31				31		58		▲28		●		1,111		733		10.31%		6.79%		1,110		0		1		733		1,112		1,112		733		100.00%		65.89%		1,110		1,110		0		2		2		733

		●		610		岐阜県本巣市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		樽見鉄道 タルミ テツドウ		鉄道事業（大垣駅～樽見駅間34.5㌔）		378		416		5		171				0		0		0.00%		13.21%				0		0		0		●		▲39		▲16		▲23		◎		▲64		▲76		13				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				611		岐阜県郡上市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		郡上大和総合開発 グジョウヤマト ソウゴウ カイハツ		イベント・コンベンションの開催、新規観光産業の開発、特産品開発及び販売促進、市有観光施設の管理運営		287		47		294		4				0		0		0.00%		12.52%				0		0		0				241		242		▲2				1		▲7		7				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		612		岐阜県海津市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		岐阜県土地開発公社 ギフケントチカイハツコウシャ		公共用地、公用地等の取得、造成、管理、処分等		25,412		16,519		0		400				0		0		0.00%		13.25%		-		-		-		-				8,894		-		-				120		-		-		○		2,454		0		23.37%		0.00%		-		-		-		-		22,296		13,102		9,811		58.76%		44.00%		-		-		-		-		-		-

				613		岐阜県笠松町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		笠松町土地開発公社 カサマツチョウ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の先行取得		115		100		5		100				0		0		0.00%		15.00%				0		0		0				15		15		1				1		1		0				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		108		108		100		100.00%		92.67%		108		108		100		▲1		▲1		▲1

				614		岐阜県神戸町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		神戸町土地開発公社 ゴウドチョウ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の取得造成処分		158		60		5		0				60		0		1.35%		15.00%				100		0		▲40				98		97		1				1		4		▲4				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		95		1		1		1.09%		1.09%		133		1		1		▲38		0		0

				615		岐阜県安八町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		安八町土地開発公社 アンパチ マチ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の先行取得・処分		997		1,492		5		0		◎		1,492		0		36.88%		15.00%		○		1,527		0		▲35		●		▲496		▲424		▲73		○		▲73		40		▲112		◎		893		771		22.07%		19.06%		950		839		▲57		▲68		944		893		771		94.57%		81.68%		1,089		950		839		▲145		▲57		▲68

				616		岐阜県揖斐川町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		揖斐川町土地開発公社 イビガワチョウ トチ カイハツ コウシャ		公有地拡大推進法に基づく土地の先行取得		469		420		5		0				420		0		3.96%		13.24%				328		0		92				50		50		▲1		◎		▲1		▲1		1				327		327		3.09%		3.09%		364		364		▲37		▲37		456		364		364		79.80%		79.80%		364		364		364		92		0		0

				617		岐阜県揖斐川町		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		いびがわ		観光施設等の管理運営		606		73		410		55				0		0		0.00%		13.24%				0		0		0				534		554		▲21		○		▲21		24		▲44				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		618		岐阜県揖斐川町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		樽見鉄道 タルミ テツドウ		鉄道事業（大垣駅～樽見駅間34.5㌔）		378		416		1		25				0		0		0.00%		13.24%				0		0		0		●		▲39		▲16		▲23		◎		▲64		▲76		13				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				619		岐阜県池田町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		池田町土地開発公社		公有地の先行取得		440		346		5		0				346		0		6.37%		14.74%				396		0		▲50				95		96		▲1		●		▲1		▲1		▲1				416		416		7.67%		7.67%		465		465		▲49		▲49		416		416		416		100.00%		100.00%		465		465		465		▲49		▲49		▲49

				620		静岡県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		静岡県産業振興財団		中小企業の経営革新及び創業の促進、経営基盤強化、科学技術の研究開発の推進		18,760		10,516		6,958		9,720				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				8,244		8,630		▲386		●		▲98		▲27		▲71				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				621		静岡県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		清水港振興		興津国際流通センターの管理運営等		1,965		1,012		50		273				0		0		0.00%		3.75%		-		-		-		-				953		-		-				66		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				622		静岡県		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		静岡県農業振興公社		農地中間管理事業、青年農業者等育成事業等		125		66		50		2				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				59		61		▲2		◎		▲2		▲3		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				623		静岡県		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		静岡県土地開発公社		公有地取得事業、公有地売却事業		5,373		2,844		20		0				707		0		0.09%		3.75%				1,012		0		▲306				2,530		2,493		38		○		▲31		13		▲43				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		2,805		0		0		0.00%		0.00%		4,700		0		0		▲1,895		0		0

				624		静岡県		地方道路公社 チホウ ドウロ コウシャ		静岡県道路公社		有料道路の維持管理		36,026		21,842		7,524		0				1,438		0		0.19%		3.75%				1,939		0		▲502				14,184		14,203		▲19		○		▲19		37		▲56				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				625		静岡県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		浜名湖総合環境財団		浜名湖における船舶の航行安全の確保・係船区域の管理運営等		1,120		459		50		0				214		0		0.03%		3.75%				258		0		▲45				662		692		▲31		●		▲31		▲8		▲23				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				626		静岡県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		御殿場まちづくり		店舗併用型コミュニティ施設		662		179		0		110				0		0		0.00%		3.75%		-		-		-		-				484		-		-				3		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				627		静岡県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		みしま街づくり		ギャラリー・ホールの管理運営		221		54		0		18				0		0		0.00%		3.75%		-		-		-		-				168		-		-		○		▲2		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				628		静岡県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		まちづくり島田		タウンマネジメント機関、文化集会施設の管理運営、駐車場管理運営		341		151		0		63				0		0		0.00%		3.75%		-		-		-		-				190		-		-				4		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		629		静岡県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		なゆた浜北 ハマキタ		再開発ビルの管理運営及び商業床の賃貸事業		487		157		0		18				0		0		0.00%		3.75%		-		-		-		-				330		-		-				24		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				630		静岡県静岡市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		静岡市土地開発公社 シズオカシトチカイハツコウシャ		公用、公共用地等の先行取得、管理、処分		4,391		4,205		20		0				3,908		0		2.37%		11.25%				4,239		0		▲331				187		187		0				0		0		0				2,491		2,491		1.51%		1.51%		2,910		2,910		▲419		▲419		4,305		2,568		2,568		59.65%		59.65%		4,570		2,910		2,910		▲265		▲342		▲342

				631		静岡県静岡市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		静岡駅南口都市開発 シズオカエキ ミナミ グチ トシ カイハツ		再開発ビルの賃貸		1,313		1,096		10		420				0		0		0.00%		11.25%		-		-		-		-				218		-		-				59		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		632		静岡県浜松市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		なゆた浜北		再開発ビルの管理運営及び商業床の賃貸事業		487		157		195		72				0		0		0.00%		11.25%				0		0		0				330		315		15				24		13		11				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				633		静岡県熱海市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		熱海市土地開発公社 アタミシ トチ カイハツ コウシャ		土地の取得、造成、処分		408		315		5		0				315		0		3.15%		13.33%				364		0		▲49				93		95		▲2		◎		▲2		▲5		3				315		315		3.15%		3.15%		10		431		305		▲116		393		393		393		100.00%		100.00%		441		441		431		▲48		▲48		▲38

				634		静岡県三島市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		三島市土地開発公社 ミシマシ トチ カイハツ コウシャ		土地の先行取得・管理・処分		4,869		2,250		7		236				2,000		0		9.56%		12.41%				2,000		0		0				2,619		2,496		123				123		123		▲1		●		3,057		3,057		14.61%		14.61%		3,055		3,055		2		2		4,390		3,866		3,866		88.07%		88.07%		4,105		3,865		3,865		285		1		1

				635		静岡県富士宮市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		富士宮市土地開発公社 フジノミヤシ トチ カイハツ コウシャ		土地の取得・管理		532		367		5		0				367		0		1.40%		12.00%				445		0		▲78				165		165		1				1		2		▲2				398		398		1.52%		1.52%		590		590		▲192		▲192		525		398		398		75.76%		75.76%		602		590		590		▲77		▲192		▲192

				636		静岡県島田市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		島田市土地開発公社 シマダ シ トチ カイハツ コウシャ		公共事業用地等の取得、造成、処分		654		351		3		218				134		0		0.61%		12.32%				140		0		▲6				303		308		▲6		●		▲6		▲6		▲1				384		384		1.75%		1.75%		111		111		273		273		617		495		495		80.17%		80.17%		647		505		505		▲30		▲10		▲10

				637		静岡県磐田市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		磐田原総合開発 イワタ ハラ ソウゴウ カイハツ		インターチェンジの建設、パーキングエリアの建設、飲料等自動販売機設置、広告宣伝看板設置等		605		2,404		818		2,037				364		0		0.91%		11.46%				330		0		34		●		▲1,800		▲1,705		▲95		●		▲90		▲83		▲7				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				638		静岡県御殿場市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		御殿場市小山町土地開発公社 ゴテンバシ オヤマチョウ トチ カイハツ コウシャ		公有地になるべき土地の取得、管理、処分等を行う。		1,078		1,062		2		0				913		0		5.11%		12.60%				213		0		700				16		16		1				1		1		1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		1,062		0		0		0.00%		0.00%		257		0		0		805		0		0

				639		静岡県袋井市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		袋井地域土地開発公社 フクロイ チイキ トチ カイハツ コウシャ		土地の取得、造成、処分		1,355		1,041		2		0				1,041		0		5.42%		12.53%				670		0		371				314		319		▲6		○		▲6		30		▲35				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		1,079		0		0		0.00%		0.00%		671		0		0		408		0		0

				640		静岡県裾野市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		裾野市土地開発公社 スソノシ トチ カイハツ コウシャ		公拡法に基づき土地の取得・管理・処分を行う		460		436		2		16				436		0		3.34%		12.95%				420		0		16				25		26		▲1		●		▲1		▲1		▲1				7		7		0.06%		0.06%		221		221		▲214		▲214		436		7		7		1.71%		1.71%		650		221		221		▲214		▲214		▲214

				641		静岡県湖西市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		湖西市土地開発公社 コサイシ トチ カイハツ コウシャ		市の事業用地の先行取得、代替地の売却		425		387		5		92				519		0		3.46%		12.78%				276		0		243				39		38		1				1		1		▲1				241		241		1.61%		1.61%		288		288		▲47		▲47		352		298		298		84.64%		84.64%		346		345		345		6		▲47		▲47

		●		642		愛知県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		上飯田連絡線		鉄道事業法に基づく第三種鉄道事業		31,390		17,675		4,823		5,097				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				13,715		13,412		304				461		417		45				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				643		愛知県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		中部国際空港連絡鉄道		鉄道事業法に基づく第三種鉄道事業		19,285		13,213		2,874		6,675				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				6,072		5,928		144				136		99		38				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				644		愛知県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		愛知高速交通		軌道法による運輸事業		1,603		1,167		56		0				886		0		0.06%		3.75%				5,520		0		▲4,634				437		1,946		▲1,510				56		▲1,301		1,357				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		645		愛知県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		中部国際空港 チュウブ コクサイ クウコウ		中部国際空港の設置及び管理		456,207		365,716		4,913		19,414				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				90,492		86,088		4,404				6,586		4,151		2,435				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				646		愛知県		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		愛知県私学振興事業財団		私立学校の教育条件の向上を図り、私立学校における修学を容易にする事業		6,049		6,027		5		240				5,524		0		0.39%		3.75%				9,430		0		▲3,907				23		17		6				4		▲2		6				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				647		愛知県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		愛知臨海環境整備センター		廃棄物の海面埋立処分事業等を実施する。		44,161		32,756		60		5,556				26,145		0		1.86%		3.75%				29,070		0		▲2,925				11,405		6,075		5,330				1,258		196		1,062				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				648		愛知県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		魚アラ処理公社 ウオ ショリ コウシャ		魚アラの適正処理並びに肥料及び飼料等としての再生利用		1,808		845		360		820				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				964		958		6				15		5		11				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				649		愛知県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		あいち産業振興機構 サンギョウ シンコウ キコウ		中小企業等の設備導入の促進、下請取引の円滑化、産業貿易情報の提供等		18,424		17,856		13		11,164				0		0		0.00%		3.75%		-		-		-		-				568		-		-				9		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		650		愛知県		地方道路公社 チホウ ドウロ コウシャ		名古屋高速道路公社 ナゴヤ コウソク ドウロ コウシャ		名古屋高速道路の建設・管理		1,682,046		1,364,638		158,704		72,173		◎		312,673		0		22.21%		3.75%		○		321,350		0		▲8,677				317,408		316,662		746				0		0		0				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				651		愛知県		地方道路公社 チホウ ドウロ コウシャ		愛知県道路公社		愛知県内における有料道路の建設・管理		330,798		257,218		73,531		0				47,493		0		3.37%		3.75%		○		55,326		0		▲7,834				73,581		73,581		0				0		0		0				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				652		愛知県		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		愛知県土地開発公社 アイチケントチカイハツコウシャ		公共用地、公用地等の取得、管理		53,365		52,792		100		0				52,068		0		3.70%		3.75%		○		63,067		0		▲11,000				573		576		▲3		○		▲3		1		▲4				40,458		36,854		2.87%		2.62%		50,712		46,653		▲10,254		▲9,799		51,057		40,458		36,854		79.24%		72.18%		61,316		50,712		46,653		▲10,259		▲10,254		▲9,799

				653		愛知県		地方住宅供給公社 チホウ ジュウタク キョウキュウ コウシャ		愛知県住宅供給公社 アイチケン ジュウタク キョウキュウ コウシャ		住宅供給等不動産取引業		42,102		38,076		33		0				30,846		6,400		2.65%		3.75%				30,805		0		6,441				4,027		3,955		72				355		246		110				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		654		愛知県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		伊勢湾フェリー イセワン		海上運送法に基づく、自動車航送船による諸車両及び貨客の運送等		1,619		753		1		98				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				866		697		169				171		83		88				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		655		愛知県		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		木曽三川水源造成公社（林業公社） キソ サンセン スイゲン ゾウセイ コウシャ		森林整備事業（共同水源林造成事業）、公益森林管理事業の実施		45,007		28,674		296		6,279				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				16,333		16,226		108		◎		▲1		▲1		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		656		愛知県名古屋市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		上飯田連絡線		鉄道事業法に基づく第三種鉄道事業		31,390		17,675		3,286		3,599				0		0		0.00%		11.25%				0		0		0				13,715		13,412		304				461		417		45				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				657		愛知県名古屋市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		名古屋産業振興公社		産業技術の研究開発の促進及び普及啓発、産業に関する人材の育成、経営の支援、経済交流の促進等		2,652		1,751		120		1,004				271		0		0.05%		11.25%				342		0		▲72				901		812		90				106		3		104				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		658		愛知県名古屋市		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		木曽三川水源造成公社（林業公社） リンギョウ コウシャ		森林整備事業（共同水源林造成事業）、公益森林管理事業の実施		45,007		28,674		50		1,047				0		0		0.00%		11.25%				0		0		0				16,333		16,226		108		◎		▲1		▲1		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		659		愛知県名古屋市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		中部国際空港		中部国際空港の設置及び管理		456,207		365,716		2,368		9,359				0		0		0.00%		11.25%				0		0		0				90,492		86,087		4,405				6,586		4,150		2,436				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				660		愛知県名古屋市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		名古屋まちづくり公社		公共用地の取得及び処分、駐車場の管理運営等		19,532		10,283		1,010		2,265				2,935		0		0.52%		11.25%				3,503		0		▲569				9,250		8,478		772				801		487		314				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				661		愛知県名古屋市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		名古屋食肉市場		家畜の荷受及び販売		2,184		3,644		236		0				2,747		800		0.63%		11.25%				3,012		0		536		◎		▲1,461		▲1,673		213				241		246		▲5				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				662		愛知県名古屋市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		名古屋ガイドウェイバス		ガイドウェイバス志段味線の運営管理		1,227		1,980		1,900		1,788				0		0		0.00%		11.25%				0		0		0		◎		▲753		▲761		9				10		6		4				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				663		愛知県名古屋市		地方住宅供給公社 チホウ ジュウタク キョウキュウ コウシャ		名古屋市住宅供給公社		分譲・賃貸住宅の建設、供給及び市営住宅等の受託管理		26,309		23,459		50		16,209				949		11,110		2.15%		11.25%				1,119		11,110		▲171				2,850		2,771		80				51		46		6				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				664		愛知県名古屋市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		名古屋市土地開発公社		公共用地、公用地等の取得、管理、処分等		39,971		38,385		20		6,906				29,450		0		5.25%		11.25%				32,694		0		▲3,244				1,586		1,374		213				213		▲40		253				29,788		28,685		5.31%		5.11%		32,851		31,356		▲3,063		▲2,671		38,924		38,681		37,578		99.38%		96.54%		42,733		41,811		40,316		▲3,809		▲3,130		▲2,738

		●		665		愛知県名古屋市		地方道路公社 チホウ ドウロ コウシャ		名古屋高速道路公社		名古屋高速道路の建設・管理		1,682,046		1,364,638		158,704		72,173		◎		312,673		0		55.70%		11.25%		○		321,350		0		▲8,677				317,408		316,662		746				0		0		0				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				666		愛知県岡崎市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		岡崎市土地開発公社 オカザキシ トチ カイハツ コウシャ		公有地の取得・処分		2,563		2,456		9		500				1,913		0		2.70%		11.25%				2,052		0		▲140				107		107		▲1		◎		▲1		▲1		1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		1,940		0		0		0.00%		0.00%		2,504		0		0		▲564		0		0

				667		愛知県一宮市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		一宮地方総合卸売市場 イチノミヤ チホウ ソウゴウ オロシウリ シジョウ		市場施設管理業務		1,309		660		429		536				0		0		0.00%		11.25%				0		0		0				649		661		▲12		○		▲2		2		▲3				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				668		愛知県一宮市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		一宮市土地開発公社		公有用地等の取得、管理、処分等		1,410		1,340		10		763				552		0		0.78%		11.25%				915		0		▲363				71		73		▲3		●		▲3		▲1		▲2				551		418		0.78%		0.59%		645		512		▲94		▲94		1,314		1,314		1,149		100.00%		87.45%		1,677		1,404		1,240		▲363		▲90		▲91

				669		愛知県瀬戸市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		瀬戸市土地開発公社 セトシトチカイハツコウシャ		土地の取得、造成、処分		389		333		10		0				333		0		1.42%		12.19%				370		0		▲38				57		57		▲1		●		▲1		▲1		▲1				303		0		1.29%		0.00%		206		0		97		0		361		303		0		83.72%		0.00%		395		206		0		▲34		97		0

				670		愛知県半田市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		知多南部卸売市場 チタ ナンブ オロシウリ シジョウ		地方卸売市場開設		884		383		280		0				205		0		0.83%		12.11%				205		0		0				502		503		▲1		◎		▲1		▲1		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		671		愛知県半田市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		半田市土地開発公社 ハンダシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の先行取得及び処分		4,844		4,755		10		0				2,482		0		10.07%		12.11%				2,409		0		73				90		85		6				6		1		5				2,406		2,326		9.77%		9.44%		2,403		2,324		3		2		4,752		2,920		2,841		61.45%		59.79%		4,421		2,965		2,886		331		▲45		▲45

				672		愛知県春日井市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		春日井市土地開発公社 カスガイシ トチ カイハツ コウシャ		公有地の取得及び売却		16,444		16,383		10		0		◎		12,039		0		21.48%		11.25%		○		13,622		0		▲1,583				62		62		0				0		0		0		◎		16,382		13,447		29.22%		23.99%		18,025		15,020		▲1,643		▲1,573		16,382		16,382		13,447		100.00%		82.08%		18,025		18,025		15,020		▲1,643		▲1,643		▲1,573

				673		愛知県春日井市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		勝川開発 カチガワ カイハツ		再開発ビルの賃貸・管理		1,521		1,166		206		1,121				0		0		0.00%		11.25%				0		0		0				356		321		36				54		43		11				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				674		愛知県豊川市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		豊川市開発ビル トヨカワ シ カイハツ		再開発ビルの賃貸		3,457		2,883		40		90				0		0		0.00%		11.51%				0		0		0				575		542		33				33		21		13				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				675		愛知県豊川市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		豊川市土地開発公社 トヨカワシ トチ カイハツ コウシャ		土地の取得、造成、処分		1,428		974		9		0				974		0		2.55%		11.51%				1,470		0		▲496				454		454		1				1		1		▲1				159		150		0.42%		0.39%		295		268		▲136		▲118		1,095		278		269		25.41%		24.57%		1,500		295		268		▲405		▲17		1

				676		愛知県碧南市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		碧南市土地開発公社 ヘキナンシ トチ カイハツ コウシャ		公有地の先行取得		2,455		2,381		10		0		●		2,380		0		12.84%		12.57%		○		2,177		0		203				74		48		26				26		2		25				1,313		1,278		7.08%		6.89%		136		1,404		1,177		▲126		1,985		1,314		1,279		66.21%		64.45%		2,205		1,540		1,404		▲220		▲226		▲125

				677		愛知県豊田市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		豊田加茂環境整備公社		廃棄物処理施設の管理運営		9,062		5,427		52		465				0		0		0.00%		11.25%				0		0		0				3,636		3,643		▲8		◎		▲67		▲87		21				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				678		愛知県豊田市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		豊田市土地開発公社		公共用地の取得、造成及び処分		6,662		5,048		10		2,241				2,290		0		1.94%		11.25%				3,822		0		▲1,533				1,615		1,607		8				8		8		1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		5,588		242		242		4.32%		4.32%		6,177		242		242		▲589		▲1		▲1

				679		愛知県豊田市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		豊田まちづくり		再開発ビルの管理・賃貸及び中心市街地活性化に関する事業の実施		6,036		4,921		312		3,462				0		0		0.00%		11.25%				0		240		▲240				1,115		1,028		88				115		95		21				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				680		愛知県豊田市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		豊田市駅前通り南開発		再開発ビルの管理・賃貸		2,232		1,105		150		777				0		0		0.00%		11.25%				0		40		▲40				1,128		1,019		110				162		150		13				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				681		愛知県安城市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		安城市土地開発公社 アンジョウ シ トチ カイハツ コウシャ		公有地取得・造成・処分業務		1,025		801		10		0				468		0		1.12%		11.42%				476		0		▲8				225		224		1				1		1		▲1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		468		0		0		0.00%		0.00%		515		0		0		▲47		0		0

				682		愛知県西尾市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		西尾市土地開発公社 ニシオシ トチカイハツコウシャ		公共用地、公用地等の取得、管理、処分等		1,107		400		8		0				400		0		1.07%		11.54%				463		0		▲63				707		714		▲7		○		▲7		27		▲34				627		381		1.68%		1.02%		813		567		▲186		▲186		893		628		382		70.32%		42.78%		960		813		567		▲67		▲185		▲185

				683		愛知県犬山市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		犬山市土地開発公社		公共用地等の取得		78		23		10		1				22		0		0.15%		12.83%				299		0		▲277				55		56		▲1		○		▲1		1		▲1				34		34		0.24%		0.24%		278		262		▲244		▲228		57		34		34		60.42%		60.42%		300		278		262		▲243		▲244		▲228

				684		愛知県常滑市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		常滑市土地開発公社 トコナメシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地、公用地等の取得管理及び処分		3,332		1,526		10		0				1,526		0		12.19%		13.00%		○		2,479		0		▲953				1,806		1,868		▲62		○		▲62		8		▲70		◎		1,526		1,526		12.19%		12.19%		2,479		2,309		▲953		▲783		3,194		3,194		3,194		100.00%		100.00%		4,242		4,242		4,072		▲1,048		▲1,048		▲878

				685		愛知県江南市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		江南市土地開発公社		公用地等の取得、管理、処分		824		812		10		812				0		0		0.00%		12.60%				0		0		0				12		12		1				1		1		▲1				812		812		4.55%		4.55%		0		0		812		812		813		813		813		100.00%		100.00%		813		813		813		▲1		▲1		▲1

				686		愛知県小牧市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		小牧都市開発 コマキ トシ カイハツ		再開発ビルの管理・運営		1,096		846		72		553				0		0		0.00%		11.65%				0		0		0				250		199		52				69		58		11				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				687		愛知県小牧市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		小牧市土地開発公社 コマキシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地、公用地等の取得、処分等		2,806		2,219		10		2,218				0		0		0.00%		11.65%				0		0		0				587		599		▲13		○		▲13		5		▲17				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		2,749		2,749		2,749		100.00%		100.00%		2,995		2,866		2,866		▲246		▲117		▲117

				688		愛知県新城市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		新城市土地開発公社 シンシロシ トチ カイハツ コウシャ		公有用地の先行取得、保有土地の賃貸（駐車場等）		2,068		1,456		7		0				1,456		0		9.69%		12.78%				1,437		0		19				613		608		5				5		6		▲1		●		1,649		1,649		10.98%		10.98%		1,626		1,626		23		23		2,035		2,035		2,035		100.00%		100.00%		2,012		2,012		2,001		23		23		34

				689		愛知県東海市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		東海市土地開発公社 トウカイシ トチ		公有地の取得・管理		2,164		2,050		15		0				2,050		0		7.27%		11.89%				2,100		0		▲50				114		107		8				8		2		6				1,034		995		3.67%		3.53%		1,286		1,286		▲252		▲291		2,050		1,034		995		50.44%		48.54%		2,099		1,286		1,286		▲49		▲252		▲291

				690		愛知県知立市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		知立市土地開発公社 チリュウシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の取得、管理、処分		389		335		8		335				0		0		0.00%		12.98%				0		0		0				54		54		▲1		○		▲1		0		▲1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		335		0		0		0.00%		0.00%		142		0		0		193		0		0

				691		愛知県尾張旭市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		尾張旭市土地開発公社 オ トチ カイハツ コウシャ		必要な土地の先行取得		497		296		10		0				296		0		2.02%		12.80%				650		0		▲354				201		201		▲1		●		▲1		▲1		▲1				485		485		3.31%		3.31%		838		838		▲353		▲353		485		485		485		100.00%		100.00%		838		838		838		▲353		▲353		▲353

				692		愛知県高浜市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		高浜市土地開発公社 タカハマシ トチ カイハツ コウシャ		公有地の拡大の推進		442		343		10		0				310		0		3.42%		13.51%				295		0		16				100		99		1				1		1		▲1				272		272		3.00%		3.00%		0		0		272		272		391		272		272		69.47%		69.47%		357		271		271		34		1		1

				693		愛知県豊明市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		豊明市土地開発公社 トヨアケシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の先行取得		45		20		10		0				20		0		0.15%		12.94%				20		0		1				26		26		▲1		●		▲1		▲1		▲1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		19		0		0		0.00%		0.00%		19		0		0		0		0		0

		●		694		愛知県日進市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		尾張土地開発公社 オワリ トチ カイハツ コウシャ		公共用地・公用地等の取得・管理・処分等		495		477		3		0				6		0		0.04%		12.70%				62		0		▲56				19		19		1				1		▲1		1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		476		0		0		0.00%		0.00%		287		0		0		189		0		0

				695		愛知県田原市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		あつまるタウン田原 タハラ		施設の管理及び市街地活性化に関する諸事業の実施		487		196		50		0				55		0		0.26%		12.39%				61		0		▲7				292		282		11				14		2		13				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				696		愛知県田原市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		田原市土地開発公社 タハラシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地、公用地等の取得、管理、処分等		1,257		1,102		10		1,066				0		0		0.00%		12.39%				169		0		▲169				156		148		9				9		▲4		12				0		0		0.00%		0.00%		171		0		▲171		0		1,210		527		527		43.57%		43.57%		1,298		698		527		▲88		▲171		0

				697		愛知県田原市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		グリーンエナジーたはら		エネルギー施設の運営管理等		325		37		92		17				0		0		0.00%		12.39%				0		0		0				289		254		36				51		56		▲6				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		698		愛知県清須市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		尾張土地開発公社 オワリ トチ カイハツ コウシャ		公共用地・公用地等の取得・管理・処分等		495		477		3		0				95		0		0.60%		12.73%		-		-		-		-				19		-		-				1		-		-				0		0		0.00%		0.00%		-		-		-		-		476		0		0		0.00%		0.00%		-		-		-		-		-		-

		●		699		愛知県北名古屋市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		尾張土地開発公社 オワリ トチ カイハツ コウシャ		公共用地・公用地等の取得・管理・処分等		495		477		3		0				233		0		1.40%		12.67%				210		0		23				19		19		1				1		▲1		1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		476		0		0		0.00%		0.00%		287		0		0		189		0		0

				700		愛知県みよし市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		みよし市土地開発公社 シ トチ カイハツ コウシャ		公拡法第17条各号		1,514		497		6		497				0		0		0.00%		12.75%				0		0		0				1,018		1,016		3				3		1		2				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		836		0		0		0.00%		0.00%		376		22		22		460		▲22		▲22

		●		701		愛知県東郷町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		尾張土地開発公社 オワリ トチ カイハツ コウシャ		公共用地・公用地等の取得・管理・処分等		495		477		3		0				143		0		1.80%		13.76%				16		0		128				19		19		1				1		▲1		1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		476		0		0		0.00%		0.00%		287		0		0		189		0		0

		●		702		愛知県東浦町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		半田市土地開発公社 ハンダシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の先行取得及び処分		4,844		4,755		1		0				17		0		0.17%		13.42%		-		-		-		-				90		-		-				6		-		-				0		0		0.00%		0.00%		-		-		-		-		4,752		2,920		2,841		61.45%		59.79%		-		-		-		-		-		-

		●		703		愛知県武豊町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		半田市土地開発公社 ハンダシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の先行取得及び処分		4,844		4,755		1		0		●		2,224		0		27.40%		13.72%		○		2,013		0		211				90		85		6				6		1		5				514		514		6.34%		6.34%		562		562		▲48		▲48		4,752		2,920		2,841		61.45%		59.79%		4,421		2,965		2,886		331		▲45		▲45

				704		三重県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		三重県農林水産支援センター ミエケン ノウリン スイサン シエン		農林水産業の担い手育成・確保		2,745		694		1,786		56				56		0		0.01%		3.75%				29		0		27				2,051		2,096		▲46		○		▲3		38		▲40				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				705		三重県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		三重県産業支援センター ミエケン サンギョウ シエン		新産業の創出・地域産業の振興		10,711		9,023		648		7,550				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				1,689		2,043		▲355				3		▲79		81				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				706		三重県		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		三重県土地開発公社		公共事業用地の先行取得事業		13,726		6,606		6		0				2,975		3,900		1.59%		3.75%				3,592		0		3,284				7,121		6,089		1,032				36		89		▲53				2,936		2,936		0.68%		0.68%		3,523		3,523		▲587		▲587		6,222		2,936		2,936		47.19%		47.19%		6,889		3,823		3,777		▲667		▲887		▲841

				707		三重県		地方道路公社 チホウ ドウロ コウシャ		三重県道路公社		有料道路の維持・管理等		6,652		3,902		1,750		0				262		0		0.06%		3.75%				358		0		▲96				2,750		2,750		0				1		0		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		708		三重県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		中部国際空港 チュウブ コクサイ クウコウ		中部国際空港の設置及び管理		456,207		365,716		544		2,149				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				90,492		86,088		4,404				6,586		4,151		2,435				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		709		三重県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		伊勢湾フェリー イセワン		海上運送法に基づく、自動車航送船による諸車両及び貨客の運送等		1,619		753		1		112				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				866		697		169				171		83		88				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		710		三重県		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		木曽三川水源造成公社（林業公社） キソ サンセン スイゲン ゾウセイ コウシャ リンギョウ コウシャ		森林整備事業（共同水源林造成事業）、公益森林管理事業の実施		45,007		28,674		50		1,029				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				16,333		16,226		108		◎		▲1		▲1		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		711		三重県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		関西国際空港土地保有 カンサイ コクサイ クウコウ トチ ホユウ		関西国際空港の空港用地の保有及び管理、関西国際空港の空港用地の新関西国際空港株式会社への貸付け		1,470,797		825,710		844		66				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				645,087		629,276		15,812				15,438		15,308		131				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				712		三重県津市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		津市土地開発公社 ツシ トチ カイハツ コウシャ		公有地及び住宅用地の取得、造成		6,792		5,716		10		0				5,600		0		8.33%		11.25%				5,900		0		▲300				1,076		1,054		23				23		54		▲32				5,425		5,287		8.07%		7.87%		5,725		5,568		▲300		▲281		6,609		6,435		6,297		97.36%		95.27%		6,821		6,646		6,489		▲212		▲211		▲192

				713		三重県四日市市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		ディア四日市 ヨッカイチ		駐車場の管理運営		1,086		1,005		32		50				0		0		0.00%		11.25%				0		0		0				82		26		56				56		46		11				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				714		三重県四日市市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		四日市市土地開発公社 ヨッカイチシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の取得・管理及び保有土地の活用・処分		3,022		15,167		5		2,349				3,348		0		4.81%		11.25%				4,726		0		▲1,379		●		▲12,145		▲12,079		▲67		◎		▲67		▲91		24				2,426		2,416		3.49%		3.47%		2,434		2,425		▲8		▲9		2,427		2,427		2,416		100.00%		99.53%		2,434		2,434		2,425		▲7		▲7		▲9

				715		三重県伊勢市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		伊勢志摩総合地方卸売市場 イセシマ ソウゴウ チホウ オロシウ イチバ		卸売市場の管理運営		1,223		416		331		196				0		0		0.00%		11.79%				0		0		0				807		796		12				17		15		2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				716		三重県松阪市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		松阪市土地開発公社 マツサカシ トチ カイハツ コウシャ		地域の秩序ある整備を図るために必要な公有地となるべき土地等の取得及び造成その他の運営・管理		1,296		1,147		5		1,147				0		0		0.00%		11.46%				0		0		0				149		145		5				5		2		3				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		1,280		1,280		1,280		100.00%		100.00%		1,397		1,397		1,397		▲117		▲117		▲117

				717		三重県桑名市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		桑名市土地開発公社 クワナシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の取得・管理・処分等		3,971		3,628		5		0		◎		3,615		0		12.04%		11.80%		○		6,214		0		▲2,600				344		488		▲145				54		12		42		◎		3,028		3,028		10.08%		10.08%		5,629		5,564		▲2,601		▲2,536		3,234		3,234		3,234		100.00%		100.00%		6,018		5,992		5,927		▲2,784		▲2,758		▲2,693

				718		三重県鈴鹿市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		鈴鹿市土地開発公社 スズカシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地，公用地等の先行取得，管理，処分		5,509		3,717		10		0				3,571		0		9.57%		11.53%				4,085		0		▲514				1,792		1,810		▲18		○		▲18		269		▲286				2,726		1,834		7.31%		4.92%		2,755		1,831		▲29		3		5,147		4,302		3,410		83.58%		66.26%		6,024		4,694		3,771		▲877		▲392		▲361

				719		三重県亀山市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		亀山市土地開発公社 カメヤマ シ トチ カイハツ コウシャ		公共用地等の取得、管理、処分		649		249		6		234				0		0		0.00%		12.97%		-		-		-		-				400		-		-				3		-		-				0		0		0.00%		0.00%		-		-		-		-		456		362		297		79.29%		65.11%		-		-		-		-		-		-

				720		三重県鳥羽市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		鳥羽市開発公社 トバシ カイハツ コウシャ		土地分譲、カキ殻肥料製造販売、駐車場運営		1,796		295		1		0				240		0		3.77%		14.28%				270		0		▲30				1,502		1,498		5				20		23		▲4				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				721		三重県いなべ市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		員弁土地開発公社 イナベ トチ カイハツ コウシャ		公有地の取得・造成		5,358		3,699		20		800				0		0		0.00%		12.81%		-		-		-		-				1,659		-		-		○		▲36		-		-				0		0		0.00%		0.00%		-		-		-		-		4,297		3,293		3,238		76.63%		75.35%		-		-		-		-		-		-

		●		722		三重県多気町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		多気東部土地開発公社 タキ トウブ トチ カイハツ コウシャ		土地の取得、造成、処分		2,377		2,368		2		567		◎		1,200		0		22.33%		14.77%		○		1,200		0		0				9		6		4				2		▲1		2				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		2,094		0		0		0.00%		0.00%		2,116		0		0		▲22		0		0

		●		723		三重県明和町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		多気東部土地開発公社 タキ トウブ トチ カイハツ コウシャ		土地の取得、造成、処分		2,377		2,368		2		601				0		0		0.00%		14.85%				0		0		0				9		6		4				2		▲1		2				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		2,094		0		0		0.00%		0.00%		2,116		0		0		▲22		0		0

				724		三重県玉城町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		度会土地開発公社 ワタライ トチ カイハツ コウシャ		土地の取得・造成		16		12		2		0				6		0		0.14%		15.00%				9		0		▲3				5		5		▲1		●		▲1		▲1		▲1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		6		0		0		0.00%		0.00%		8		0		0		▲2		0		0

		●		725		滋賀県		一般社団法人 イッパン シャダンホウジン		滋賀県造林公社（林業公社） シガケン ゾウリン コウシャ リンギョウ コウシャ		分収林契約に基づく造林事業等		86,991		86,822		18		18,570				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				169		204		▲36		○		▲29		17		▲45				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				726		滋賀県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		滋賀食肉公社 シガ ショクニク コウシャ		食肉の流通改善に関する業務		2,934		2,582		1,377		55				2,372		0		0.72%		3.75%				2,534		0		▲163				352		334		19				21		▲17		38				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				727		滋賀県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		滋賀県産業支援プラザ		企業等が行う創業、経営、技術開発等についての支援		5,162		4,931		44		3,800				0		0		0.00%		3.75%		-		-		-		-				232		-		-		○		▲6		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				728		滋賀県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		滋賀県環境事業公社 シガケン カンキョウ ジギョウ コウシャ		産業廃棄物管理型最終処分場の管理・運営		6,017		3,069		18		0				2,051		0		0.62%		3.75%				2,727		0		▲677				2,948		2,307		642				644		745		▲102				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				729		滋賀県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		滋賀食肉市場 シガ ショクニク シジョウ		と畜・解体処理、枝肉販売、冷蔵保管業務		354		787		19		45				0		310		0.09%		3.75%				0		280		30		◎		▲433		▲467		34				34		▲2		36				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				730		滋賀県		地方道路公社 チホウ ドウロ コウシャ		滋賀県道路公社 シガケン ドウロ コウシャ		有料道路建設管理		53,673		43,702		9,774		0				11		0		0.00%		3.75%				65		0		▲55				9,971		9,970		2				2		252		▲251				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				731		滋賀県		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		滋賀県土地開発公社 シガケン トチ カイハツ コウシャ		公共用地・公用地の取得、管理、処分		20,026		11,304		30		0				10,621		0		3.23%		3.75%				8,096		0		2,525				8,723		8,721		2				44		41		3				9,477		9,477		2.88%		2.88%		9,462		9,462		15		15		14,286		13,044		13,044		91.30%		91.30%		12,537		11,088		11,088		1,749		1,956		1,956

		●		732		滋賀県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		関西国際空港土地保有		関西国際空港の空港用地の保有及び管理、関西国際空港の空港用地の新関西国際空港株式会社への貸付け		1,470,797		825,710		1,673		104				0		0		0.00%		3.75%		-		-		-		-				645,087		-		-				15,438		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				733		滋賀県彦根市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		四番町スクエア ヨンバンチョウ		観光集客施設の運営管理		127		63		40		4				0		0		0.00%		12.16%		-		-		-		-				65		-		-		○		▲11		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				734		滋賀県長浜市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		長浜市土地開発公社		公有地の先行取得		895		105		10		49				0		0		0.00%		11.60%				0		0		0				791		779		13				13		14		▲2				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		831		831		831		100.00%		100.00%		809		809		809		22		22		22

				735		滋賀県長浜市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		長浜地方卸売市場		地方卸売市場の運営		505		92		204		5				0		0		0.00%		11.60%				0		0		0				413		415		▲2				7		10		▲3				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				736		滋賀県草津市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		草津市土地開発公社 クサツシ トチ カイハツ コウシャ		出資団体からの依頼に基づく、用地の先行取得および引渡しまでの維持管理ならびに処分等		5,908		3,833		10		0		◎		3,771		0		15.09%		12.08%		○		3,791		0		▲20				2,076		2,082		▲7		○		▲7		15		▲21		◎		3,771		3,322		15.09%		13.29%		4,609		3,325		▲838		▲3		5,839		5,839		4,553		100.00%		77.96%		5,744		5,744		4,461		95		95		92

				737		滋賀県草津市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		草津都市開発 クサツ トシ カイハツ		再開発ビルの管理		1,141		690		22		25				0		0		0.00%		12.08%				0		0		0				451		422		30				59		58		2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				738		滋賀県守山市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		守山市土地開発公社 モリヤマシ トチ カイハツ コウシャ		土地の取得、造成および処分等		3,414		1,933		10		0				1,921		0		11.92%		12.70%				1,664		0		257				1,482		1,482		1				1		26		▲25				1,521		1,481		9.44%		9.19%		2,922		2,869		▲1,401		▲1,388		3,311		2,905		2,863		87.74%		86.46%		3,139		2,922		2,869		172		▲17		▲6

				739		滋賀県守山市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		守山野洲市民交流プラザ モリヤマ ヤス シミン コウリュウ		宿泊施設等の管理運営、労働者の福利厚生事業及び文化教育事業及び文化教育事業		604		51		10		0				15		0		0.09%		12.70%				22		0		▲8				553		558		▲5				4		▲4		7				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				740		滋賀県甲賀市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		あいコムこうか		放送事業　電気通信事業		475		1,077		10		700				0		0		0.00%		12.10%				0		0		0		●		▲603		▲541		▲62		◎		▲62		▲198		137				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				741		滋賀県東近江市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		東近江市土地開発公社 ヒガシ オウミ シ トチ カイハツ コウシャ		公有地の先行取得、管理、譲渡		3,091		775		10		765				0		0		0.00%		11.79%				0		0		0				2,316		2,319		▲3		◎		▲13		▲45		33				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		2,252		2,201		1,980		97.75%		87.92%		2,279		2,229		1,895		▲27		▲28		85

				742		滋賀県東近江市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		東近江ケーブルネットワーク ヒガシ オウミ		有線ＴＶによる自社他社の放送番組、ＩＰ電話、データ通信、音声放送事業		606		472		10		50				0		0		0.00%		11.79%				0		0		0				135		102		33				79		130		▲52				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				743		京都府		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		京都府農業総合支援センター キョウトフ ノウギョウ ソウゴウ シエン		農地中間管理事業及びその関連事業		413		401		4		328				0		0		0.00%		3.75%				12		0		▲12				13		13		1				1		▲3		4				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				744		京都府		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		京都府林業労働支援センター キョウトフ リンギョウ ロウドウ シエン		林業労働力確保・共済事業		652		460		1		4				0		2		0.00%		3.75%				0		2		0				193		147		46				47		28		20				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				745		京都府		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		京都産業２１ キョウト サンギョウ		中小企業の販路開拓等の経営支援及び創業・ベンチャー支援、産学公連携等の新事業展開支援		12,926		10,112		65		7,383				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				2,815		2,759		56		○		▲24		29		▲53				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				746		京都府		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		京都府民総合交流事業団 キョウトフ ミン ソウゴウ コウリュウ ジギョウダン		府民交流の促進、研修、健康増進等に関する業務及び府民交流施設の管理		241		148		25		20				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				94		69		26				26		▲1		26				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				747		京都府		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		京都府暴力追放運動推進センター キョウトフ ボウリョク ツイホウ ウンドウ スイシン		暴力相談、暴力団排除に対する援助、民事訴訟の支援等の暴力団排除に関する事業		1,047		2		400		0				0		3		0.00%		3.75%				0		3		0				1,045		1,041		4				4		3		2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		748		京都府		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		京都環境保全公社 キョウト カンキョウ ホゼン コウシャ		産業廃棄物処理業		7,136		3,318		55		0				0		1,263		0.23%		3.75%				0		1,438		▲175				3,819		3,186		633				410		872		▲463				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				749		京都府		地方道路公社 チホウ ドウロ コウシャ		京都府道路公社		有料道路の建設、管理等		37,006		30,355		9,471		4,615		●		22,313		0		4.11%		3.75%		○		22,268		0		45				6,652		5,848		805				805		▲475		1,279				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				750		京都府		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		京都府土地開発公社 キョウトフ トチ カイハツ コウシャ		公共用地先行取得		8,091		6,713		20		237				2,192		2,000		0.77%		3.75%				3,182		0		1,010				1,379		1,410		▲32		◎		▲91		▲101		11				3,147		3,147		0.58%		0.58%		3,145		3,145		2		2		6,672		3,148		3,148		47.18%		47.18%		4,219		3,145		3,145		2,453		3		3

		●		751		京都府		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		関西国際空港土地保有 カンサイ コクサイ クウコウ トチ ホユウ		関西国際空港の空港用地の保有及び管理、関西国際空港の空港用地の新関西国際空港株式会社への貸付け		1,470,797		825,710		196		197				0		0		0.00%		3.75%		-		-		-		-				645,087		-		-				15,438		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		752		京都府京都市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		京都環境保全公社 カンキョウ ホゼン コウシャ		産業廃棄物処理業		7,136		3,318		55		0				0		1,213		0.35%		11.25%				0		1,388		▲175				3,819		3,186		633				410		872		▲463				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				753		京都府京都市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		京都市土地開発公社		公共用地等の先行取得，管理，処分		13,879		13,020		20		0				13,000		0		3.71%		11.25%				15,000		0		▲2,000				859		776		84				86		194		▲109				12,522		12,522		3.57%		3.57%		13,816		13,816		▲1,294		▲1,294		12,522		12,522		12,522		100.00%		100.00%		13,816		13,816		13,816		▲1,294		▲1,294		▲1,294

				754		京都府京都市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		京都市埋蔵文化財研究所		埋蔵文化財の発掘調査，研究及び啓発活動		1,538		1,027		933		650				0		0		0.00%		11.25%				0		0		0				512		563		▲51				35		22		13				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				755		京都府京都市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		京都市芸術文化協会		芸術文化に関する調査研究及び情報の提供，各種文化事業の実施等		183		77		15		19				0		40		0.01%		11.25%				0		40		0				106		106		1				1		1		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				756		京都府京都市		地方住宅供給公社 チホウ ジュウタク キョウキュウ コウシャ		京都市住宅供給公社		住宅・宅地の分譲，賃貸等		18,523		13,317		10		4,575				0		0		0.00%		11.25%				0		0		0				5,207		5,029		178				210		171		39				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				757		京都府京都市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		京都御池地下街		地下街及び地下駐車場の管理運営		13,379		10,761		2,040		6,731				3,462		0		0.99%		11.25%				3,944		0		▲482				2,619		2,519		100				153		97		56				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		758		京都府京都市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		関西国際空港土地保有		関西国際空港の空港用地の保有及び管理、関西国際空港の空港用地の新関西国際空港株式会社への貸付け		1,470,797		825,710		1,249		127				0		0		0.00%		11.25%		-		-		-		-				645,087		-		-				15,438		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				759		京都府福知山市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		福知山まちづくり フクチヤマ		駐車場管理運営事業、中心市街地活性化等に関する事業		195		119		5		25				0		0		0.00%		12.15%		-		-		-		-				77		-		-				8		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				760		京都府舞鶴市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		舞鶴市土地開発公社 マイヅルシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地等の取得		3,179		3,052		5		2,988				0		0		0.00%		12.52%				0		0		0				128		134		▲7		◎		▲7		▲8		2				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		3,018		2,544		1,785		84.31%		59.15%		2,748		2,046		1,788		270		498		▲3

				761		京都府綾部市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		綾部市医療公社 アヤベシ イリョウ コウシャ		市立病院の管理運営		895		780		100		57				0		0		0.00%		13.39%				0		0		0				115		118		▲4		●		▲1		▲1		▲1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				762		京都府綾部市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		水夢 スイ ユメ		温水プールの管理運営		262		131		50		0				121		0		1.25%		13.39%				136		0		▲15				132		127		5				6		10		▲4				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				763		京都府宇治市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		宇治廃棄物処理公社 ウジ ハイキブツ ショリ コウシャ		廃棄物の埋め立て処理		319		81		10		0				11		0		0.03%		11.61%				14		0		▲3				238		255		▲17		●		▲17		▲13		▲5				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				764		京都府宇治市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		宇治市土地開発公社 ウジシ トチ カイハツ コウシャ		土地の取得・管理		1,875		2,305		5		0				2,086		0		5.98%		11.61%				2,301		0		▲215		◎		▲430		▲430		1				1		▲13		13				654		81		1.88%		0.23%		446		408		208		▲327		1,814		981		409		54.09%		22.55%		1,849		446		408		▲35		535		1

				765		京都府宮津市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		丹後地区土地開発公社 タンゴ チク トチ カイハツ コウシャ		公共用施設用地等の先行取得		508		478		1		229				474		0		7.51%		14.31%				450		9		16				30		30		1				1		1		▲1				473		473		7.51%		7.51%		470		426		3		47		473		473		473		100.00%		100.00%		470		470		426		3		3		47

				766		京都府亀岡市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		亀岡市土地開発公社 カメオカシ トチ カイハツ コウシャ		公共施設用地等の先行取得		1,055		857		5		856				0		0		0.00%		12.55%		-		-		-		-				199		-		-		○		▲5		-		-				0		0		0.00%		0.00%		-		-		-		-		986		986		986		100.00%		100.00%		-		-		-		-		-		-

				767		京都府城陽市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		サンガタウン城陽 ジョウヨウ		スポーツ施設の賃借。		100		12		40		5				0		0		0.00%		12.78%				0		0		0				89		88		1				2		1		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				768		京都府城陽市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		城南土地開発公社 ジョウナン トチ カイハツ コウシャ		公共用地・公用地等の取得・管理・処分等。		2,453		2,369		1		0		◎		2,369		0		15.79%		12.78%		○		2,623		0		▲255				85		83		2				2		▲2		3		◎		2,322		2,322		15.49%		15.49%		2,322		2,322		0		0		2,368		2,322		2,322		98.05%		98.05%		2,623		2,322		2,322		▲255		0		0

				769		京都府長岡京市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		長岡京都市開発 ナガオカキョウ トシ カイハツ		再開発ビルの管理及び運営、保留床の取得並びに管理・運営、店舗の販売促進に関する企画、調査、研究、指導		1,194		469		143		270				0		0		0.00%		12.70%				0		0		0				725		684		42				66		64		2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		770		京都府京田辺市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		学研都市京都土地開発公社 ガッケントシ キョウト トチ カイハツ コウシャ		公共用地等の先行取得事業		1,010		956		3		116				183		0		1.29%		12.84%				182		0		2				54		56		▲2		◎		▲2		▲7		5				588		555		4.14%		3.91%		176		176		412		379		947		792		759		83.63%		80.12%		791		791		758		156		1		1

		●		771		京都府精華町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		学研都市京都土地開発公社 ガッケン トシ キョウト トチ カイハツ コウシャ		公共用地等の先行取得事業		1,010		956		3		0				34		0		0.42%		13.77%				34		0		▲1				54		56		▲2		◎		▲2		▲7		5				588		555		7.41%		7.00%		33		0		555		555		947		792		759		83.63%		80.12%		791		791		758		156		1		1

				772		京都府京丹波町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		瑞穂農林		はたけしめじ・ほんしめじの製造販売		1,128		1,821		5		56				0		0		0.00%		13.94%				0		0		0		●		▲694		▲681		▲13		◎		▲11		▲17		6				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				773		大阪府		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		大阪産業振興機構		ものづくり企業の販路開拓支援、マイドームおおさかの運営等		45,354		37,248		15		21,041				0		0		0.00%		3.75%				25,000		0		▲25,000				8,106		8,625		▲519		◎		▲153		▲210		57				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				774		大阪府		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		大阪府育英会		奨学金の貸付、その他奨学上必要と認める事業の実施		67,377		64,152		61		36,622				25,902		0		1.59%		3.75%				31,085		241		▲5,425				3,226		2,822		405		◎		▲3		▲8		6				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				775		大阪府		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		大阪高速鉄道		大阪モノレールの運営等		34,031		19,153		9,463		1,999				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				14,879		12,508		2,371				3,692		2,821		872				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				776		大阪府		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		大阪外環状鉄道		おおさか東線の建設等		69,519		58,203		5,986		14,528				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				11,316		10,848		468		◎		▲728		▲830		102				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				777		大阪府		地方住宅供給公社 チホウ ジュウタク キョウキュウ コウシャ		大阪府住宅供給公社		住宅の建設、賃貸、府営住宅の維持管理		241,745		191,069		31		26,423				54,866		0		3.36%		3.75%		○		76,419		0		▲21,553				50,677		48,896		1,782				2,192		2,095		98				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				778		大阪府		地方道路公社 チホウ ドウロ コウシャ		大阪府道路公社		有料道路の新設、改築、維持管理		286,123		185,177		91,115		3,027		◎		74,448		0		4.56%		3.75%		○		80,026		0		▲5,578				100,947		100,947		0				0		0		0				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				779		大阪府		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		大阪府土地開発公社		道路等の公共施設の用に供する用地の先行取得等		22,477		21,524		30		0				18,013		0		1.10%		3.75%				19,992		0		▲1,980				954		954		0				0		0		0				11,388		11,388		0.70%		0.70%		15,765		15,765		▲4,377		▲4,377		19,822		11,388		11,388		57.45%		57.45%		21,653		15,765		15,765		▲1,831		▲4,377		▲4,377

		●		780		大阪府		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		大阪府地域支援人権金融公社 オオサカフ チイキ シエン ジンケン キンユウ コウシャ		府内における地域に貢献する活動を行う事業等に対する融資		7,154		3,006		20		2,050				0		0		0.00%		3.75%		-		-		-		-				4,148		-		-				2		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		781		大阪府		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		関西国際空港土地保有 カンサイ コクサイ クウコウ トチ ホユウ		関西国際空港の空港用地の保有及び管理、関西国際空港の空港用地の新関西国際空港株式会社への貸付け		1,470,797		825,710		90,112		42,738				0		0		0.00%		3.75%		-		-		-		-				645,087		-		-				15,438		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				782		大阪府大阪市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		アジア太平洋トレードセンター タイヘイヨウ		不動産の賃貸及び管理、催物・展示会等の企画・開催		26,884		43,896		11,500		15,621				21,348		0		2.78%		11.25%				22,450		0		▲1,102		◎		▲17,012		▲18,444		1,432				1,440		1,302		139				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		783		大阪府大阪市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		大阪府地域支援人権金融公社 オオサカフ チイキ シエン ジンケン キンユウ コウシャ		府内における地域に貢献する活動を行う事業等に対する融資		7,154		3,006		10		889				0		0		0.00%		11.25%				0		0		0				4,148		4,141		7				2		28		▲27				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				784		大阪府大阪市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		湊町開発センター ミナトマチ カイハツ		再開発ビルの賃貸・公共バスターミナル・駐車場等の運営		16,810		12,907		26,890		7,153				4,422		0		0.58%		11.25%				4,668		0		▲246				3,903		3,624		279				306		328		▲22				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				785		大阪府大阪市		地方住宅供給公社 チホウ ジュウタク キョウキュウ コウシャ		大阪市住宅供給公社 オオサカシ ジュウタク キョウキュウ コウシャ		賃貸住宅等の管理及び市営住宅の管理代行等		83,823		78,697		40		32,857				0		0		0.00%		11.25%				0		0		0				5,127		4,836		291		◎		▲145		▲307		163				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				786		大阪府大阪市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		大阪市街地開発 オオサカ シガイチ カイハツ		地下街・駐車場経営、ビル管理		24,637		21,472		343		3,970				4,276		0		0.56%		11.25%				4,649		0		▲373				3,165		2,913		253				284		180		104				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				787		大阪府大阪市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		クリスタ長堀 ナガホリ		地下街の管理運営		7,925		19,634		2,300		7,129				8,101		0		1.06%		11.25%				8,464		0		▲364		◎		▲11,710		▲12,042		333				367		414		▲48				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				788		大阪府大阪市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		大阪港埠頭 オオサカコウ フトウ		外貿埠頭・フェリー埠頭事業		43,989		11,881		30,568		6,384				2,282		0		0.30%		11.25%				4,186		0		▲1,905				32,108		31,429		680				167		559		▲392				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				789		大阪府大阪市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		阪神国際港湾 ハンシン コクサイ コウワン		外貿埠頭及びフェリー埠頭管理		27,157		24,664		450		2,862				0		0		0.00%		11.25%				0		0		0				2,494		1,701		793				1,249		281		968				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				790		大阪府大阪市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		大阪港トランスポートシステム オオサカコウ		トラックターミナル等不動産管理事業、第三種鉄道事業等		16,633		5,809		4,174		1,690				0		0		0.00%		11.25%				0		0		0				10,824		10,609		215				610		582		28				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		791		大阪府大阪市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		関西国際空港土地保有		関西国際空港の空港用地の保有及び管理、関西国際空港の空港用地の新関西国際空港株式会社への貸付け		1,470,797		825,710		45,038		21,341				0		0		0.00%		11.25%		-		-		-		-				645,087		-		-				15,438		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				792		大阪府豊中市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		豊中都市管理 トヨナカ トシ カンリ		豊中駅前再開発ビルの管理運営		1,181		917		90		0				757		0		0.93%		11.25%				918		0		▲161				265		278		▲13		○		▲12		6		▲18				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				793		大阪府泉大津市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		泉大津市土地開発公社 イズミオオツシ トチ カイハツ コウシャ		土地の取得・造成・管理等		3,065		3,047		5		0		◎		3,040		0		18.01%		12.65%		○		3,280		0		▲240				18		18		▲1		◎		▲1		▲1		1		◎		2,961		2,961		17.55%		17.55%		3,210		3,210		▲249		▲249		2,961		2,961		2,961		100.00%		100.00%		3,210		3,210		3,210		▲249		▲249		▲249

				794		大阪府高槻市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		高槻市土地開発公社 タカツキシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地取得、管理、処分		3,262		2,848		5		2,769				0		0		0.00%		11.25%				0		0		0				414		384		30				30		14		16				491		491		0.73%		0.73%		0		0		491		491		2,997		1,063		1,063		35.46%		35.46%		3,707		1,063		1,063		▲710		0		0

		●		795		大阪府高槻市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		大阪府三島救急医療センター オオサカフ ミシマ キュウキュウ イリョウ		救急・夜間休日急患診療等		2,542		1,028		23		0				0		206		0.31%		11.25%				0		195		12				1,514		1,574		▲60		◎		▲44		▲211		168				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				796		大阪府枚方市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		枚方市土地開発公社 ヒラカタシ トチ カイハツ コウシャ		公有地となるべき土地の取得及び造成その他の管理等を行う。		8,370		8,224		5		1,500				7,680		0		10.02%		11.25%				7,280		0		400				146		137		10				10		31		▲22				6,502		6,313		8.48%		8.23%		6,746		6,587		▲244		▲274		8,072		6,502		6,313		80.54%		78.21%		7,248		6,746		6,587		824		▲244		▲274

				797		大阪府茨木市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		茨木市土地開発公社 イバラキシ トチ カイハツ コウシャ		地方公共団体に代わって土地の先行取得を行う。		922		884		5		709				118		0		0.23%		11.25%				0		0		118				39		32		7				7		8		▲2				158		53		0.32%		0.11%		158		53		0		0		917		158		53		17.25%		5.83%		713		158		53		204		0		0

				798		大阪府八尾市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		八尾シティネット ヤオ		自転車駐車場経営		551		138		16		59				0		0		0.00%		11.25%				0		0		0				414		381		33				52		59		▲7				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				799		大阪府泉佐野市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		泉佐野市土地開発公社		土地の取得、造成、管理		3,562		3,251		5		0		◎		3,243		0		14.64%		12.30%		○		3,660		0		▲417				311		302		10				10		15		▲5		◎		3,243		3,243		14.64%		14.64%		3,676		3,676		▲433		▲433		3,550		3,550		3,550		100.00%		100.00%		3,676		3,676		3,676		▲126		▲126		▲126

				800		大阪府寝屋川市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		アドバンスねやがわ管理 カンリ		再開発ビルの管理		2,388		1,520		144		1,110				0		0		0.00%		11.34%				0		0		0				868		836		33				53		41		12				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				801		大阪府河内長野市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		三日市都市開発 ミッカイチ トシ カイハツ		再開発ビルの賃貸・管理運営		819		396		320		243				0		0		0.00%		12.38%				0		0		0				423		422		2				3		5		▲3				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				802		大阪府松原市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		松原市土地開発公社		公有地となる土地の取得、管理		814		746		5		0				745		0		3.06%		12.13%				863		0		▲119				69		67		3				3		1		3				769		765		3.17%		3.15%		759		755		10		10		790		769		765		97.36%		96.87%		926		759		755		▲136		10		10

				803		大阪府箕面市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		箕面都市開発 ミノオ トシ カイハツ		商業ビル等の管理、市関連施設管理、まちづくり		525		465		647		412				0		0		0.00%		12.04%				0		0		0				61		46		16				19		15		5				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				804		大阪府箕面市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		箕面市土地開発公社 ミノオシ トチ カイハツ コウシャ		地域の秩序ある整備を図り、必要な事業用地を市に代わって先行取得		1,485		1,005		5		1,000				0		0		0.00%		12.04%				0		0		0				480		471		9				9		8		2				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		1,232		1,097		750		89.08%		60.89%		1,360		1,213		750		▲128		▲116		0

				805		大阪府柏原市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		柏原市土地開発公社 カシワラシ トチカイハツコウシャ		公共用地の先行取得・管理・処分		571		498		5		0				498		11		3.40%		12.78%				508		0		1				74		74		1				1		1		▲1				327		175		2.19%		1.17%		304		104		23		71		497		327		175		65.68%		35.20%		507		304		104		▲10		23		71

				806		大阪府柏原市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		柏原市健康推進財団 カシワラシ ケンコウ スイシン ザイダン		柏原市健康保養センター「サンヒル柏原」の管理運営		0		0		3		50				0		0		0.00%		12.78%				0		0		0				0		▲74		74				0		▲10		10				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				807		大阪府高石市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		高石市土地開発公社 タカイシシ トチ カイハツ コウシャ		公拡法に基づく土地開発公社		3,036		2,895		5		1,285				1,610		0		12.14%		12.92%		○		1,790		0		▲180				142		136		6				6		5		1		◎		1,725		1,725		13.00%		13.00%		1,904		1,904		▲179		▲179		3,010		3,010		3,010		100.00%		100.00%		3,188		3,188		3,188		▲178		▲178		▲178

				808		大阪府東大阪市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		東大阪再開発 ヒガシオオサカ サイカイハツ		再開発事業関連施設の維持管理等。自動車駐車場及び自転車駐車場にかかる管理経営		3,249		5,869		40		961				1,900		0		1.77%		11.25%				1,996		0		▲97		◎		▲2,621		▲2,658		37				28		11		18				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				809		大阪府交野市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		交野市土地開発公社 カタノシ トチ カイハツ コウシャ		土地の先行取得及び管理		12,223		11,489		5		200		◎		11,287		0		79.20%		12.84%		○		11,737		0		▲450				735		808		▲74				19		50		▲32		◎		11,997		11,997		84.18%		84.18%		12,579		12,579		▲582		▲582		12,035		11,998		11,998		99.70%		99.70%		12,616		12,579		12,579		▲581		▲581		▲581

		●		810		大阪府島本町		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		大阪府三島救急医療センター オオサカフ ミシマ キュウキュウ イリョウ		救急・夜間休日急患診療等		2,542		1,028		1		0				0		13		0.20%		14.28%				0		19		▲6				1,514		1,574		▲60		◎		▲44		▲211		168				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				811		大阪府熊取町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		熊取町土地開発公社 クマトリチョウ トチ カイハツ コウシャ		公有地となるべき土地の取得及び造成その他の管理		799		779		5		779				0		0		0.00%		13.75%				0		0		0				20		20		1				1		▲1		1				778		778		9.75%		9.75%		0		0		778		778		778		778		778		100.00%		100.00%		778		778		778		0		0		0

				812		大阪府河南町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		河南町土地開発公社 カナンチョウ トチ カイハツ コウシャ		公共用地取得、処分		136		94		10		94				94		0		2.35%		15.00%				126		0		▲33				42		43		▲1		○		▲1		1		▲2				50		0		1.27%		0.00%		0		0		50		0		94		50		0		53.84%		0.00%		50		0		0		44		50		0

				813		兵庫県		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		兵庫みどり公社（林業公社） ヒョウゴ コウシャ リンギョウ コウシャ		農村活性化及び森林整備		73,468		71,651		5		2,360				32,354		0		2.96%		3.75%		○		32,372		31,954		▲31,972				1,817		2,399		▲582				78		▲143		221				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				814		兵庫県		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		兵庫県私学振興協会 ヒョウゴケン シガク シンコウ キョウカイ		私立小中高等学校を設置する学校法人に対する施設・設備費等資金貸付等		4,327		2,332		850		850				0		0		0.00%		3.75%				0		8		▲8				1,995		2,004		▲9		◎		▲9		▲13		4				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				815		兵庫県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		兵庫県営林緑化労働基金 ヒョウゴケン エイリン リョッカ ロウドウ キキン		林業労働者の退職一時金の給付		502		354		80		6				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				148		130		19				19		4		15				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				816		兵庫県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		ひょうご産業活性化センター サンギョウ カッセイカ		中小企業等に対する総合支援		16,792		15,428		80		7,042				0		3,261		0.30%		3.75%				0		3,358		▲97				1,364		1,345		19				33		141		▲108				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				817		兵庫県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		兵庫県勤労福祉協会 ヒョウゴケン キンロウ フクシ キョウカイ		労働福祉施設の管理運営、中小企業従業員共済等の各種事業		1,027		296		10		0				0		1		0.00%		3.75%		-		-		-		-				731		-		-				20		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				818		兵庫県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		ひょうご環境創造協会 カンキョウ ソウゾウ キョウカイ		環境に関する普及啓発及び活動支援等		8,371		2,676		160		1,199				0		0		0.00%		3.75%		-		0		0		0				5,695		5,557		138				301		300		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				819		兵庫県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		兵庫県国際交流協会 ヒョウゴケン コクサイ コウリュウ キョウカイ		民間国際交流の推進		1,463		136		500		100				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				1,327		1,355		▲29				5		8		▲4				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				820		兵庫県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		新西宮ヨットハーバー シン ニシノミヤ		マリーナ施設の管理運営		2,829		2,410		850		792				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				420		399		21				63		89		▲26				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				821		兵庫県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		阪神友愛食品 ハンシン ユウアイ ショクヒン		食品の加工・包装及び販売等		138		104		21		0				0		80		0.01%		3.75%		-		-		-		-				34		-		-				3		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		822		兵庫県		地方住宅供給公社 チホウ ジュウタク キョウキュウ コウシャ		兵庫県住宅供給公社 ヒョウゴケン ジュウタク キョウキュウ コウシャ		公社住宅等の賃貸管理事業、宅地分譲事業、県営住宅の整備・管理事業等		115,294		110,187		8		13,433		●		55,203		7,626		5.74%		3.75%		○		41,017		10,701		11,111				5,108		4,893		215		●		▲47		▲31		▲17				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		823		兵庫県		地方道路公社 チホウ ドウロ コウシャ		兵庫県道路公社 ヒョウゴケン ドウロ コウシャ		有料道路の建設・管理		209,344		153,414		55,561		24,100				12,419		0		1.13%		3.75%				17,360		0		▲4,941				55,931		55,928		3				3		8		▲6				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				824		兵庫県		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		兵庫県土地開発公社 ヒョウゴケン トチ カイハツ コウシャ		公共用地の取得、造成、その他の管理及び処分、土地の取得のあっせん等		73,618		65,264		105		2,956		◎		59,364		0		5.42%		3.75%		○		60,746		0		▲1,382				8,355		8,210		145				145		39		107				25,853		24,211		2.36%		2.21%		31,487		29,590		▲5,634		▲5,379		48,304		39,671		38,019		82.13%		78.71%		55,236		45,849		43,941		▲6,932		▲6,178		▲5,922

				825		兵庫県		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		兵庫県畜産協会 ヒョウゴケン チクサン キョウカイ		畜産の生産振興、経営安定に関する事業等		4,698		155		106		0				0		100		0.01%		3.75%		-		-		-		-				4,544		-		-				16		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		826		兵庫県		一般社団法人 イッパン シャダンホウジン		滋賀県造林公社（林業公社） シガケン ゾウリン コウシャ リンギョウ コウシャ		分収林契約に基づく造林事業等		86,991		86,822		1		192				0		0		0.00%		3.75%		-		-		-		-				169		-		-		○		▲29		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		827		兵庫県		地方道路公社 チホウ ドウロ コウシャ		神戸市道路公社 コウベシ ドウロ コウシャ		有料道路等の建設及び管理		136,847		108,225		0		1,821				0		0		0.00%		3.75%		-		-		-		-				28,623		-		-				39		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		828		兵庫県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		関西国際空港土地保有 カンサイ コクサイ クウコウ トチ ホユウ		関西国際空港の空港用地の保有及び管理、関西国際空港の空港用地の新関西国際空港株式会社への貸付け		1,470,797		825,710		12,541		1,194				0		0		0.00%		3.75%		-		-		-		-				645,087		-		-				15,438		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				829		兵庫県神戸市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		先端医療振興財団 センタン イリョウ シンコウ ザイダン		先端医療の研究・振興		9,368		6,292		1,141		0				3,300		0		0.86%		11.25%				3,300		0		0				3,077		2,669		409		◎		▲23		▲93		71				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				830		兵庫県神戸市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		こうべ市民福祉振興協会 シミン フクシ シンコウ キョウカイ		市民福祉振興事業		2,847		2,331		410		1,765				0		0		0.00%		11.25%				0		0		0				516		434		83				112		89		23				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				831		兵庫県神戸市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		神戸市小児救急医療事業団 コウベ シ ショウニ キュウキュウ イリョウ ジギョウダン		神戸こども初期急病センターの運営		220		155		1		60				0		0		0.00%		11.25%				0		0		0				66		47		20				29		18		11				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				832		兵庫県神戸市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		神戸国際観光コンベンション協会 コウベ コクサイ カンコウ キョウカイ		観光事業の振興、ＭＩＣＥ誘致・支援、施設管理運営等		4,713		1,812		130		0				0		903		0.23%		11.25%				0		963		▲60				2,902		2,872		30				80		304		▲224				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				833		兵庫県神戸市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		神戸みのりの公社 コウベ コウシャ		農漁業の振興に関する事業、酒類の製造販売		3,119		3,099		1,272		0				0		1,600		0.42%		11.25%				0		1,800		▲200				20		36		▲16				10		70		▲61				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		834		兵庫県神戸市		地方道路公社 チホウ ドウロ コウシャ		神戸市道路公社		有料道路等の建設及び管理		136,847		108,225		28,384		1,821				22,443		0		5.84%		11.25%				24,713		0		▲2,270				28,623		28,584		39				39		25		15				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				835		兵庫県神戸市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		神戸高速鉄道 コウベ コウソク テツドウ		第三種鉄道事業にかかる鉄道施設管理他		50,990		51,210		25		2,900				0		0		0.00%		11.25%				475		0		▲475		◎		▲220		▲389		169				215		92		123				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				836		兵庫県神戸市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		神戸新交通 コウベ シンコウツウ		鉄軌道事業（新交通ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ線及び六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ線の列車運行）		36,066		30,817		78		23,854				0		0		0.00%		11.25%				0		0		0				5,250		4,072		1,179				715		410		305				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				837		兵庫県神戸市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		神戸すまいまちづくり公社 コ コウシャ		街路築造・再開発ビル管理		48,063		35,739		120		5,499				0		9,617		2.50%		11.25%				0		6,122		3,496				12,325		11,385		941				986		1,022		▲37				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				838		兵庫県神戸市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		神戸港埠頭 コウベ コウ フトウ		埠頭施設等の維持管理		66,450		26,800		36,436		12,175				6,379		0		1.66%		11.25%				10,453		0		▲4,075				39,651		38,967		685				182		894		▲712				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				839		兵庫県神戸市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		ＯＭこうべ		商業・業務施設・会館等の管理運営、海上運送事業		44,793		19,325		14,085		519				0		0		0.00%		11.25%				0		0		0				25,468		24,107		1,362				2,016		1,939		78				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				840		兵庫県神戸市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		神戸空港ターミナル コウベ クウコウ		空港ビル施設の管理・運営		5,401		2,239		670		0				1,948		0		0.51%		11.25%				2,164		0		▲216				3,162		3,020		143				175		110		65				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		841		兵庫県神戸市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		関西国際空港土地保有 カンサイ コクサイ クウコウ トチ ホユウ		関西国際空港の空港用地の保有及び管理、関西国際空港の空港用地の新関西国際空港株式会社への貸付け		1,470,797		825,710		6,265		581				0		0		0.00%		11.25%		-		-		-		-				645,087		-		-				15,438		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				842		兵庫県姫路市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		姫路市まちづくり振興機構 ヒメジシ シンコウ キコウ		駐車場、駐輪場、遊園施設、テナントビル、スポーツ施設、緑化施設、地区市民センター等の管理運営等		4,935		2,176		80		0				1,075		1,503		2.15%		11.25%				1,290		1,080		208				2,759		2,598		162				176		43		133				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				843		兵庫県尼崎市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		尼崎健康医療財団 アマガサキ ケンコウ イリョウ ザイダン		健康増進事業、休日等急病診療事業等業務		3,676		1,124		148		202				460		0		0.46%		11.25%				929		0		▲469				2,552		1,938		614				615		752		▲138				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				844		兵庫県尼崎市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		尼崎都市開発 アマガサキ トシ カイハツ		市街地再開発事業の建築物の管理等業務		1,320		401		83		71				0		0		0.00%		11.25%				0		0		0				920		893		27				45		50		▲6				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				845		兵庫県尼崎市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		尼崎市土地開発公社 アマ サキ シ トチ カイハツ コウシャ		土地の取得、造成、処分		4,989		4,291		6		4,291				0		0		0.00%		11.25%				409		0		▲409				698		696		2				2		4		▲2				0		0		0.00%		0.00%		5,251		5,251		▲5,251		▲5,251		4,962		4,962		4,962		100.00%		100.00%		5,542		5,251		5,251		▲580		▲289		▲289

				846		兵庫県尼崎市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		エーリック		事業を営む法人又は個人に対する投資、融資の斡旋、コンサルタント		1,300		853		450		680				0		680		0.69%		11.25%				0		780		▲100				447		400		47				47		57		▲10				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		847		兵庫県尼崎市		地方住宅供給公社 チホウ ジュウタク キョウキュウ コウシャ		兵庫県住宅供給公社 ヒョウゴケン ジュウタク キョウキュウ コウシャ		公社住宅等の賃貸管理事業、宅地分譲事業、県営住宅の整備・管理事業等		115,294		110,187		0		196				0		0		0.00%		11.25%				0		0		0				5,108		4,893		215		●		▲47		▲31		▲17				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				848		兵庫県明石市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		明石地域振興開発		再開発ビル「アスピア明石」内の商業床・駐車場の所有及び運営		6,258		1,898		4,200		1,232				0		0		0.00%		11.25%				0		0		0				4,361		4,283		78				80		74		6				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				849		兵庫県西宮市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		西宮都市管理 ニシノミヤ トシ カンリ		再開発ビルの管理、不動産賃貸借・仲介業		1,907		1,389		175		870				0		0		0.00%		11.25%				0		0		0				518		492		27				41		28		13				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				850		兵庫県西宮市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		西宮市土地開発公社 ニシノミヤ シ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の先行買収		11,328		10,638		10		5,506				4,680		0		4.80%		11.25%				4,680		0		0				691		630		62				62		68		▲6				5,298		5,298		5.43%		5.43%		5,260		5,260		38		38		10,825		5,320		5,320		49.15%		49.15%		10,787		5,281		5,281		38		39		39

				851		兵庫県西宮市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		西宮コミュニティ放送		超短波放送（ＦＭ）		63		15		9		5				0		0		0.00%		11.25%				0		0		0				48		39		9				13		10		3				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		852		兵庫県西宮市		地方住宅供給公社 チホウ ジュウタク キョウキュウ コウシャ		兵庫県住宅供給公社		公社住宅等の賃貸管理事業、宅地分譲事業、県営住宅の整備・管理事業等		115,294		110,187		1		644				0		0		0.00%		11.25%				0		0		0				5,108		4,893		215		●		▲47		▲31		▲17				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		853		兵庫県西宮市		地方道路公社 チホウ ドウロ コウシャ		兵庫県道路公社		有料道路の建設・管理		209,344		153,414		0		1,215				0		0		0.00%		11.25%		-		-		-		-				55,931		-		-				3		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				854		兵庫県洲本市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		淡路島第一次産業振興公社 アワジシマ ダイ イチジ サンギョウ シンコウ コウシャ		レストラン・直売店の経営		169		93		55		0				0		70		0.51%		12.89%				0		90		▲20				77		54		24				35		35		▲1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		855		兵庫県芦屋市		地方住宅供給公社 チホウ ジュウタク キョウキュウ コウシャ		兵庫県住宅供給公社 ヒョウゴケン ジュウタク キョウキュウ コウシャ		公社住宅等の賃貸管理事業、宅地分譲事業、県営住宅の整備・管理事業等		115,294		110,187		1		125				0		0		0.00%		12.18%				0		0		0				5,108		4,893		215		●		▲47		▲31		▲17				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				856		兵庫県伊丹市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		伊丹スポーツセンター		スポーツ施設の管理運営		4,180		121		110		0				32		0		0.08%		11.47%				45		0		▲13				4,059		4,063		▲5				16		▲3		18				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				857		兵庫県伊丹市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		伊丹都市開発		再開発ビルの受託管理・同ビル貸店舗の賃貸		714		67		359		23				0		0		0.00%		11.47%				0		0		0				647		637		11				14		15		▲1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		858		兵庫県伊丹市		地方住宅供給公社 チホウ ジュウタク キョウキュウ コウシャ		兵庫県住宅供給公社		公社住宅等の賃貸管理事業、宅地分譲事業、県営住宅の整備・管理事業等		115,294		110,187		1		348				0		0		0.00%		11.47%				0		0		0				5,108		4,893		215		●		▲47		▲31		▲17				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				859		兵庫県豊岡市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		アイティ豊岡都市開発		駐車場の運営管理		2,308		2,268		80		700				0		0		0.00%		11.82%				0		0		0				40		14		27				39		37		2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				860		兵庫県加古川市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		加古川市土地開発公社 カコガワシ トチ カイハツ コウシャ		土地の取得・造成		4,602		751		5		0				750		0		1.54%		11.27%				750		0		0				3,852		3,701		152				152		337		▲186				2,549		2,414		5.22%		4.94%		2,677		2,424		▲128		▲10		3,888		2,549		2,414		65.56%		62.09%		4,220		3,264		2,988		▲332		▲715		▲574

				861		兵庫県加古川市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		加古川食肉公社 カコガワ ショクニク コウシャ		食肉センターの管理運営		1,347		95		45		0				85		0		0.17%		11.27%				105		0		▲21				1,252		1,274		▲22		◎		▲22		▲23		2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				862		兵庫県加古川市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		加古川再開発ビル カコガワ サイカイハツ		立体駐車場管理・ビル賃貸		4,353		3,210		128		0				1,829		0		3.74%		11.27%				1,885		0		▲56				1,144		1,108		36				53		54		▲2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				863		兵庫県宝塚市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		宝塚市土地開発公社 タカラヅカ シ トチ カイハツ コウシャ		公有地等の土地の取得処分		5,896		5,544		5		0		○		5,531		0		12.84%		11.38%				3,301		0		2,230				353		320		33				33		13		21				2,630		2,630		6.11%		6.11%		2,630		2,630		▲1		▲1		5,515		2,630		2,630		47.68%		47.68%		6,222		2,630		2,630		▲707		0		0

				864		兵庫県三木市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		三木市土地開発公社 ミキシ トチ カイハツ コウシャ		公有地の先行取得		2,147		1,941		5		0				1,890		0		10.00%		12.55%				1,930		0		▲40				206		187		20				20		17		3				1,890		1,787		10.00%		9.45%		1,800		1,783		90		4		2,082		1,890		1,787		90.78%		85.81%		2,102		1,840		1,783		▲20		50		4

				865		兵庫県川西市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		川西市土地開発公社 カワニシシ トチ カイハツ コウシャ		公共有用、公用地等の取得・造成・管理・処分		3,318		3,252		5		0				3,251		0		10.90%		11.81%		○		3,896		0		▲646				67		66		1				1		1		▲1		◎		3,307		3,113		11.09%		10.44%		3,953		3,760		▲646		▲647		3,307		3,307		3,113		100.00%		94.13%		3,953		3,953		3,760		▲646		▲646		▲647

				866		兵庫県川西市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		川西市都市整備公社 カワニシシトシセイビコウシャ		公営霊園及び特優賃住宅の管理、市街地土地開発事業		11,199		11,048		2		0		◎		10,677		0		35.81%		11.81%		○		11,236		0		▲560				151		118		34				34		▲71		104				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				867		兵庫県川西市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		パルティ川西 カワニシ		再開発ビルの管理運営		2,389		1,404		162		1,061				0		0		0.00%		11.81%				0		0		0				985		950		35				54		62		▲8				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				868		兵庫県川西市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		川西都市開発 カワニシ トシ カイハツ		再開発ビルの管理運営		3,109		2,698		200		500				561		0		1.88%		11.81%				591		0		▲31				411		295		117				140		117		23				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				869		兵庫県川西市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		一庫ダム湖周辺環境整備センター ヒト クラ コ シュウヘン カンキョウ セイビ		国崎せせらぎ地区の維持管理		255		130		3		128				0		0		0.00%		11.81%				0		0		0				125		132		▲8		●		▲8		▲7		▲2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				870		兵庫県小野市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		小野市土地開発公社 オノシ トチ カイハツ コウシャ		公有地拡大の推進		440		120		5		115				0		0		0.00%		13.12%				0		0		0				320		319		2				2		2		▲1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		115		115		94		100.00%		82.16%		115		115		94		▲1		▲1		0

		●		871		兵庫県市川町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		兵庫県町土地開発公社 ヒョウゴケン チョウ トチ カイハツ コウシャ		町にて開発予定の用地の先行取得		252		215		2		0				36		0		0.93%		15.00%				48		0		▲12				38		37		1				1		▲1		1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		215		0		0		0.00%		0.00%		139		0		0		76		0		0

				872		兵庫県福崎町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		もちむぎ食品センター ショクヒン		もちむぎ業務販売		68		123		16		110				0		0		0.00%		14.90%				0		0		0		◎		▲56		▲71		16				17		7		11				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		873		兵庫県福崎町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		兵庫県町土地開発公社 ヒョウゴケン チョウ トチ カイハツ コウシャ		町にて開発予定の用地の先行取得		252		215		2		0				179		0		3.47%		14.90%				92		0		88				38		37		1				1		▲1		1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		215		0		0		0.00%		0.00%		139		0		0		76		0		0

				874		奈良県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		奈良テレビ放送 ナラ ホウソウ		テレビ番組の制作・放送		2,037		1,092		80		54				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				945		814		131				149		130		20				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				875		奈良県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		奈良県地域産業振興センター ナラケン チイキ サンギョウ シンコウ		県内中小企業の経営課題に対して総合支援		5,758		4,752		5		3,366				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				1,007		628		380		○		▲7		48		▲55				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				876		奈良県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		なら担い手・農地サポートセンター ニナ テ ノウチ		農地中間管理事業等		184		35		9		5				0		0		0.00%		3.75%				1		0		▲1				150		167		▲18		◎		▲18		▲21		4				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				877		奈良県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		奈良県林業基金（林業公社） ナラケン リンギョウ キキン リンギョウ コウシャ		分収方式による森林造成等		343		198		302		3				0		3		0.00%		3.75%				6,163		0		▲6,160				146		401		▲256		●		▲42		▲20		▲23				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				878		奈良県		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		奈良県土地開発公社 ナラケン トチ カイハツ コウシャ		公有地の先行取得、工業団地等の造成及び分譲等		8,459		4,652		10		0				3,860		0		1.19%		3.75%				1,593		0		2,267				3,808		4,192		▲385		●		▲201		▲90		▲112				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		5,390		322		322		5.98%		5.98%		4,557		984		984		833		▲662		▲662

				879		奈良県		地方道路公社 チホウ ドウロ コウシャ		奈良県道路公社 ナラケン ドウロ コウシャ		第二阪奈有料道路の管理、運営等		111,809		75,049		36,760		200		◎		19,104		0		5.91%		3.75%		○		21,594		0		▲2,491				36,760		36,760		0				0		0		0				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		880		奈良県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		関西国際空港土地保有 カンサイ コクサイ クウコウ トチ ホユウ		関西国際空港の空港用地の保有及び管理、関西国際空港の空港用地の新関西国際空港株式会社への貸付け		1,470,797		825,710		1,673		104				0		0		0.00%		3.75%		-		-		-		-				645,087		-		-				15,438		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				881		奈良県大和高田市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		大和高田市土地開発公社 ヤマトタカダシ トチ カイハツ コウシャ		公共事業用地の先行取得		852		611		5		0				610		0		4.19%		12.81%				625		0		▲15				241		256		▲15		◎		▲15		▲66		51				811		811		5.58%		5.58%		844		844		▲33		▲33		811		811		811		100.00%		100.00%		844		844		844		▲33		▲33		▲33

				882		奈良県橿原市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		橿原市土地開発公社 カシハラシ トチ カイハツ コウシャ		土地取得、公社有地管理等		5,367		5,314		5		5,311				0		0		0.00%		12.18%				0		16		▲16				54		52		3				3		4		▲2				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		4,176		4,176		3,810		100.00%		91.24%		4,426		4,241		3,954		▲250		▲65		▲144

				883		奈良県五條市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		五條市土地開発公社		五條市事業用地の先行取得等		3,034		2,831		5		1,655				776		0		6.97%		13.17%				626		0		150				204		199		5				5		7		▲2				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		3,017		2,230		2,230		73.91%		73.91%		2,917		2,284		2,284		100		▲54		▲54

				884		奈良県生駒市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		生駒市土地開発公社 イコマシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地、公用地等の取得、管理処分等の業務		52		5		5		5				0		0		0.00%		12.28%				0		0		0				47		48		▲1		◎		▲1		▲1		1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		5		0		0		0.00%		0.00%		56		0		0		▲51		0		0

				885		奈良県葛城市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		葛城市土地開発公社 カツラギシ トチ カイハツ コウシャ		代行用地の取得、売却、管理		588		469		5		0				378		0		4.29%		13.56%				669		0		▲291				120		115		5				5		1		5				303		229		3.43%		2.60%		298		226		5		3		582		303		229		51.97%		39.41%		858		298		226		▲276		5		3

				886		奈良県安堵町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		安堵町土地開発公社 アンド チョウ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の先行取得		38		30		5		0				30		0		1.29%		15.00%				30		0		0				8		8		1				1		1		0				0		0		0.00%		0.00%		32		32		▲32		▲32		32		32		32		100.00%		100.00%		32		32		32		0		0		0

				887		奈良県川西町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		川西町土地開発公社 カワニシ チョウ トチ カイハツ コウシャ		公用用地の先行取得		48		44		5		42				0		0		0.00%		15.00%				0		0		0				4		▲1		5		◎		▲1		▲5		5				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		41		16		16		39.72%		39.72%		41		16		16		0		0		0

				888		奈良県田原本町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		田原本町土地開発公社		公共用地の取得、管理、処分		217		205		5		0				205		0		2.87%		14.01%				205		0		▲1				13		13		▲1		●		▲1		▲1		▲1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		209		0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		209		0		0

				889		奈良県曽爾村		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		曽爾村土地開発公社 ソニムラ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の先行取得		14		4		5		4				0		0		0.00%		15.00%		-		0		8		▲8				10		10		1				1		1		▲1				0		0		0.00%		0.00%		-		-		-		-		7		7		7		100.00%		100.00%		-		-		-		-		-		-

				890		奈良県高取町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		高取町土地開発公社 タカトリ チョウ トチ カイハツ コウシャ		公拡法に基づく公用地等の取得、管理、処分等		228		533		5		0		◎		533		0		22.74%		15.00%		○		575		0		▲43		◎		▲305		▲336		31				31		23		9				105		105		4.51%		4.51%		105		105		0		0		105		105		105		100.00%		100.00%		105		105		105		0		0		0

				891		奈良県明日香村		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		明日香村土地開発公社 アスカムラ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の先行取得		95		62		5		57				0		0		0.00%		15.00%				0		0		0				33		33		1				1		1		▲1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		88		63		63		71.99%		71.99%		65		63		63		23		0		0

				892		奈良県王寺町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		王寺都市開発 オウジ トシ カイハツ		再開発ビルの管理・運営		3,568		3,103		10		1,074				0		0		0.00%		14.95%				0		0		0				466		412		54				82		79		4				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				893		奈良県王寺町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		王寺町土地開発公社 オウジチョウ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の取得、管理、処分		722		596		5		596				0		0		0.00%		14.95%				0		548		▲548				126		136		▲10		○		▲10		7		▲17				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		711		662		627		92.99%		88.15%		674		674		616		37		▲12		11

				894		奈良県吉野町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		吉野町土地開発公社 ヨシノチョウ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の取得・保有土地管理		141		88		5		88				0		0		0.00%		15.00%				0		0		0				54		54		1				1		1		0				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		130		130		130		100.00%		100.00%		130		130		130		0		0		0

				895		奈良県大淀町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		大淀町土地開発公社 オオヨドチョウ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の先行取得・販売・造成・管理		860		933		5		933				0		0		0.00%		15.00%		-		0		0		0		◎		▲74		▲83		10				10		10		1				0		0		0.00%		0.00%		-		-		-		-		224		224		224		100.00%		100.00%		-		-		-		-		-		-

				896		奈良県下市町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		下市町土地開発公社 シモイチチョウ トチ カイハツ コウシャ		公共用地、公用地等の取得、管理、処分等		54		39		5		27				0		0		0.00%		15.00%				0		0		0				16		16		1				1		1		0				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		45		45		45		100.00%		100.00%		45		45		45		0		0		0

				897		奈良県川上村		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		川上村土地開発公社 カワカミムラ トチ カイハツ コウシャ		公共用地(水没者代替宅造)		254		450		5		450				0		0		0.00%		15.00%		○		0		450		▲450		●		▲197		▲197		▲1		○		▲1		2		▲2				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		219		215		211		97.95%		96.20%		218		214		210		1		1		1

				898		奈良県川上村		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		グリーンパークかわかみ		宿泊施設等の管理・運営		147		54		100		12				0		0		0.00%		15.00%				0		12		▲12				94		87		7				7		12		▲5				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				899		和歌山県		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		和歌山県土地開発公社 ワカヤマケントチカイハツコウシャ		公有地の拡大の推進に関する法律第17条に基づく公有地の取得、造成並びにその他の管理及び処分など		29,972		49,320		50		13,314		◎		23,062		38		7.75%		3.75%		○		23,062		42		▲4		◎		▲19,348		▲19,669		322				322		▲61		382				27,931		27,931		9.37%		9.37%		27,152		27,152		779		779		29,456		29,456		29,456		100.00%		100.00%		29,532		29,532		29,532		▲76		▲76		▲76

				900		和歌山県		地方住宅供給公社 チホウ ジュウタク キョウキュウ コウシャ		和歌山県住宅供給公社 ワカヤマケン ジュウタク キョウキュウ コウシャ		分譲事業・住宅管理事業		200		549		6		424				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0		●		▲349		▲349		▲1		◎		▲1		▲4		4				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				901		和歌山県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		わかやま産業振興財団 サンギョウシンコウザイダン		地域振興のための中小企業総合支援		11,791		10,329		5		8,300				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				1,463		1,447		16				15		▲43		58				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				902		和歌山県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		和歌山県農業公社 ワカヤマケン ノウギョウ コウシャ		農地の売買･貸借及び就農支援資金の貸付等		431		264		1		224				21		0		0.01%		3.75%				16		0		6				168		169		▲2		●		▲2		▲1		▲1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				903		和歌山県		一般社団法人 イッパン シャダンホウジン		わかやま森林と緑の公社（林業公社） シンリン ミドリ コウシャ リンギョウコウシャ		分収造林、分収育林に関する業務		15,405		15,324		10		9,336				3,634		0		1.22%		3.75%				3,758		0		▲124				81		83		▲3		◎		▲3		▲3		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		904		和歌山県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		関西国際空港土地保有 カンサイ コクサイ クウコウ トチ ホユウ		関西国際空港の空港用地の保有及び管理、関西国際空港の空港用地の新関西国際空港株式会社への貸付け		1,470,797		825,710		12,541		1,194				0		0		0.00%		3.75%		-		-		-		-				645,087		-		-				15,438		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				905		和歌山県海南市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		まちづくり海南 カイナン		物産観光センターの運営管理、まちづくり事業の企画・立案、駐車場管理運営等		25		10		5		1				0		0		0.00%		12.83%				0		0		0				15		15		1				1		1		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				906		和歌山県田辺市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		田辺市土地開発公社 タナベシ トチ カイハツ コウシャ		公有地取得、土地造成、保有地の管理・処分等		2,080		2,001		10		2,000				0		2,290		9.34%		12.12%				0		2,450		▲160				80		90		▲11		○		▲11		15		▲26				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		2,007		2,007		2,007		100.00%		100.00%		2,347		2,347		2,347		▲340		▲340		▲340

				907		和歌山県紀の川市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		紀の川市土地開発公社 キ カワシ トチ カイハツ コウシャ		土地の造成及び販売		1,168		714		10		0				710		0		3.78%		12.55%				1,000		200		▲490				454		252		203				203		178		25				341		341		1.81%		1.81%		340		340		1		1		1,142		341		341		29.85%		29.85%		1,142		340		340		▲1		1		1

				908		和歌山県紀美野町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		紀美野町土地開発公社 キミノチョウ トチ カイハツ コウシャ		公共用地・公用地等の取得・管理・処分		86		15		5		15				0		0		0.00%		15.00%				0		0		0				71		71		▲1		●		▲1		▲1		▲1				79		79		1.59%		1.59%		0		0		79		79		79		79		79		100.00%		100.00%		79		79		79		0		0		0

				909		和歌山県日高川町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		日高川町土地開発公社 ヒダカ カワ マチ トチ カイハツ コウシャ		土地の取得、造成及び販売		56		37		5		37				0		0		0.00%		14.42%				0		0		0				19		19		▲1		◎		▲1		▲1		1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		47		47		33		100.00%		69.60%		47		33		33		0		14		0

				910		和歌山県白浜町		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		白浜医療福祉財団 シラハマ イリョウ フクシ ザイダン		保健医療関係事業		8,238		3,366		50		0				326		0		4.52%		13.98%				392		0		▲66				4,873		4,874		▲2				17		99		▲83				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				911		和歌山県白浜町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		白浜観光自動車道		売店・喫茶軽食販売		60		39		50		0				25		0		0.34%		13.98%				25		0		0				22		22		1				1		1		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				912		和歌山県白浜町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		白浜町土地開発公社		土地取得・造成・処分		396		345		10		340				340		0		4.72%		13.98%				345		0		▲5				51		54		▲3		●		▲3		▲3		▲1				353		353		4.91%		4.91%		376		376		▲23		▲23		368		368		368		100.00%		100.00%		376		376		376		▲8		▲8		▲8

				913		鳥取県 トットリケン		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		米子空港ビル ヨナゴ クウコウ		航空事業者、航空旅客及び貨物に対する役務の提供		1,725		607		27		368				0		0		0.00%		3.75%				0		63		▲63				1,118		1,079		39				64		55		9				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				914		鳥取県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		鳥取県環境管理事業センター トットリケン カンキョウ カンリ ジギョウ		産業廃棄物処理施設の確保		210		120		7		91				0		0		0.00%		3.75%		-		-		-		-				90		-		-		○		▲9		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		915		鳥取県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		鳥取県産業振興機構 トットリケン サンギョウ シンコウ キコウ		県内中小企業に対する企業化支援の推進、人材育成の推進、販路開拓の支援、産学金官の連携		10,378		8,892		15		7,500				0		279		0.13%		3.75%		-		-		-		-				1,487		-		-				5		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				916		鳥取県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		鳥取県農業農村担い手育成機構 トットリケン ノウギョウ ノウソン ニナ テ イクセイ キコウ		新規就農者の育成及び担い手への農地集積		655		101		2		30				23		0		0.01%		3.75%				34		0		▲12				555		564		▲9		◎		▲9		▲11		2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				917		鳥取県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		鳥取県造林公社（林業公社）		分収造林契約に基づく森林資源の造成及び整備の推進		47,138		31,251		1		24,970				6,040		0		2.74%		3.75%				6,430		0		▲390				15,887		15,474		414				0		0		0				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				918		鳥取県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		鳥取県林業担い手育成財団		林業労働者の確保と雇用条件の改善のための支援業務		729		23		271		3				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				707		707		▲1		○		▲1		1		▲1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				919		鳥取県		地方住宅供給公社 チホウ ジュウタク キョウキュウ コウシャ		鳥取県住宅供給公社 トットリケン ジュウタク キョウキュウ コウシャ		住居環境の良好な住宅及びその用に供する宅地の供給		4,076		4,053		4		3,511				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				23		35		▲12		○		▲11		13		▲23				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		920		鳥取県鳥取市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		鳥取県産業振興機構		県内中小企業に対する企業化支援の推進、人材育成の推進、販路開拓の支援、産学金官の連携		10,378		8,892		2		0				0		284		0.55%		11.25%		-		-		-		-				1,487		-		-				5		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				921		鳥取県鳥取市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		鳥取市土地開発公社		道路、公園、その他の公共施設用地等の取得造成		9,165		9,083		5		1,430				1,420		0		2.74%		11.25%				894		0		527				82		82		1				1		1		▲1				2,550		2,550		4.93%		4.93%		5,306		5,306		▲2,756		▲2,756		8,847		7,099		7,099		80.25%		80.25%		6,946		6,824		6,824		1,901		275		275

				922		鳥取県米子市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		米子市開発公社		公共用地の管理、駐車場の管理運営、商業施設等の賃貸		666		212		1		0				190		0		0.60%		11.74%				770		0		▲580				455		111		344				64		121		▲58				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				923		鳥取県境港市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		境港市土地開発公社		公共用地の取得、管理、処分		4,292		3,930		3		3,870				0		0		0.00%		13.76%		○		0		4,333		▲4,333				362		338		25				25		18		8		◎		3,538		3,344		44.51%		42.07%		4,170		3,565		▲632		▲221		3,541		3,538		3,345		99.91%		94.46%		4,223		4,170		3,565		▲682		▲632		▲220

				924		鳥取県智頭町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		智頭町土地開発公社		土地の先行取得、処分		123		110		5		0				108		0		3.00%		15.00%				108		0		0				13		14		▲1		○		▲1		1		▲2				87		87		2.42%		2.42%		87		87		0		0		108		108		87		100.00%		80.56%		108		87		87		0		21		0

				925		鳥取県湯梨浜町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		湯梨浜町土地開発公社		土地の取得・造成・処分等		228		163		3		0				0		171		2.69%		14.30%				0		174		▲4				65		70		▲6		◎		▲6		▲8		3				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		224		224		224		100.00%		100.00%		237		237		237		▲13		▲13		▲13

				926		鳥取県日吉津村		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		ひえづ物産		不動産の貸付業務		79		39		10		0				27		0		1.96%		15.00%		-		-		-		-				40		-		-				1		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				927		鳥取県日吉津村		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		日吉津村土地開発公社		土地の先行取得・管理		427		353		5		0		◎		352		0		26.00%		15.00%		○		460		67		▲174				74		69		5				5		5		1		◎		321		321		23.70%		23.70%		422		422		▲101		▲101		322		321		321		99.58%		99.58%		422		422		422		▲100		▲101		▲101

				928		鳥取県日南町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		日南町小水力発電公社		小水力発電の事業		365		318		11		0				174		0		4.82%		15.00%				199		200		▲225				48		35		13				13		11		3				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				929		鳥取県江府町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		江府町地域振興		ミネラルウォーター製造販売		124		70		49		0				61		0		2.87%		15.00%				70		0		▲10				55		50		6				8		5		3				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				930		島根県		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		島根県林業公社（林業公社）		分収方式による造林事業		83,325		60,694		225		33,681		◎		20,236		0		6.99%		3.75%		○		21,087		0		▲852				22,632		22,827		▲195				1		▲5		5				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				931		島根県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		島根県環境管理センター シマネケン カンキョウ カンリ		産業廃棄物の処理に関する事業の実施		6,937		4,098		70		0				2,926		0		1.01%		3.75%				2,456		0		471				2,839		1,931		909				42		▲16		58				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				932		島根県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		しまね農業振興公社 ノウギョウ シンコウ コウシャ		農地中間管理事業等		2,346		1,849		1		1,562				17		50		0.02%		3.75%				39		559		▲531				497		498		▲2		●		▲6		▲3		▲3				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				933		島根県		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		島根県土地開発公社 シマネケン トチ カイハツ コウシャ		公用地・公共用地の取得造成管理等		14,018		11,503		30		0				4,790		1,169		2.06%		3.75%		○		4,939		6,181		▲5,161				2,516		2,480		37				37		36		1				4,799		4,799		1.66%		1.66%		4,946		4,946		▲147		▲147		11,399		9,475		9,469		83.12%		83.07%		11,274		9,625		9,599		125		▲150		▲130

				934		島根県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		しまね産業振興財団 サンギョウ シンコウ ザイダン		産学官連携支援、設備貸与等		2,871		2,185		147		899				0		0		0.00%		3.75%		-		-		-		-				687		-		-				20		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				935		島根県松江市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		松江市観光振興公社 マツエシ カンコウ シンコウ コウシャ		温泉配当事業、遊覧船運航事業		925		482		2		0				262		0		0.46%		11.25%				292		0		▲30				443		419		25				13		8		5				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				936		島根県松江市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		松江勤労福祉振興協会 マツエ キンロウ フクシ シンコウ キョウカイ		勤労者の福祉の向上を目的とした勤労者の教養・文化の向上、健康・体力の増進に関する事業		1,921		639		100		0				631		0		1.11%		11.25%				883		0		▲252				1,282		1,137		146				12		18		▲6				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				937		島根県松江市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		松江市土地開発公社 マツエシ トチ カイハツ コウシャ		公拡法による事業		5,337		4,427		6		231				4,071		0		7.18%		11.25%				4,587		0		▲516				911		876		35				35		72		▲37				4,070		4,070		7.18%		7.18%		5,072		5,004		▲1,002		▲934		4,733		4,733		4,733		100.00%		100.00%		5,094		5,094		5,004		▲361		▲361		▲271

				938		島根県浜田市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		ゆうひパーク浜田		ゆうひパーク浜田の管理運営		487		365		9		108				0		0		0.00%		12.43%				0		0		0				122		120		2				3		▲7		9				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				939		島根県浜田市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		浜田市土地開発公社		公共用地の先行取得、造成、販売		1,078		332		5		0				0		282		1.36%		12.43%		-		-		-		-				747		-		-				24		-		-				0		0		0.00%		0.00%		-		-		-		-		759		377		377		49.76%		49.76%		-		-		-		-		-		-

				940		島根県出雲市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		出雲市土地開発公社 イズモシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の取得、造成、処分、管理住宅用地の造成事業		1,420		878		5		0				849		0		1.79%		11.29%				926		0		▲78				543		543		1		◎		▲4		▲7		3				587		587		1.24%		1.24%		591		591		▲4		▲4		933		933		933		100.00%		100.00%		969		947		947		▲36		▲14		▲14

				941		島根県益田市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		益田市総合サービス マスダシ ソウゴウ		図書館、火葬場等の管理・運営及び市窓口業務の業務委託		206		89		50		0				40		0		0.26%		12.76%				60		0		▲20				117		114		3				5		2		3				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				942		島根県安来市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		安来市土地開発公社 ヤスギシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地、公有地等取得造成		828		753		1		0				688		0		4.72%		12.81%				801		0		▲113				76		76		1				1		2		▲2				649		0		4.46%		0.00%		660		0		▲11		0		689		650		0		94.38%		0.00%		699		660		0		▲10		▲10		0

				943		島根県江津市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		江津市土地開発公社 ゴウツシ トチ カイハツ コウシャ		土地の取得、造成、処分		914		672		3		0				611		0		6.84%		13.53%				611		0		0				243		251		▲9		●		▲9		▲4		▲5		◎		899		899		10.06%		10.06%		900		900		▲2		▲2		899		899		899		100.00%		100.00%		901		901		901		▲2		▲2		▲2

		●		944		島根県雲南市		地方住宅供給公社 チホウ ジュウタク キョウキュウ コウシャ		島根県住宅供給公社 シマネケン ジュウタク キョウキュウ コウシャ		宅地開発、住宅宅地の積立分譲、公営住宅の管理代行など		11,011		6,117		0		0				94		0		0.49%		12.54%		-		-		-		-				4,894		-		-				17		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				945		島根県奥出雲町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		奥出雲椎茸 オクイズモ シイタケ		菌床椎茸及びホダ木の生産販売他		489		467		99		0				330		0		4.05%		13.71%				330		0		0				22		2		21				21		1		20				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				946		島根県奥出雲町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		奥出雲町土地開発公社 オクイズモチョウ トチ カイハツ コウシャ		公有地の先行取得		616		532		5		0				531		0		6.52%		13.71%				680		120		▲269				84		81		4				4		4		1				0		0		0.00%		0.00%		613		575		▲613		▲575		601		567		514		94.30%		85.49%		681		613		575		▲80		▲46		▲61

				947		島根県奥出雲町		一般社団法人 イッパン シャダンホウジン		奥出雲町農業公社 オクイズモチョウ ノウギョウ コウシャ		農地利用集積円滑化事業		277		241		53		2				199		0		2.44%		13.71%				204		0		▲6				36		28		8		○		▲4		10		▲13				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		948		島根県奥出雲町		地方住宅供給公社 チホウ ジュウタク キョウキュウ コウシャ		島根県住宅供給公社 シマネケン ジュウタク キョウキュウ コウシャ		宅地開発、住宅宅地の積立分譲、公営住宅の管理代行など		11,011		6,117		0		0				84		0		1.02%		13.71%		-		-		-		-				4,894		-		-				17		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				949		島根県川本町		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		川本町農業公社 カワモトチョウ ノウギョウ コウシャ		農地保有合理化、営農指導		5		3		3		1				1		0		0.04%		15.00%				0		0		1				3		12		▲10		◎		▲7		▲10		3				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				950		島根県吉賀町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		エポックかきのきむら		菌床製造事業、道の駅管理事業		88		77		9		12				0		0		0.00%		15.00%				0		0		0				11		11		▲1				1		▲1		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				951		島根県隠岐の島町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		あいらんど		観光施設等の管理		55		208		494		29				0		0		0.00%		13.49%				0		0		0		●		▲154		▲125		▲30		◎		▲27		▲36		9				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				952		岡山県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		岡山空港ターミナル オカヤマ クウコウ		空港ターミナルビルの貸室業		2,985		889		261		7				280		0		0.06%		3.75%				366		0		▲86				2,097		2,003		94				115		96		19				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				953		岡山県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		岡山県環境保全事業団 オカヤマケン カンキョウ ホゼン ジギョウダン		廃棄物処理処分事業など環境保全のための事業		17,102		6,122		100		0				2,916		0		0.66%		3.75%				3,642		0		▲727				10,981		10,710		272				268		468		▲200				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				954		岡山県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		岡山県福祉事業団 オカヤマケン フクシ ジギョウダン		岡山県総合福祉会館の管理・運営		904		451		3		327				104		0		0.02%		3.75%				174		0		▲70				453		472		▲19		◎		▲6		▲9		3				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				955		岡山県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		水島港国際物流センター ミズシマ コウ コクサイ ブツリュウ		水島港国際物流センターの管理運営等		1,443		310		300		0				8		0		0.00%		3.75%				20		0		▲13				1,133		1,114		19				29		64		▲35				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				956		岡山県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		岡山県産業振興財団 オカヤマケン サンギョウ シンコウ ザイダン		商工業の高度化及び情報化、産業技術の振興等に関する諸事業を推進し、地域産業の発展に寄与		12,902		9,896		6		7,714				0		0		0.00%		3.75%		-		-		-		-				3,007		-		-				120		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				957		岡山県		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		おかやまの森整備公社（林業公社） モリ セイビ コウシャ リンギョウ コウシャ		環境保全を重視した森林の整備等		67,090		57,572		195		15,500		◎		0		57,519		13.07%		3.75%		○		0		58,904		▲1,385				9,518		8,474		1,045				1,093		1,090		3				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				958		岡山県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		岡山県林業振興基金 オカヤマケン リンギョウ シンコウ キキン		林業労働者の社会保険加入に係る助成事業等		1,936		2		1,650		0				0		460		0.10%		3.75%				0		460		0				1,935		1,928		7				6		▲2		8				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				959		岡山県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		岡山県農林漁業担い手育成財団 オカヤマケン ノウリン ギョギョウ ニナ テ イクセイ ザイダン		農林漁業の担い手育成等		834		60		375		29				0		0		0.00%		3.75%		-		-		-		-				774		-		-		○		▲1		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				960		岡山県		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		岡山県土地開発公社 オカヤマケン トチ カイハツ コウシャ		公共用地の先行取得、土地造成事業の推進等		12,091		7,533		100		0				7,281		0		1.65%		3.75%				7,030		0		251				4,559		4,505		54				54		106		▲53				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		7,395		0		0		0.00%		0.00%		7,166		0		0		229		0		0

				961		岡山県岡山市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		岡山市土地開発公社		公共用地・公用地の先行取得、管理、処分		11,543		10,626		20		4,000				6,518		0		3.94%		11.25%				14,690		0		▲8,173				918		864		54				54		29		26				10,337		9,909		6.25%		5.99%		17,795		17,325		▲7,458		▲7,416		11,150		10,337		9,909		92.71%		88.87%		18,258		17,795		17,325		▲7,108		▲7,458		▲7,416

				962		岡山県倉敷市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		倉敷市開発公社 クラシキシ カイハツ コウシャ		倉敷市から受託した公益事業の推進、水島緑地の管理		355		352		3		0				330		0		0.31%		11.25%				444		0		▲115				3		3		0				0		0		0				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				963		岡山県倉敷市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		倉敷市船穂農業公社 クラシキシ フナオ ノウギョウ コウシャ		農地利用集積円滑化事業、農作業受委託事業、新規就農者支援事業、堆肥センター管理事業		263		138		50		0				132		0		0.12%		11.25%				132		0		0				125		126		▲1		◎		▲1		▲1		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				964		岡山県倉敷市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		ふなおワイナリー		果実酒の製造ならびに販売、加工施設の管理		38		21		4		0				14		0		0.01%		11.25%				14		0		0				18		14		4				6		5		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				965		岡山県倉敷市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		倉敷市開発ビル クラシキシ カイハツ		再開発ビルの賃貸		2,120		216		90		28				0		0		0.00%		11.25%				0		17		▲17				1,904		1,902		3				4		▲2		5				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				966		岡山県津山市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		津山市都市整備公社 ツヤマシ トシ セイビ コウシャ		津山市市営住宅・公営駐車場等の管理及び宿泊施設・食堂等の管理運営		2,212		1,300		3		0				1,161		0		4.16%		11.91%				1,269		0		▲108				913		845		68				68		56		13				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				967		岡山県玉野市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		玉野市土地開発公社		土地の取得・造成・処分		314		112		10		110				0		210		1.43%		12.80%		-		-		-		-				202		-		-		○		▲19		-		-				0		0		0.00%		0.00%		-		-		-		-		284		284		284		100.00%		100.00%		-		-		-		-		-		-

				968		岡山県笠岡市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		笠岡市土地開発公社 カサオカシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地先行取得		1,623		1,166		10		1,165				0		0		0.00%		12.90%				0		1,320		▲1,320				458		458		1				1		1		1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		1,535		1,535		1,469		100.00%		95.70%		1,893		1,893		1,813		▲358		▲358		▲344

				969		岡山県井原市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		井原市土地開発公社 イバラシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の取得、管理、処分		1,168		583		10		383				200		0		1.52%		12.93%				220		0		▲20				586		584		3				3		3		▲1				621		621		4.72%		4.72%		631		0		▲10		621		1,146		1,146		1,146		100.00%		100.00%		1,160		1,160		529		▲14		▲14		617

				970		岡山県総社市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		総社市土地開発公社 ソウジャシ トチ カイハツ コウシャ		土地等の先行取得		376		326		10		326				0		0		0.00%		12.71%				0		0		0				51		51		1				1		1		▲1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		332		325		325		97.99%		97.99%		332		325		325		▲1		0		0

				971		岡山県高梁市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		高梁市土地開発公社 タカハシシ トチ カイハツ コウシャ		市事業委託による土地取得・処分		237		226		10		0				0		0		0.00%		12.79%				0		247		▲247				11		11		1				1		1		1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		221		0		0		0.00%		0.00%		224		0		0		▲3		0		0

				972		岡山県新見市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		新見市土地開発公社 ニイミシ トチ カイハツ コウシャ		公有用地の先行取得、分譲宅地の造成・販売		221		115		6		0				115		0		0.68%		12.65%				115		0		0				106		106		1				1		2		▲1				144		0		0.85%		0.00%		144		0		0		0		213		213		70		100.00%		32.66%		213		213		70		0		0		0

				973		岡山県美作市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		美作市土地開発公社 ミマサカ シ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の取得、管理、処分		1,043		783		810		784				0		1,680		11.31%		12.79%				0		1,680		0				260		378		▲118		○		▲118		8		▲126				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		970		857		857		88.32%		88.32%		1,978		1,629		1,629		▲1,008		▲772		▲772

				974		岡山県美作市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		大原農業振興センター オオハラ ノウギョウ シンコウ		農業施設運営管理		28		22		5		0				9		0		0.06%		12.79%				9		0		0				7		4		3				3		▲1		4				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				975		岡山県浅口市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		浅口市土地開発公社 アサクチシ トチ カイハツ コウシャ		公有地の拡大の推進に関する法律に基づく土地の取得、造成その他の管理及び処分。		304		88		10		87				0		0		0.00%		13.36%				0		0		0				216		219		▲3		◎		▲3		▲18		15				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		221		218		218		98.51%		98.51%		271		271		271		▲50		▲53		▲53

				976		岡山県新庄村		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		メルヘン・プラザ		特産品の製造販売		72		12		15		3				0		0		0.00%		15.00%		-		-		-		-				60		-		-				7		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				977		岡山県鏡野町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		未来奥津 ミライ オクツ		道の駅、公衆浴場等の管理運営		116		103		60		62				0		0		0.00%		13.96%				0		0		0				13		16		▲3		◎		▲3		▲7		5				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				978		広島県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		ひろしま産業振興機構 サンギョウ シンコウ キコウ		県内産業の技術の高次化の促進，新事業の創出，中小企業等の経営・技術革新等の総合的な支援		8,793		2,230		66		1,673				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				6,564		6,635		▲72		◎		▲74		▲90		17				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				979		広島県		地方道路公社 チホウ ドウロ コウシャ		広島県道路公社 ヒロシマケン ドウロ コウシャ		有料道路の維持管理		23,316		16,991		6,325		0				1,429		0		0.23%		3.75%				2,046		0		▲618				6,325		6,325		0				0		0		0				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		980		広島県		地方道路公社 チホウ ドウロ コウシャ		広島高速道路公社 ヒロシマ コウソク ドウロ コウシャ		都市高速道路の新設，改築，維持，修繕等		375,072		295,483		39,728		33,812		●		88,440		0		14.54%		3.75%		○		87,066		0		1,375				79,590		79,090		500				0		0		0				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				981		広島県		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		広島県土地開発公社 トチ		公共用地，公有地の取得，管理，処分等		29,408		9,257		30		1,533				184		0		0.03%		3.75%				33		0		151				20,152		19,968		184				184		205		▲21				0		0		0.00%		0.00%		-		-		-		-		4,698		4,074		4,074		86.72%		86.72%		-		-		-		-		-		-

				982		広島県		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		広島県森林整備・農業振興財団 ヒロシマケン シンリン セイビ ノウギョウ シンコウ ザイダン		森林整備，農地集積，新規就農促進，林業従事者の育成確保などを総合的に実施		2,103		452		3		26				0		0		0.00%		3.75%		-		-		-		-				1,652		-		-		○		▲50		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				983		広島県広島市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		広島市都市整備公社		学校建設・下水道施設等の管理		2,495		2,168		217		0				823		0		0.29%		11.25%		-		-		-		-				328		-		-				83		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				984		広島県広島市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		広島市文化財団 ブンカ ザイダン		市民の文化活動の振興、生涯学習を支援する体制の整備等		3,981		2,884		2,174		0				0		266		0.09%		11.25%				0		252		14				1,097		1,220		▲123		◎		▲112		▲266		155				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				985		広島県広島市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		広島駅南口開発		再開発ビルの管理運営		32,406		27,583		3,762		4,150				0		0		0.00%		11.25%				0		0		0				4,824		4,487		337				496		71		425				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				986		広島県広島市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		広島高速交通 ヒロシマ コウソク コウツウ		広島新交通１号線（アストラムライン）の運営管理		35,319		35,777		5,100		15,892				15,500		0		5.53%		11.25%				15,500		0		0		◎		▲459		▲928		470				626		459		167				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				987		広島県広島市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		広島地下街開発		地下街の管理運営		13,744		20,204		5,500		6,672				12,422		0		4.43%		11.25%				12,764		0		▲343		●		▲6,460		▲6,402		▲59		●		▲58		▲25		▲33				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		988		広島県広島市		地方道路公社 チホウ ドウロ コウシャ		広島高速道路公社 ヒロシマ コウソク ドウロ コウシャ		都市高速道路の新設，改築，維持，修繕等		375,072		295,483		39,728		33,813		●		88,440		0		31.53%		11.25%		○		87,066		0		1,375				79,590		79,090		500				0		0		0				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				989		広島県呉市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		呉市土地開発公社 クレシ トチカイハツコウシャ		公有用地の取得，造成及び処分		5,642		3,707		5		0				3,433		0		5.92%		11.25%				4,418		0		▲986				1,936		1,936		1				1		1		▲1				1,996		1,996		3.44%		3.44%		2,010		2,010		▲14		▲14		2,632		2,632		2,632		100.00%		100.00%		2,647		2,647		2,647		▲15		▲15		▲15

				990		広島県呉市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		斎島汽船 イツキ シマ キセン		斎島航路，三角航路の運営		23		48		10		0				0		58		0.10%		11.25%				0		36		22		●		▲25		▲15		▲11		●		▲37		▲27		▲11				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				991		広島県尾道市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		尾道駅前都市開発		尾道駅前再開発ビルの管理運営		1,102		496		150		0				0		200		0.56%		11.58%				225		0		▲25				606		574		33				51		39		12				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				992		広島県福山市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		福山市土地開発公社 フクヤマシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地先行取得・内陸団地造成事業		2,375		441		5		13				427		0		0.43%		11.25%				1,252		0		▲826				1,935		1,878		58				58		161		▲104				1,487		1,358		1.49%		1.36%		1,809		1,417		▲322		▲59		1,754		1,754		1,624		100.00%		92.60%		2,688		2,688		2,255		▲934		▲934		▲631

				993		広島県府中市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		府中市土地開発公社 フチュウシ トチ カイハツ コウシャ		土地の取得、造成その他管理及び処分		1,514		1,195		2		342				845		0		7.05%		13.06%				1,090		0		▲245				319		272		47				47		61		▲14		◎		1,415		1,415		11.81%		11.81%		1,680		1,680		▲265		▲265		1,415		1,415		1,415		100.00%		100.00%		1,680		1,680		1,680		▲265		▲265		▲265

				994		広島県大竹市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		阿多田島汽船 アタ タ シマ キセン		離島への旅客定期，不定期航路事業		50		96		2		0				0		20		0.26%		13.86%				0		20		0		◎		▲46		▲47		2				2		▲5		6				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				995		広島県大竹市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		大竹市土地開発公社 オオタケシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の先行取得，公社独自の団地造成事業等		3,496		3,804		5		1,100				0		0		0.00%		13.86%				0		0		0		●		▲309		▲293		▲17		◎		▲17		▲86		70				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		3,440		2,719		2,719		79.04%		79.04%		4,362		2,751		2,751		▲922		▲32		▲32

				996		広島県東広島市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		東広島市土地開発公社		公共用地の取得、造成その他の管理及び処分		2,387		2,290		3		0				1,503		0		3.48%		11.38%				1,503		0		0				98		48		51				51		7		44				1,371		365		3.18%		0.85%		1,175		368		196		▲3		2,247		1,208		393		53.76%		17.49%		1,544		1,208		400		703		0		▲7

				997		広島県廿日市市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		廿日市市土地開発公社 ハツカイチシ ト チ カイハツ コウシャ		公共用地、公用地等の取得、管理、処分等		3,013		2,409		5		0				2,279		0		8.38%		11.95%				1,705		0		574				605		661		▲57		◎		▲57		▲368		312				407		407		1.50%		1.50%		444		444		▲37		▲37		2,408		407		407		16.90%		16.90%		2,234		444		444		174		▲37		▲37

				998		広島県安芸高田市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		安芸高田アグリフーズ アキタカタ		精米・無洗米と惣菜の製造販売		626		609		12		0				241		0		1.79%		12.91%				241		0		0				17		▲62		79				79		85		▲7				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				999		広島県江田島市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		江田島市土地開発公社 エタジマ シ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の取得・造成・処分		130		110		5		110				0		0		0.00%		13.33%				0		0		0				20		20		▲1		●		▲1		▲1		▲1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		120		120		120		100.00%		100.00%		120		120		120		0		0		0

				1000		広島県府中町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		府中町土地開発公社 フチュウチョウ トチカイハ		公共用地の先行取得、管理		1,525		1,362		5		0		◎		1,362		0		14.78%		13.48%		○		1,564		0		▲202				163		163		▲1		○		▲1		1		▲1		◎		1,480		1,291		16.06%		14.01%		1,539		1,209		▲59		82		1,515		1,479		1,291		97.62%		85.19%		1,721		1,539		1,209		▲206		▲60		82

				1001		山口県		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		山口県環境保全事業団		産業廃棄物最終処分場の設置・運営		2,448		1,590		22		479				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				858		671		188				298		282		16				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1002		山口県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		やまぐち産業振興財団		県内の産業技術の高度化、中小企業等の振興発展、新たな産業の創出支援		10,738		6,726		2,344		5,816				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				4,013		4,048		▲36		●		▲36		▲11		▲25				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1003		山口県		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		山口県国際総合センター ヤマグチケン コクサイ ソウゴウ		国際経済交流の促進、産業及び貿易の振興		2,707		1,763		509		0				0		30		0.01%		3.75%				0		48		▲18				944		886		58				58		54		5				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1004		山口県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		やまぐち農林振興公社（林業公社） ノウリン シンコウ コウシャ リンギョウ コウシャ		農地中間管理・担い手支援・森林整備・緑化推進		49,988		37,905		24		22,289		●		13,998		1,470		4.07%		3.75%		○		14,017		0		1,450				12,084		12,083		1				1		▲4		5				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1005		山口県		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		やまぐち森林担い手財団 シンリン ニナ テ ザイダン		林業担い手確保・育成		300		5		103		5				0		0		0.00%		3.75%				0		3		▲3				295		292		4				4		3		2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1006		山口県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		テレビ山口 ヤマグチ		テレビ番組制作・放送		5,462		1,335		25		39				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				4,128		3,751		377				547		478		69				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1007		山口県下関市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		下関市土地開発公社 シモノセキ シ トチ カイハツ コウシャ		土地の取得、造成その他の管理及び処分		2,751		2,671		10		600				2,050		0		3.02%		11.25%				2,229		0		▲179				80		195		▲116		●		▲116		▲28		▲89				2,650		2,650		3.90%		3.90%		2,840		2,840		▲190		▲190		2,675		2,675		2,675		100.00%		100.00%		2,899		2,899		2,899		▲224		▲224		▲224

				1008		山口県萩市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		萩海運		離島航路の旅客、貨物の海上運送		36		313		86		0				300		40		1.74%		12.52%				320		40		▲20		◎		▲278		▲347		69				69		▲80		149				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1009		山口県防府市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		防府市土地開発公社		土地の先行取得、造成、処分		1,731		1,211		10		0				1,211		0		5.29%		12.24%				1,394		0		▲184				521		521		▲1		◎		▲1		▲2		2				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		1,237		27		27		2.16%		2.16%		1,675		27		27		▲438		1		1

				1010		山口県防府市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		防府地域振興 ホウフ チイキ シンコウ		再開発ビルの駐車場の管理・運営		2,458		24		1,210		0				10		0		0.04%		12.24%				27		0		▲18				2,435		2,410		25				37		35		2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1011		山口県下松市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		下松市笠戸島開発センター クダマツシ カサ トジマ カイハツ		笠戸島家族旅行村の運営		152		135		71		88				0		0		0.00%		13.12%				0		0		0				18		17		2		●		▲19		▲11		▲9				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1012		山口県岩国市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		岩国市土地開発公社 イワクニシ トチ カイハツ コウシャ		先行用地の取得並びに公有用地の管理及び処分		2,195		1,448		10		232				1,192		338		4.09%		11.53%				1,947		261		▲680				747		750		▲3		○		▲3		2		▲5				1,019		1,019		2.73%		2.73%		1,250		1,178		▲231		▲159		1,304		1,019		1,019		78.14%		78.14%		2,160		1,475		1,403		▲856		▲456		▲384

				1013		山口県光市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		牛島海運 ウシ シマ カイウン		離島への一般旅客定期航路事業		11		29		8		0				28		0		0.22%		12.95%				22		0		6		◎		▲19		▲20		2		◎		▲44		▲46		2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1014		山口県光市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		光市土地開発公社 ヒカリシ トチ カイハツ コウシャ		住宅用地の造成、分譲		283		101		10		0				100		50		1.15%		12.95%				263		150		▲263				182		118		65		○		▲13		83		▲96				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		177		0		0		0.00%		0.00%		261		0		0		▲84		0		0

				1015		山口県柳井市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		平郡航路 ヘイグン コウロ		離島との旅客貨物運送業務		40		23		10		0				13		0		0.13%		13.34%				20		0		▲7				17		7		11				11		6		6				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1016		山口県柳井市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		柳井市土地開発公社		土地の取得、造成、処分		275		275		10		275				0		275		2.75%		13.34%				270		15		▲10				1		4		▲3		○		▲3		2		▲5				245		245		2.46%		2.46%		258		258		▲13		▲13		245		245		245		100.00%		100.00%		258		258		258		▲13		▲13		▲13

				1017		山口県周南市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		大津島巡航 オオヅ シマ ジュンコウ		大津島～徳山航路での定期船の運行		59		160		14		0				119		0		0.32%		11.55%				149		0		▲30		◎		▲101		▲139		39				39		▲16		54				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1018		山口県周南市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		周南バルクターミナル シュウナン		石炭等バルクカーゴに係る倉庫業		7,560		7,190		15		831				0		0		0.00%		11.55%				0		0		0				371		380		▲9				226		9		217				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1019		山口県山陽小野田市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		山陽小野田市土地開発公社 サンヨウ オノダシ トチ カイハツ コウシャ		公有地の先行取得		2,306		2,084		10		0		◎		2,084		0		13.05%		12.71%		○		2,137		0		▲54				223		224		▲1		◎		▲1		▲12		12		◎		2,005		2,005		12.57%		12.57%		2,138		2,138		▲133		▲133		2,112		2,112		2,112		100.00%		100.00%		2,259		2,259		2,259		▲147		▲147		▲147

				1020		山口県和木町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		和木町土地開発公社 ワキ チョウ トチ カイハツ コウシャ		土地の取得及び処分		561		435		5		0		○		435		316		32.38%		15.00%				260		0		491				126		98		29				34		▲5		39		◎		244		242		10.53%		10.42%		318		318		▲74		▲76		553		243		241		43.93%		43.57%		350		318		318		203		▲75		▲77

				1021		山口県上関町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		上関航運		離島旅客船の運営		9		53		18		0				50		0		2.50%		15.00%				25		0		25		●		▲45		▲25		▲21		●		▲57		▲38		▲20				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1022		山口県平生町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		平生町土地開発公社 ヒラオチョウ トチ カイハツ コウシャ		公有地となるべき土地の取得		58		49		5		0				49		0		1.36%		15.00%				48		0		1				9		10		▲1		●		▲1		▲1		▲1				53		53		1.46%		1.46%		52		52		1		1		53		53		53		100.00%		100.00%		52		52		52		1		1		1

				1023		徳島県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		徳島県農業開発公社		農用地の流動化促進		60		52		1		9				16		0		0.01%		3.75%				8		0		9				8		12		▲5		●		▲5		▲3		▲3				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1024		徳島県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		とくしま産業振興機構 サンギョウ シンコウ キコウ		県内中小企業支援		51,876		50,647		6		10,536		○		38,800		0		14.68%		3.75%				2,082		0		36,719				1,230		1,511		▲281				20		7		14				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1025		徳島県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		徳島県国際交流協会 トクシマケン コクサイコウリュウキョウカイ		国際交流推進・在県外国人の支援		577		55		500		46				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				523		520		4				4		4		▲1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1026		徳島県		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		徳島県土地開発公社 トクシマケン トチ カイハツ コウシャ		公共用地、公用地の取得、管理、処分を行う		781		310		10		0				243		0		0.09%		3.75%				341		0		▲99				471		487		▲16		●		▲15		▲10		▲5				242		242		0.09%		0.09%		242		242		0		0		242		242		242		100.00%		100.00%		340		242		242		▲98		0		0

		●		1027		徳島県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		関西国際空港土地保有 カンサイ コクサイ クウコウ トチ ホユウ		関西国際空港の空港用地の保有及び管理、関西国際空港の空港用地の新関西国際空港株式会社への貸付け		1,470,797		825,710		3,339		310				0		0		0.00%		3.75%		-		-		-		-				645,087		-		-				15,438		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1028		徳島県徳島市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		徳島都市開発 トクシマ トシカイハツ		再開発ビルの賃貸		11,045		7,158		650		152				0		0		0.00%		11.25%		-		-		-		-				3,887		-		-				504		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1029		徳島県徳島市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		徳島市土地開発公社 トクシマシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の取得及び処分		584		534		5		0				531		3		0.98%		11.25%				531		350		▲348				51		51		▲1		○		▲1		1		▲2				533		533		0.98%		0.98%		531		488		2		45		533		533		533		100.00%		100.00%		531		531		488		2		2		45

				1030		徳島県小松島市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		小松島市土地開発公社 コマツシマシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地、公用地等の取得、管理、処分等		33		15		11		0				15		0		0.16%		13.50%				15		0		0				18		18		▲1		◎		▲1		▲1		1				0		0		0.00%		0.00%		19		19		▲19		▲19		19		19		19		100.00%		100.00%		19		19		19		0		0		0

				1031		徳島県阿南市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		阿南市土地開発公社 アナンシ トチ カイハツ コウシャ		公有地の取得・造成・処分		689		590		5		0				590		0		2.87%		12.44%				591		0		▲1				99		98		2				2		2		1				676		676		3.29%		3.29%		676		676		0		0		676		676		676		100.00%		100.00%		676		676		676		0		0		0

				1032		徳島県美馬市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		ミマコンポスト		畜糞等を利用した堆肥の製造及び販売		52		36		1		0				12		0		0.09%		13.00%				23		0		▲12				17		13		4				4		8		▲5				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1033		徳島県三好市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		池田ケーブルネットワーク		テレビ放送の再送信と自社製作放送、インターネットサービス		283		53		50		0				30		0		0.19%		12.71%				45		0		▲15				231		173		58				73		▲10		83				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1034		徳島県三好市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		三好市土地開発公社		公有用地の先行取得、管理、処分		209		187		6		174				0		0		0.00%		12.71%		-		-		-		-				23		-		-				0		-		-				0		0		0.00%		0.00%		-		-		-		-		173		112		112		64.45%		64.45%		-		-		-		-		-		-

				1035		徳島県上勝町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		かみかついっきゅう		上勝町月ヶ谷温泉交流施設､キャンプ場、テニスコート等の管理		56		24		54		1				0		0		0.00%		15.00%		-		-		-		-				33		-		-				8		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1036		徳島県上勝町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		上勝バイオ カミカツ		菌床人工ホダ木、菌床椎茸栽培販売		132		98		331		20				0		0		0.00%		15.00%		-		-		-		-				34		-		-		○		▲90		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1037		徳島県那賀町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		きとうむら		農産物加工品の製造販売		326		371		5		275				0		0		0.00%		14.04%		-		-		-		-		○		▲45		-		-				1		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1038		徳島県松茂町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		松茂町土地開発公社		土地の取得、造成、管理及び処分		42		12		3		12				0		0		0.00%		15.00%		-		-		-		-				30		-		-		○		▲1		-		-				0		0		0.00%		0.00%		-		-		-		-		37		37		37		100.00%		100.00%		-		-		-		-		-		-

				1039		徳島県板野町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		板野町土地開発公社 イタノチョウ トチ カイハツ コウシャ		公共用地、公用地等の取得、管理、処分等		406		264		3		264				0		0		0.00%		15.00%		-		-		-		-				143		-		-		○		▲1		-		-				0		0		0.00%		0.00%		-		-		-		-		402		402		402		100.00%		100.00%		-		-		-		-		-		-

				1040		香川県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		高松空港ビル		空港ビルの管理、運営		3,071		795		467		0				0		368		0.14%		3.75%				0		409		▲41				2,276		2,165		112				169		121		49				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1041		香川県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		かがわ産業支援財団		新産業の創出、地域企業の経営基盤の強化、産業技術の高度化、科学技術の振興等		19,802		12,789		3,078		11,573				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				7,013		7,034		▲21		◎		▲51		▲67		17				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1042		香川県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		香川県農地機構		農地中間管理事業		2,342		820		1,266		8				45		0		0.02%		3.75%				73		0		▲29				1,523		1,526		▲4		○		▲4		16		▲20				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1043		香川県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		瀬戸大橋高速鉄道保有		鉄道施設の改良工事及びその施設の貸付等		1,048		1,560		32		110				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0		●		▲512		▲463		▲50		◎		▲50		▲66		16				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1044		香川県高松市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		高松市土地開発公社 タカマツシ トチ カイハツ コウシャ		公有用地などの取得、管理、処分		8,151		8,102		5		8,102				0		0		0.00%		11.25%				0		0		0				50		49		1				1		1		1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		8,102		7,744		7,744		95.58%		95.58%		8,803		8,444		8,444		▲701		▲700		▲700

				1045		香川県丸亀市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		丸亀市土地開発公社		土地の先行・代行取得		1,349		1,125		5		1,102				0		0		0.00%		12.10%				0		0		0				224		223		1				1		1		1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		1,287		1,083		999		84.18%		77.67%		1,196		1,038		998		91		45		1

				1046		香川県丸亀市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		中讃ケーブルビジョン		ケーブルテレビ放送局		1,124		1,348		109		0				359		0		1.44%		12.10%				536		0		▲178		◎		▲224		▲256		33				55		55		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1047		香川県善通寺市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		善通寺市土地開発公社 ゼ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の取得・処分		318		215		5		215				0		215		2.71%		13.77%				0		215		0				104		99		6				6		5		1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		244		244		234		100.00%		95.77%		244		244		187		0		0		47

				1048		香川県さぬき市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		さぬき市土地開発公社 シ トチ カイハツ コウシャ		土地の先行取得・処分		677		664		5		0				664		85		4.70%		12.72%				748		0		0				14		13		1				1		▲1		1				663		663		4.17%		4.17%		747		747		▲84		▲84		663		663		663		100.00%		100.00%		747		747		747		▲84		▲84		▲84

				1049		香川県東かがわ市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		東かがわ市土地開発公社 ヒガシ シ トチ カイハツ コウシャ		公共用地、公有用地等の取得、管理、処分等		568		414		5		0				414		0		4.12%		13.33%				739		0		▲326				155		155		▲1		○		▲1		12		▲13				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		534		120		120		22.38%		22.38%		893		120		38		▲359		▲1		82

				1050		香川県三豊市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		三豊市土地開発公社 ミトヨシ トチ カイハツ コウシャ		公有用地、公有地の取得等		1,012		1,422		5		1,028				385		0		1.85%		12.42%				748		0		▲363		◎		▲411		▲416		6				4		▲1		4				32		32		0.15%		0.15%		30		30		2		2		973		618		618		63.50%		63.50%		1,335		618		618		▲362		▲1		▲1

				1051		香川県土庄町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		土庄町土地開発公社 トノショウチョウ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の取得および管理		216		203		5		0				202		0		4.24%		15.00%				202		0		0				14		14		1				1		1		0				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		206		0		0		0.00%		0.00%		206		0		0		0		0		0

				1052		香川県小豆島町		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		岬の分教場保存会 ミサキ ブンキョウジョウ ホゾンカイ		木造校舎と教育観光施設の管理運営		494		116		7		35				0		0		0.00%		14.62%				0		0		0				378		385		▲7				5		11		▲6				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1053		香川県三木町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		三木町土地開発公社 ミキチョウ トチ		土地の取得、造成、処分		169		158		5		158				0		0		0.00%		14.54%				0		0		0				11		11		▲1		●		▲1		▲1		▲1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		157		131		0		83.57%		0.00%		157		21		0		0		110		0

				1054		香川県宇多津町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		宇多津町土地開発公社 ウタヅチョウ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の先行取得		222		147		5		0				147		179		8.15%		15.00%				326		0		0				75		75		1				1		1		▲1				147		147		3.68%		3.68%		326		326		▲179		▲179		199		199		199		100.00%		100.00%		377		377		377		▲178		▲178		▲178

				1055		香川県多度津町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		多度津町土地開発公社 タドツチョウ トチ カイハツ コウシャ		公共土地・公用地等の取得		1,541		1,489		5		0		◎		1,489		0		27.10%		14.70%		○		1,672		0		▲184				53		53		1				1		1		▲1		◎		1,529		1,529		27.84%		27.84%		1,671		1,671		▲142		▲142		1,529		1,529		1,529		100.00%		100.00%		1,712		1,712		1,712		▲183		▲183		▲183

				1056		愛媛県		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		愛媛県廃棄物処理センター エヒメケン ハイキブツ ショリ		一般廃棄物及び産業廃棄物処理		2,624		2,440		3		1,563				0		1,643		0.46%		3.75%				0		1,833		▲190				184		161		24				27		▲87		113				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1057		愛媛県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		えひめ産業振興財団 サンギョウ シンコウ ザイダン		地域産業の高度化及び新事業創出の支援を行うとともに、県内中小企業等の情報化などを促進している。		15,874		13,019		900		10,621				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				2,855		2,924		▲70		○		▲74		2		▲76				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1058		愛媛県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		えひめ農林漁業振興機構 ノウリン ギョギョウ シンコウ キコウ		農地利用の集約化高度化を促進するとともに、農林漁業後継者の確保育成を図る。		1,546		408		11		76				13		0		0.00%		3.75%				17		0		▲4				1,139		1,139		1				1		▲11		11				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1059		愛媛県今治市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		今治勤労福祉事業団		勤労福祉施設の管理		140		81		36		18				0		0		0.00%		11.29%				0		0		0				59		50		10				16		6		10				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1060		愛媛県今治市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		今治市土地開発公社 イマバリシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の取得、管理、処分		3,289		2,994		10		2,994				0		0		0.00%		11.29%				0		0		0				295		296		▲1		◎		▲1		▲1		1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		2,994		2,994		0		100.00%		0.00%		2,994		2,994		0		▲1		▲1		0

				1061		愛媛県宇和島市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		宇和島市土地開発公社		公有地の取得・造成・管理・処分等		497		492		5		492				0		0		0.00%		11.96%				0		0		0				5		5		0				0		395		▲395				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		491		0		0		0.00%		0.00%		491		0		0		▲1		0		0

				1062		愛媛県新居浜市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		新居浜市土地開発公社 ニイハマシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の先行取得		1,456		1,397		10		279				1,097		0		4.02%		11.95%				971		0		126				60		60		1				1		1		1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		1,244		126		0		10.15%		0.00%		1,179		126		0		65		0		0

				1063		愛媛県西条市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		西条市土地開発公社 サイジョウシ トチ カイハツ コウシャ		土地の先行取得及び造成、管理等を行う。		130		24		5		24				0		0		0.00%		11.94%				0		0		0				107		106		1				1		3		▲2				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		28		28		28		100.00%		100.00%		32		32		32		▲4		▲4		▲4

				1064		愛媛県大洲市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		大洲市土地開発公社 オオズシ トチ カイハツ コウシャ		公用地の先行取得		163		152		5		0				152		0		0.97%		12.73%				295		0		▲143				11		9		2				91		11		81				152		152		0.97%		0.97%		293		293		▲141		▲141		152		152		152		100.00%		100.00%		293		293		293		▲141		▲141		▲141

				1065		愛媛県大洲市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		ひじかわ開発 カイハツ		ホテル、食堂の経営		73		17		30		4				0		0		0.00%		12.73%		-		-		-		-				56		-		-				1		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1066		愛媛県西予市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		あけはまシーサイドサンパーク		ふるさと創生館、民宿故郷、オートキャンプ場、塩風呂の管理運営		41		34		30		0				10		0		0.06%		12.67%				17		0		▲7				7		▲2		8				14		▲7		21				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1067		愛媛県西予市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		西予ＣＡＴＶ		有線テレビジョン放送の再送信及び自主放送		196		109		53		60				60		0		0.36%		12.67%				112		0		▲52				88		57		31				42		40		3				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1068		愛媛県西予市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		西予市土地開発公社		公共用地、公有地等の取得・管理処分等		443		236		10		0				236		0		1.41%		12.67%				284		0		▲49				208		195		13				13		▲1		13				235		97		1.41%		0.58%		409		74		▲174		23		397		397		125		100.00%		31.48%		417		409		74		▲20		▲12		51

				1069		愛媛県松前町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		松前町土地開発公社		公共用地、公用地等の取得、管理、処分		68		53		5		53				0		0		0.00%		14.21%				0		0		0				15		16		▲1		●		▲1		▲1		▲1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		55		0		0		0.00%		0.00%		55		0		0		0		0		0

				1070		高知県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		高知県産業振興センター コウチケン サンギョウ シンコウ		中小企業等の経営の革新や創業の促進等に関する事業を行う		15,268		12,782		41		10,645				37		0		0.01%		3.75%				64		0		▲28				2,487		2,573		▲86		○		▲2		7		▲9				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1071		高知県		一般社団法人 イッパン シャダンホウジン		高知県森林整備公社（林業公社） コウチケン シンリン セイビ コウシャ リンギョウ コウシャ		分収林事業による森林の整備		26,742		27,731		30		21,777				5,826		0		2.12%		3.75%				6,099		0		▲273		●		▲989		▲905		▲84				2		▲95		97				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1072		高知県		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		高知県土地開発公社 コウチケン トチ カイハツ コウシャ		公共施設用地等の取得、管理及び処分		8,610		8,196		10		0				7,834		0		2.84%		3.75%				7,857		0		▲24				415		399		16				3		▲2		4				5,931		5,931		2.15%		2.15%		6,482		6,482		▲551		▲551		8,268		6,027		6,027		72.89%		72.89%		8,391		6,482		6,482		▲123		▲455		▲455

				1073		高知県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		高知県農業公社 コウチケン ノウギョウ コウシャ		農地中間管理事業、青年農業者等就農支援事業等		304		247		5		223				0		0		0.00%		3.75%		-		-		-		-				57		-		-				2		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1074		高知県安芸市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		安芸市土地開発公社 アキシ トチ カイハツ コウシャ		公有地の拡大の推進		440		215		5		0				215		0		3.22%		14.17%				215		0		0				225		223		3				3		4		▲1				215		215		3.22%		3.22%		232		232		▲17		▲17		419		419		419		100.00%		100.00%		418		418		418		1		1		1

				1075		高知県南国市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		南国市土地開発公社 ナンコクシ トチ カイハツ コウシャ		公共事業等に係る用地先行取得		124		111		5		111				0		0		0.00%		13.13%				0		0		0				13		13		▲1		◎		▲1		▲1		0				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		111		111		43		100.00%		38.52%		111		111		43		▲1		▲1		▲1

				1076		高知県須崎市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		須崎市土地開発公社 スサキシ トチ カイハツ コウシャ		市有地他公共用地等の売買、公共事業に必要とする土地の取得・造成・管理		505		273		6		0				198		0		2.65%		13.90%				196		0		3				232		232		▲1		◎		▲1		▲1		1				62		60		0.83%		0.80%		61		52		1		8		494		358		355		72.52%		71.84%		491		355		346		3		3		9

				1077		高知県宿毛市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		西南地域ネットワーク		有線一般放送（テレビジョン）事業および電気通信事業		420		441		20		94				56		0		0.80%		14.07%				105		0		▲49		○		▲22		10		▲31		●		▲29		▲23		▲7				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1078		高知県土佐清水市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		土佐清水市土地開発公社 トサシミズシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の取得、造成、管理、処分		222		215		10		182				0		0		0.00%		14.72%				0		0		0				8		16		▲8		●		▲8		▲6		▲3				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		150		142		103		94.75%		68.74%		144		144		105		6		▲2		▲2

				1079		高知県香南市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		香南市土地開発公社 コウナンシ トチ カイハツ コウシャ		土地の先行取得に関する業務		295		204		10		0				203		0		1.77%		13.12%				188		0		15				92		93		▲2		○		▲2		3		▲4				213		213		1.85%		1.85%		188		188		25		25		265		250		250		94.19%		94.13%		248		248		248		17		2		2

				1080		高知県本山町		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		本山町農業公社 モ ノウギョウ コウシャ		米及び種苗生産販売等		94		46		9		15				0		15		0.65%		15.00%		-		-		-		-				49		-		-				1		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1081		高知県本山町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		れいほく地域振興 チイキ シンコウ		飲食店・地場産品加工販売		3		29		10		13				0		0		0.00%		15.00%		-		-		-		-		○		▲26		-		-		○		▲6		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1082		高知県大川村		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		むらびと本舗 ホンポ		畜産生産加工販売業（鶏、牛）		257		193		45		10				0		0		0.00%		15.00%		-		-		-		-				64		-		-				36		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1083		高知県梼原町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		梼原町土地開発公社 ユスハラチョウ トチ カイハツ コウシャ		公用地の取得、道路用地の代行取得		22		17		4		14				0		0		0.00%		15.00%				0		0		0				6		6		▲1		○		▲1		1		▲1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		8		8		0		100.00%		0.00%		9		9		0		▲1		▲1		0

				1084		高知県三原村		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		三原村農業公社 ミハラムラ ノウギョウ コウシャ		農業振興に係る業務		959		68		60		15				0		0		0.00%		15.00%		○		0		0		0				892		971		▲80		●		▲80		▲40		▲40				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1085		高知県三原村		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		三原村土地開発公社 ミハラムラ トチ カイハツ コウシャ		公有用地等の取得		263		189		5		189				0		0		0.00%		15.00%				189		0		▲189				74		75		▲1		●		▲1		▲1		▲1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		248		106		36		42.77%		14.53%		249		105		9		▲1		1		27

				1086		高知県黒潮町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		黒潮町缶詰製作所 ＠ク		缶詰食品の製造及び販売		39		27		23		10				0		10		0.19%		14.80%		-		-		-		-				12		-		-		○		▲15		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1087		福岡県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		福岡県農業振興推進機構 フクオカケン ノウギョウ シンコウ スイシン キコウ		農地中間管理事業、農業の担い手の確保及び育成事業		2,628		2,129		130		1,610				74		0		0.01%		3.75%				69		0		5				500		508		▲8		◎		▲6		▲10		5				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1088		福岡県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		福岡県中小企業振興センター フクオカケン チュウショウ キギョウ シンコウ		中小企業支援の中核拠点として、中小企業の経営の健全化を促進		5,325		3,442		2,042		2,049				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				1,883		2,313		▲430		◎		▲127		▲390		264				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1089		福岡県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		福岡県産業・科学技術振興財団 フクオカケン サンギョウ カガク ギジュツ シンコウ ザイダン		福岡県における科学技術の振興		3,793		1,297		895		87				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				2,496		2,728		▲232		◎		▲227		▲276		50				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1090		福岡県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		福岡県教育文化奨学財団 フクオカケン キョウイク ブンカ ショウガク ザイダン		教育文化活動の助成及び振興、福岡県青少年科学館の管理・運営、奨学金の貸与、福岡県学生会館の運営		40,345		36,829		2,000		36,070				846		0		0.09%		3.75%				916		0		▲71				3,517		3,180		337		◎		▲240		▲306		67				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1091		福岡県		地方道路公社 チホウ ドウロ コウシャ		福岡県道路公社 フクオカケン ドウロ コウシャ		一般有料道路の建設及び管理		93,990		67,321		19,280		0				23,332		0		2.37%		3.75%				25,999		0		▲2,667				26,670		26,670		0				0		0		0				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1092		福岡県		地方道路公社 チホウ ドウロ コウシャ		福岡北九州高速道路公社 フクオカ キタキュウシュウ コウソク ドウロ コウシャ		指定都市高速道路の建設及び管理		1,257,344		1,035,069		110,649		52,223		◎		258,631		0		26.31%		3.75%		○		268,928		0		▲10,297				222,276		222,226		50				50		51		▲1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1093		福岡県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		水素エネルギー製品研究試験センター スイソ セイヒン ケンキュウ シケン		水素エネルギー新産業の育成・集積		4,084		261		50		112				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				3,824		4,074		▲251				216		115		102				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1094		福岡県北九州市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		皿倉登山鉄道 サラ クラ トザン テツドウ		鋼索鉄道（ケーブル）事業		102		81		10		72				0		0		0.00%		11.25%				0		0		0				22		7		15				15		12		4				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1095		福岡県北九州市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		北九州高速鉄道 キタキュウシュウ コウソク テツドウ		北九州モノレールの運営		18,234		5,286		3,000		1,300				0		0		0.00%		11.25%				0		0		0				12,949		12,981		▲33		◎		▲47		▲67		21				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1096		福岡県北九州市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		北九州紫川開発 キタキュウシュウ ムラサキ カワ カイハツ		再開発ビル（商業施設及び駐車場等）の所有、賃貸、管理運営		10,039		3,160		1,527		1,125				0		0		0.00%		11.25%				0		0		0				6,879		6,826		54				82		81		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1097		福岡県北九州市		地方住宅供給公社 チホウ ジュウタク キョウキュウ コウシャ		北九州市住宅供給公社 キタキュウシュウシ ジュウタク キョウキュウ コウシャ		分譲住宅の建設・販売、賃貸住宅の建設・管理、市営住宅の維持管理等。		18,240		11,260		11		1,193				0		0		0.00%		11.25%				0		2,569		▲2,569				6,981		6,805		176				176		81		96				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1098		福岡県北九州市		地方道路公社 チホウ ドウロ コウシャ		北九州市道路公社 キタキュウシュウシ ドウロ コウシャ		有料道路「若戸大橋」及び「新若戸道路」の維持管理、料金徴収		12,536		11,794		743		0				6,008		0		2.42%		11.25%				6,523		0		▲516				743		743		0				0		0		0				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1099		福岡県北九州市		地方道路公社 チホウ ドウロ コウシャ		福岡北九州高速道路公社 フクオカ キタキュウシュウ コウソク ドウロ コウシャ		指定都市高速道路の建設及び管理		1,257,344		1,035,069		28,748		21,202		◎		100,418		0		40.38%		11.25%		○		103,579		0		▲3,162				222,276		222,226		50				50		51		▲1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1100		福岡県福岡市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		福岡コンベンションセンター		コンベンション施設の管理・運営		13,293		4,663		185		0				4,138		0		1.16%		11.25%				5,132		0		▲995				8,630		8,008		623				647		893		▲247				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1101		福岡県福岡市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		福岡市水産加工公社		魚滓の再生利用(魚粉等の製造販売)		805		646		10		0				589		0		0.16%		11.25%				737		0		▲148				159		101		59		●		▲89		▲87		▲2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1102		福岡県福岡市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		福岡市教育振興会		高校生等への奨学金の貸与等		7,058		5,872		29		0				0		5,946		1.66%		11.25%				0		5,817		130				1,186		1,133		54				0		▲1		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1103		福岡県福岡市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		福岡市施設整備公社		市有建築物の維持保全，学校施設等の建設・貸付け及び譲渡		18,764		18,572		200		0				16,959		149		4.78%		11.25%				17,443		95		▲431				192		222		▲31		○		▲31		4		▲35				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1104		福岡県福岡市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		福岡市土地開発公社		土地の取得，造成，管理，処分		8,182		6,136		40		1,542				4,576		0		1.28%		11.25%				6,116		0		▲1,541				2,046		2,036		10		●		▲24		▲18		▲6				3,171		1,940		0.89%		0.54%		4,556		3,150		▲1,385		▲1,210		6,306		3,219		1,988		51.05%		31.52%		8,059		4,556		3,150		▲1,753		▲1,337		▲1,162

				1105		福岡県福岡市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		ふくおか環境財団		廃棄物（ごみ・し尿）の収集・運搬		5,518		3,145		20		0				2,775		0		0.78%		11.25%				3,173		0		▲399				2,374		2,366		9				13		23		▲10				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1106		福岡県福岡市		地方道路公社 チホウ ドウロ コウシャ		福岡北九州高速道路公社		指定都市高速道路の建設及び管理		1,257,344		1,035,069		81,901		41,626		◎		147,600		0		41.27%		11.25%		○		156,203		0		▲8,603				222,276		222,226		50				50		51		▲1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1107		福岡県大牟田市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		大牟田市土地開発公社 オオムタシトチカイハツコウシャ		公有地、住宅用地、工業団地の取得・造成・処分及び造成地での賃貸		775		244		5		236				0		0		0.00%		11.88%		-		-		-		-				531		-		-				6		-		-				0		0		0.00%		0.00%		-		-		-		-		495		258		258		52.09%		52.09%		-		-		-		-		-		-

				1108		福岡県久留米市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		久留米市開発公社 クルメ シ カイハツ コウシャ		産業団地開発分譲		6,228		3,472		2		0				3,109		0		4.58%		11.25%				3,664		0		▲556				2,756		2,695		62				62		49		14				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1109		福岡県久留米市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		久留米市土地開発公社 クルメ シ トチ カイハツ コウシャ		公有用地先行取得		2,245		2,030		7		0				1,891		0		2.79%		11.25%				2,016		0		▲125				215		215		1				1		1		▲1				664		636		0.98%		0.94%		727		699		▲63		▲63		1,871		709		681		37.89%		36.40%		2,260		727		699		▲389		▲18		▲18

				1110		福岡県久留米市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		久留米都市開発ビル		再開発ビルの賃貸		2,477		2,352		20		2,124				0		0		0.00%		11.25%				0		0		0				126		125		1				1		5		▲4				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1111		福岡県直方市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		直方市土地開発公社 ノオ		地域の整備を図るために必要な公有地となる土地を市に代わり先行取得する		479		405		5		305				100		305		3.10%		12.94%				100		305		0				74		74		▲1		○		▲1		3		▲3				262		262		2.01%		2.01%		456		456		▲194		▲194		458		458		458		100.00%		100.00%		456		456		456		2		2		2

				1112		福岡県飯塚市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		飯塚市土地開発公社 イイヅカシ トチ カイハツ コウシャ		市有土地の買収及びあっせん		1,614		1,594		8		1,539				0		0		0.00%		11.66%				0		0		0				20		11		10				10		▲2		11				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		1,584		1,511		1,511		95.37%		95.37%		1,711		1,638		1,638		▲127		▲127		▲127

				1113		福岡県八女市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		立花ワイン		ワイン製造、販売		36		9		5		0				3		0		0.01%		12.42%				5		0		▲2				28		27		1				1		4		▲4				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1114		福岡県八女市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		立花バンブー		竹炭、竹酢液の生産、販売		23		82		10		0				35		0		0.17%		12.42%				40		0		▲5		●		▲59		▲40		▲20		●		▲30		▲6		▲24				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1115		福岡県豊前市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		豊前市土地開発公社 ブゼンシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地、公用地等の取得、管理、処分を行う		140		52		5		52				0		52		0.75%		14.07%				0		101		▲49				88		88		1				1		3		▲2				53		53		0.76%		0.76%		53		53		▲1		▲1		129		53		53		40.83%		40.83%		120		53		53		9		▲1		▲1

				1116		福岡県小郡市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		小郡市土地開発公社 オゴオリシ トチ カイハツ コウシャ		土地の取得・造成・管理・処分		372		36		5		0				36		0		0.30%		13.11%				84		0		▲49				337		334		3				3		2		1				360		360		3.12%		3.12%		405		405		▲44		▲44		360		360		360		100.00%		100.00%		405		405		405		▲45		▲45		▲45

				1117		福岡県筑紫野市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		筑紫野市土地開発公社 チクシノシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地、公用地の取得、管理、処分等		2,132		1,800		5		527				1,272		0		6.74%		12.55%				1,482		0		▲210				333		332		1				1		▲4		4				442		442		2.34%		2.34%		458		458		▲16		▲16		2,114		1,258		1,258		59.50%		59.50%		2,311		1,272		1,272		▲197		▲14		▲14

				1118		福岡県大野城市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		大野城市土地開発公社		公共用地、公有用地の取得・管理・処分		864		810		5		0				725		0		3.98%		12.58%				367		0		358				55		60		▲5		◎		▲5		▲5		1				317		317		1.75%		1.75%		317		317		0		0		810		317		317		39.21%		39.21%		406		317		317		404		0		0

				1119		福岡県宗像市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		宗像市土地開発公社 ムナカタシ トチ カイハツ コウシャ		公有、公共用地の取得、管理及び処分		261		463		5		267				197		0		1.00%		12.51%				197		0		1		●		▲203		▲202		▲1		◎		▲1		▲1		1				197		197		1.00%		1.00%		197		197		0		0		197		197		197		100.00%		100.00%		197		197		197		0		0		0

				1120		福岡県古賀市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		古賀市土地開発公社		公用地の取得・管理		456		333		6		258				75		0		0.65%		13.10%				75		0		0				123		123		▲1		◎		▲1		▲1		1				78		78		0.67%		0.67%		77		77		1		1		365		140		140		38.25%		38.25%		342		139		139		23		1		1

				1121		福岡県朝倉市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		甘木鉄道 アマギテツドウ		鉄道業務・販売業務		342		179		63		109				0		0		0.00%		12.74%				0		0		0				164		162		2		◎		▲1		▲4		3				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1122		福岡県新宮町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		新宮町土地開発公社 シングウマチ トチ カイハツ コウシャ		土地の取得、造成		1,129		790		5		140				650		0		10.81%		14.44%				250		0		400				339		334		5				5		5		1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		736		322		116		43.68%		15.82%		638		166		117		98		156		▲2

				1123		福岡県粕屋町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		粕屋町土地開発公社 カスヤマチ トチ カイハツ コウシャ		公共用地等の先行取得		149		235		5		0				235		0		2.78%		13.65%				434		0		▲200		◎		▲87		▲287		201				1		1		▲1				141		141		1.68%		1.68%		141		141		0		0		141		141		141		100.00%		100.00%		141		141		141		0		0		0

				1124		福岡県岡垣町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		岡垣町土地開発公社 オカガキマチ トチ カイハツ コウシャ		公有地の拡大の推進に関する法律第１７条に規定する公共用地の取得や住宅用地の造成事業等		227		30		10		28				0		0		0.00%		14.35%				205		0		▲205				197		174		23				23		98		▲76				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		95		0		0		0.00%		0.00%		161		0		0		▲66		0		0

				1125		福岡県遠賀町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		遠賀町土地開発公社 オンガ マチ トチカイハツコウシャ		地域の秩序ある整備を図るために必要な公有地となるべき土地等の取得		225		170		20		170				0		0		0.00%		15.00%				0		0		0				56		61		▲6		◎		▲1		▲1		1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		203		203		0		100.00%		0.00%		203		190		0		0		13		0

				1126		福岡県小竹町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		小竹町土地開発公社 コタケマチ トチ カイハツ コウシャ		公共用地、公用地等の取得、管理処分等		270		248		5		0				248		0		9.00%		15.00%				246		0		3				22		14		9				9		6		4				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		253		0		0		0.00%		0.00%		243		0		0		10		0		0

				1127		福岡県大刀洗町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		大刀洗町土地開発公社 タチアライマチ トチ カイハツ コウシャ		土地の取得・造成・処分		83		71		5		71				0		0		0.00%		15.00%				0		0		0				12		12		▲1		◎		▲1		▲58		58				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		73		73		73		100.00%		100.00%		73		73		73		0		0		0

				1128		福岡県香春町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		田川情報不動産センター タガワ ジョウホウ フドウサン		民間事業所の賃貸事業		201		95		21		0				5		0		0.15%		15.00%				15		0		▲10				106		99		7				5		6		▲2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1129		福岡県添田町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		ウッディー		森林の保全管理及び製材業		28		86		26		86				0		0		0.00%		15.00%				0		0		0		●		▲58		▲48		▲10		◎		▲10		▲24		14				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1130		福岡県添田町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		栄農社 エイ ノウ シャ		耕作放棄地の解消		5		20		13		20				0		0		0.00%		15.00%				0		0		0		●		▲16		▲9		▲7		◎		▲2		▲7		5				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1131		福岡県苅田町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		苅田町土地開発公社 カンダマチ トチ カイハツ コウシャ		地域の秩序ある整備を図るため、必要な公有地となるべき土地を地方公共団体にかわって先行取得する。		709		405		5		0				400		0		4.74%		13.64%				400		0		0				304		301		4				4		4		▲1				640		640		7.58%		7.58%		640		640		0		0		640		640		640		100.00%		100.00%		640		640		640		0		0		0

				1132		福岡県みやこ町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		犀川四季犀館 サイガワ シキ サイ カン		旧犀川町物産直売所の管理運営、農林産物の販売		62		37		3		20				0		0		0.00%		14.07%				0		0		0				25		25		1				1		▲4		4				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1133		福岡県みやこ町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		勝山町農業支援センター カツヤマ マチ ノウギョウ シエン		農業経営、農作業受託		21		20		2		10				0		10		0.14%		14.07%				0		10		0				1		▲9		10				10		▲4		14				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1134		佐賀県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		佐賀県地域産業支援センター		県内中小企業の経営の安定向上を目指し、地域産業の発展及び地域の振興を図るため、各種の事業を実施する。		6,133		4,068		8		3,323				582		0		0.22%		3.75%				511		0		72				2,066		2,014		52				21		▲22		43				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1135		佐賀県		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		佐賀県農業公社		農用地の貸借並びに売買事業、特定鉱害復旧事業、青年農業者等の確保・育成等に関する事業		1,792		932		11		809				78		0		0.03%		3.75%				70		0		9				860		851		10		○		▲1		1		▲1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1136		佐賀県		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		嘉瀬川水辺環境整備センター		嘉瀬川の水辺環境整備及びスポーツレクリエーション施設整備		237		43		5		0				16		0		0.01%		3.75%				19		0		▲3				194		189		5				5		4		2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1137		佐賀県		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		佐賀県環境クリーン財団		廃棄物処理施設の整備・運営		7,455		1,807		30		1,535				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				5,649		5,946		▲297				189		246		▲58				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1138		佐賀県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		佐賀ターミナルビル		佐賀空港ターミナルビルの管理		2,569		1,042		604		169				0		0		0.00%		3.75%				0		27		▲27				1,528		1,442		86				130		106		24				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1139		佐賀県		地方道路公社 チホウ ドウロ コウシャ		佐賀県道路公社		有料道路事業により地方の幹線道路の整備を促進して、交通の円滑化を図る		28,284		18,394		7,490		450				4,659		0		1.77%		3.75%				5,252		0		▲594				9,890		9,890		0				0		0		0				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1140		佐賀県佐賀市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		佐賀市土地開発公社		公共用地の先行取得、土地造成事業		1,667		1,037		5		939				98		0		0.18%		11.25%				0		0		98				630		602		29				29		30		▲1				805		805		1.47%		1.47%		1,819		1,350		▲1,014		▲545		1,330		1,330		1,105		100.00%		83.08%		2,282		2,100		1,632		▲952		▲770		▲527

				1141		佐賀県佐賀市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		スマイルアース		県民の森施設の管理・サービス提供		221		62		5		5				0		5		0.01%		11.25%		-		-		-		-				159		-		-		○		▲2		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1142		佐賀県佐賀市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		嘉瀬川水辺環境整備センター カセ カワ ミズベ カンキョウ セイビ		嘉瀬川の水辺環境整備及びスポーツレクリエーション施設整備		237		43		5		0				16		0		0.03%		11.25%		-		-		-		-				194		-		-				5		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1143		佐賀県唐津市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		唐津市土地開発公社		公共用地・公用地の取得、管理、処分		5,349		4,933		5		0		●		4,933		0		13.61%		11.57%		○		4,360		0		573				417		414		4				7		20		▲14				2,468		1,108		6.81%		3.06%		3,514		2,154		▲1,046		▲1,046		4,397		2,468		1,108		56.14%		25.21%		5,108		3,514		2,154		▲711		▲1,046		▲1,046

				1144		佐賀県鳥栖市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		鳥栖市土地開発公社		公共施設用地等の取得・処分・造成など		3,843		3,766		3		0		◎		3,763		0		25.95%		12.82%		○		3,960		0		▲197				78		77		1				1		▲2		2		◎		3,761		3,761		25.94%		25.94%		4,024		4,024		▲263		▲263		3,828		3,828		3,828		100.00%		100.00%		4,024		4,024		4,024		▲196		▲196		▲196

				1145		佐賀県伊万里市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		伊万里市土地開発公社 イマリシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地、公用地の取得、管理、処分		452		371		1		0				371		0		2.65%		12.86%				370		0		1				82		87		▲6		●		▲6		▲5		▲2				376		364		2.69%		2.61%		374		362		2		2		424		424		412		100.00%		97.21%		428		428		416		▲4		▲4		▲4

				1146		佐賀県嬉野市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		嬉野市土地開発公社 ウレシノシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地取得、造成、処分		1,926		1,923		2		0		●		1,923		0		24.33%		13.78%		○		1,650		0		274				3		3		▲1		●		▲1		▲1		▲1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		1,767		0		0		0.00%		0.00%		1,599		0		0		168		0		0

				1147		佐賀県神埼市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		神埼地区土地開発公社 カンザキ チク トチ カイハツ コウシャ		公共用地、公用地等の取得、造成、管理、処分及びあっせん		27		11		8		0				11		0		0.12%		13.50%				48		0		▲38				17		17		1				1		1		▲1				11		11		0.12%		0.12%		48		48		▲37		▲37		11		11		11		100.00%		100.00%		48		48		48		▲37		▲37		▲37

				1148		佐賀県基山町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		基山町土地開発公社 キヤマチョウ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の先行取得業務		124		81		2		81				0		0		0.00%		15.00%				0		0		0				43		44		▲1		●		▲1		▲1		▲1				0		0		0.00%		0.00%		122		122		▲122		▲122		122		122		122		100.00%		100.00%		122		122		122		0		0		0

				1149		佐賀県みやき町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		三養基西部土地開発公社 ミヤキ セイブ トチ カイハツ コウシャ		公共用地等の取得、造成、処分等		424		415		5		415				0		0		0.00%		14.00%				0		0		0				9		10		▲1		◎		▲1		▲1		1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		412		0		0		0.00%		0.00%		25		0		0		387		0		0

				1150		佐賀県江北町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		江北町土地開発公社 コウホクマチ トチ カイハツ コウシャ		土地の取得・造成		78		53		10		53				0		0		0.00%		15.00%				0		0		0				25		25		▲1		○		▲1		8		▲8				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		45		0		0		0.00%		0.00%		7		0		0		38		0		0

				1151		長崎県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		長崎県産業振興財団		地場企業の発展支援、企業誘致の推進、ベンチャー企業の育成支援、及び研究開発の支援など		11,599		7,430		2,418		7,153				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				4,170		4,475		▲305		●		▲129		▲42		▲87				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1152		長崎県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		長崎県漁業公社 ナガサキケン ギョギョウ コウシャ		放流用及び養殖用種苗生産		342		255		30		56				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				87		66		21				22		16		6				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1153		長崎県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		長崎県農業振興公社 ナガサキケン ノウギョウ シンコウ コウシャ		担い手農家へ農地を利用集積させるために、農地中間管理事業等を実施する。		4,474		4,448		1		355				4,030		0		1.03%		3.75%				4,112		195		▲277				27		10		17				17		13		5				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1154		長崎県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		長崎県農林水産業担い手育成基金 ナ		農林水産業の担い手の確保・育成		1,115		722		400		71				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				393		396		▲3		●		▲3		▲3		▲1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1155		長崎県		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		長崎県林業公社（林業公社）		森林所有者との契約による森林経営		42,657		30,612		51		21,877				2,875		0		0.73%		3.75%				3,047		0		▲172				12,045		11,817		229				120		▲4		124				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1156		長崎県		地方住宅供給公社 チホウ ジュウタク キョウキュウ コウシャ		長崎県住宅供給公社 ナガサキケン ジュウタク キョウキュウ コウシャ		住宅、宅地の分譲、公社賃貸住宅の管理、県営住宅の管理		10,033		6,553		7		1,677				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				3,481		3,294		187				154		174		▲21				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1157		長崎県		地方道路公社 チホウ ドウロ コウシャ		長崎県道路公社 ナガサキ ケン ドウロ コウシャ		有料道路の建設・維持管理		26,534		19,639		6,895		0				3,198		0		0.82%		3.75%				4,085		0		▲888				6,895		6,895		0				1		▲56		57				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1158		長崎県		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		長崎県土地開発公社 ナガサキケン トチ カイハツ コウシャ		公共用地、公用地の取得、造成、管理、処分		6,961		2,917		50		2,660				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				4,045		3,976		70				70		▲10		80				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		5,436		5,436		4,685		100.00%		86.18%		5,433		5,433		4,682		3		3		3

				1159		長崎県長崎市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		長崎つきまち ナガサキ		自己所有ビルの管理		1,019		721		200		55				0		0		0.00%		11.25%				0		0		0				299		272		28				57		53		4				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1160		長崎県長崎市		地方住宅供給公社 チホウ ジュウタク キョウキュウ コウシャ		長崎県住宅供給公社 ナガサキ ケン ジュウタク キョウキュウ コウシャ		住宅、宅地の分譲、公社賃貸住宅の管理、県営住宅の管理		10,033		6,553		3		286				0		0		0.00%		11.25%				0		0		0				3,481		3,294		187				154		174		▲21				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1161		長崎県長崎市		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		長崎県林業公社（林業公社） ナガサキケン リンギョウ コウシャ リンギョウ コウシャ		森林所有者との契約による森林経営		42,657		30,612		1		265				349		0		0.34%		11.25%				369		0		▲21				12,045		11,817		229				120		▲4		124				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1162		長崎県佐世保市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		佐世保市学校給食会 サセボシ ガッコウ キュウショク カイ		学校給食物資調達		53		50		3		0				0		27		0.04%		11.25%				0		27		0				4		4		0				0		0		0				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1163		長崎県佐世保市		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		長崎県林業公社（林業公社） ナガサキケン リンギョウ コウシャ リンギョウ コウシャ		森林所有者との契約による森林経営		42,657		30,612		1		257				254		0		0.41%		11.25%				270		0		▲17				12,045		11,817		229				120		▲4		124				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1164		長崎県諫早市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		諫早市土地開発公社		公共用地の取得、造成、管理、処分		5,751		5,305		5		1,244				3,987		0		10.88%		11.55%		○		4,666		0		▲679				446		423		24				74		41		34		◎		4,092		4,092		11.17%		11.17%		4,759		4,759		▲667		▲667		5,335		4,092		4,092		76.70%		76.70%		4,759		4,759		4,759		576		▲667		▲667

				1165		長崎県大村市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		大村市土地開発公社 オオムラシ トチ カイハツ コウシャ		「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく土地の取得及び処分		2,103		1,971		5		0				1,971		0		10.41%		12.55%		○		2,365		0		▲394				132		136		▲4		○		▲9		2		▲10				1,682		488		8.89%		2.58%		1,763		487		▲81		1		1,782		1,682		488		94.36%		27.41%		2,016		1,763		487		▲234		▲81		1

				1166		長崎県大村市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		大村市総合地方卸売市場 オオムラ シ ソウゴウ チホウ オロシウリ イチバ		施設・設備の維持管理		316		229		48		0				219		0		1.15%		12.55%				253		0		▲35				88		87		2				2		▲1		2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1167		長崎県平戸市		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		長崎県林業公社（林業公社） ナガサキケン リンギョウ コウシャ リンギョウ コウシャ		森林所有者との契約による森林経営		42,657		30,612		0		201				183		0		1.33%		12.88%				196		0		▲13				12,045		11,817		229				120		▲4		124				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1168		長崎県松浦市		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		長崎県林業公社（林業公社） ナガサキケン リンギョウ コウシャ リンギョウ コウシャ		森林所有者との契約による森林経営		42,657		30,612		1		85				65		0		0.66%		13.37%				70		0		▲5				12,045		11,817		229				120		▲4		124				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1169		長崎県対馬市		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		長崎県林業公社（林業公社） ナガサキケン リンギョウ コウシャ リンギョウ コウシャ		森林所有者との契約による森林経営		42,657		30,612		1		1,372				1,376		0		7.28%		12.55%				1,447		0		▲71				12,045		11,817		229				120		▲4		124				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1170		長崎県五島市		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		長崎県林業公社（林業公社） ナガサキケン リンギョウ コウシャ リンギョウ コウシャ		森林所有者との契約による森林経営		42,657		30,612		1		162				158		0		0.89%		12.61%				170		0		▲12				12,045		11,817		229				120		▲4		124				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1171		長崎県西海市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		大島町中央商店街振興公社		商業店舗の賃貸及び管理		86		41		8		38				0		0		0.00%		12.91%				0		0		0				46		43		3				4		4		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1172		長崎県西海市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		崎戸商船		一般乗合旅客自動車運送		55		137		2		0				0		10		0.07%		12.91%				0		10		0		◎		▲83		▲98		15				16		▲3		18				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1173		長崎県西海市		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		長崎県林業公社（林業公社） ナガサキケン リンギョウ コウシャ リンギョウ コウシャ		森林所有者との契約による森林経営		42,657		30,612		1		157				189		0		1.40%		12.91%				201		0		▲12				12,045		11,817		229				120		▲4		124				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1174		長崎県長与町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		西彼中央土地開発公社 セイヒ チュウオウ トチ カイハツ コウシャ		公有地の拡大の推進に関する法律に基づく土地の先行取得事務		1,218		1,210		3		0		◎		1,172		0		15.65%		13.89%		○		1,239		0		▲68				8		8		1				1		1		▲1		◎		1,131		1,131		15.12%		15.12%		1,198		1,198		▲67		▲67		1,210		1,170		1,170		96.67%		96.67%		1,277		1,237		1,237		▲67		▲67		▲67

		●		1175		長崎県長与町		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		長崎県林業公社（林業公社） ナガサキケン リンギョウ コウシャ リンギョウ コウシャ		森林所有者との契約による森林経営		42,657		30,612		1		16				20		0		0.26%		13.89%				21		0		▲2				12,045		11,817		229				120		▲4		124				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1176		長崎県時津町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		西彼中央土地開発公社		公有地の拡大の推進に関する法律に基づく土地の先行取得事務		1,218		1,210		3		0				39		0		0.64%		14.43%				39		0		0				8		8		1				1		1		▲1				39		39		0.64%		0.64%		39		39		▲1		▲1		1,210		1,170		1,170		96.67%		96.67%		1,277		1,237		1,237		▲67		▲67		▲67

		●		1177		長崎県時津町		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		長崎県林業公社（林業公社） ナガサキケン リンギョウ コウシャ リンギョウ コウシャ		森林所有者との契約による森林経営		42,657		30,612		1		12				9		0		0.14%		14.43%				9		0		▲1				12,045		11,817		229				120		▲4		124				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1178		長崎県東彼杵町		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		長崎県林業公社（林業公社） ナガサキケン リンギョウ コウシャ リンギョウ コウシャ		森林所有者との契約による森林経営		42,657		30,612		1		30				26		0		0.83%		15.00%				28		0		▲2				12,045		11,817		229				120		▲4		124				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1179		長崎県川棚町		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		長崎県林業公社（林業公社） ナガサキケン リンギョウ コウシャ リンギョウ コウシャ		森林所有者との契約による森林経営		42,657		30,612		1		18				13		0		0.33%		15.00%				14		0		▲1				12,045		11,817		229				120		▲4		124				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1180		長崎県波佐見町		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		長崎県林業公社（林業公社） ナガサキケン リンギョウ コウシャ リンギョウ コウシャ		森林所有者との契約による森林経営		42,657		30,612		1		65				65		0		1.79%		15.00%				68		0		▲4				12,045		11,817		229				120		▲4		124				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1181		長崎県小値賀町		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		小値賀町担い手公社 オヂカ チョウ ニナ テ コウシャ		農業後継者の育成等		201		77		20		32				0		0		0.00%		15.00%				0		0		0				124		105		19		●		▲4		▲4		▲1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1182		長崎県佐々町		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		長崎県林業公社（林業公社） ナガサキケン リンギョウ コウシャ リンギョウ コウシャ		森林所有者との契約による森林経営		42,657		30,612		1		70				49		0		1.40%		15.00%				54		0		▲5				12,045		11,817		229				120		▲4		124				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1183		長崎県新上五島町		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		新上五島町振興公社 シンカミゴトウチョウ シンコウ コウシャ		椿油製品製造販売・公有財産管理		43		21		1		14				0		14		0.12%		13.11%				0		16		▲2				22		20		3				4		▲1		5				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1184		長崎県新上五島町		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		長崎県林業公社（林業公社） ナガサキケン リンギョウ コウシャ リンギョウ コウシャ		森林所有者との契約による森林経営		42,657		30,612		1		139				136		0		1.18%		13.11%				136		0		0				12,045		11,817		229				120		▲4		124				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1185		熊本県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		熊本空港ビルデイング		熊本空港ターミナルビルの管理		6,836		2,513		57		260				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				4,324		4,087		237				373		345		28				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1186		熊本県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		水俣・芦北地域振興財団 ミナマタ アシキタ チイキ シンコウ ザイダン		水俣病により深刻な影響を受けた地域の安定・発展に寄与することを目的とした金融支援や地域振興に係る事業		106,535		9,514		3,000		9,462				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				97,022		95,837		1,185				1,181		1,163		18				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1187		熊本県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		くまもと産業支援財団		高度技術に立脚した産業開発を支援し、中小企業をはじめとする地域産業の総合的な振興発展を図る		9,983		2,681		310		2,089				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				7,302		7,387		▲85		◎		▲66		▲92		27				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1188		熊本県		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		熊本県林業公社（林業公社） クマモトケン リンギョウ コウシャ リンギョウ コウシャ		環境の保全及び形成に配慮した造林、育林事業の実施		31,109		31,003		8		23,912				6,941		0		1.56%		3.75%				7,182		0		▲242				106		20		86		●		▲283		▲269		▲14				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1189		熊本県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		熊本県林業従事者育成基金		林業従事者の就業環境の整備		3,149		118		2,583		3				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				3,031		2,981		50		◎		▲1		▲6		5				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1190		熊本県		地方道路公社 チホウ ドウロ コウシャ		熊本県道路公社		有料道路の建設、維持管理等		4,340		2,827		1,505		0				214		0		0.05%		3.75%				351		0		▲138				1,514		1,514		0				0		0		0				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1191		熊本県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		熊本県農業公社		農地保有合理化による農業構造等の改善		1,945		1,238		255		92				551		0		0.12%		3.75%				550		0		2				707		708		▲1				5		▲6		10				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1192		熊本県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		熊本県環境整備事業団 クマモトケン カンキョウ セイビ ジギョウダン		産業廃棄物管理型最終処分場の運営		7,018		3,661		2		3,600				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				3,357		2,532		826		●		▲118		▲24		▲95				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1193		熊本県八代市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		八代市土地開発公社 ヤツシロシ トチ カイハツ コウシャ		有佐分譲地の販売		88		57		3		57				0		0		0.00%		11.63%				0		0		0				32		57		▲25		●		▲25		▲4		▲20				0		0		0.00%		0.00%		56		0		▲56		0		56		56		56		100.00%		99.29%		56		56		0		0		0		56

				1194		熊本県人吉市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		くま川下り カワ クダ		木造船による球磨川の観光遊覧及び国民宿舎の管理運営		152		156		12		35				0		0		0.00%		13.50%				0		0		0		○		▲4		3		▲7		●		▲6		▲4		▲2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1195		熊本県水俣市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		水俣市土地開発公社		公共用地等の取得		180		171		1		104				68		0		0.82%		13.70%				75		0		▲8				9		9		1				1		1		▲1				67		67		0.82%		0.82%		178		178		▲111		▲111		171		171		171		100.00%		100.00%		178		178		178		▲7		▲7		▲7

				1196		熊本県菊池市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		菊池市土地開発公社		公有地となるべき必要な土地等の取得及び造成その他の管理等		1,556		1,172		1		1,169				0		0		0.00%		12.76%				0		0		0				385		354		31				31		▲320		351				0		0		0.00%		0.00%		1,715		1,691		▲1,715		▲1,691		1,528		1,528		1,504		100.00%		98.45%		1,715		1,715		1,691		▲187		▲187		▲187

				1197		熊本県宇土市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		宇土市土地開発公社 ウトシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地及び公有地等の取得管理処分等		333		321		1		0				321		0		3.78%		13.63%				377		0		▲57				13		21		▲9		○		▲9		6		▲14				320		186		3.77%		2.20%		367		233		▲47		▲47		320		320		187		100.00%		58.52%		367		367		233		▲47		▲47		▲46

				1198		熊本県阿蘇市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		東阿蘇観光開発		仙酔峡ロープウェイの運営		224		334		50		0				194		0		1.98%		13.37%				209		0		▲16		●		▲110		▲103		▲8		◎		▲8		▲9		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1199		熊本県阿蘇市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		阿蘇市土地開発公社		公共用地の先行取得		23		14		1		14				0		0		0.00%		13.37%				2		0		▲2				9		10		▲1		●		▲1		▲1		▲1				0		14		0.00%		0.14%		14		14		▲14		▲1		14		14		14		100.00%		100.00%		14		14		14		0		0		0

				1200		熊本県山都町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		そよ風遊学協会 カゼ ユウガク キョウカイ		宿泊施設・公園・物産館の管理運営		37		85		100		21				0		0		0.00%		13.72%				0		0		0		◎		▲48		▲49		2				2		▲7		8				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1201		熊本県五木村		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		子守唄の里五木 コモリウタ サト イツキ		農林畜水産物の製造及び加工・販売		69		44		42		13				0		0		0.00%		15.00%				0		0		0				25		18		8				57		73		▲17				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1202		熊本県山江村		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		やまえ		農林水産物の加工販売及び通信販売。公衆浴場、宿泊施設の経営、各種イベントの企画、運営、情報発信。		28		36		11		9				0		0		0.00%		15.00%				0		0		0		○		▲8		1		▲9		●		▲10		▲2		▲8				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1203		熊本県球磨村		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		球磨村ふるさと振興公社 クマムラ シンコウ コウシャ		温泉宿泊施設の管理、運営		9		22		20		10				0		0		0.00%		15.00%				0		0		0		●		▲14		▲5		▲9		●		▲9		▲6		▲3				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1204		大分県		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		大分県農業農村振興公社 オオイタケン ノウギョウ ノウソン シンコウ コウシャ		農地中間管理事業等		9,654		6,873		397		162				132		1,500		0.49%		3.75%				156		1,500		▲25				2,782		2,442		341		◎		▲78		▲82		4				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1205		大分県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		大分県産業創造機構 オオイタケン サンギョウ ソウゾウ キコウ		経営指導・取引振興		7,221		5,889		906		4,010				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				1,332		2,110		▲778		●		▲78		▲34		▲45				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1206		大分県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		大分県奨学会 オオイタケン ショウガクカイ		保護者等が県内に在住する者の大学生・高校生等に対する奨学金の貸与		10,608		6,470		476		6,468				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				4,139		4,170		▲32				6		46		▲40				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1207		大分県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		大分県畜産公社 オオイタケン チクサン コウシャ		家畜のと畜、食肉の製造及び販売並びに付帯する事業		5,455		2,809		501		0				0		375		0.11%		3.75%		-		-		-		-				2,647		-		-				93		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1208		大分県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		大分朝日放送		放送法によるテレビジョン放送		7,350		1,197		150		10				10		0		0.00%		3.75%				0		0		10				6,153		5,908		245				454		443		11				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1209		大分県		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		大分県土地開発公社 オオイタケン トチカイハツコウシャ		公共用地の取得、工業団地の造成等		6,216		4,684		30		0				1,701		0		0.51%		3.75%				1,801		257		▲357				1,532		1,566		▲34		○		▲34		1		▲35				3,880		1,968		1.17%		0.60%		1,917		1,917		1,963		51		4,697		3,912		2,000		83.29%		42.58%		5,159		1,948		1,948		▲462		1,964		52

				1210		大分県別府市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		別府扇山ゴルフ場 ベップ オウギ ヤマ ジョウ		ゴルフ場の整備及び運営		1,159		466		51		2				0		0		0.00%		12.07%				0		0		0				694		659		35				39		26		14				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1211		大分県中津市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		中津市土地開発公社		公拡法に基づく公有地となる土地の取得等の業務		838		789		5		312				470		312		3.23%		12.14%				560		0		222				50		47		3				3		▲6		9				402		388		1.66%		1.60%		0		0		402		388		769		402		388		52.28%		50.43%		570		400		386		199		2		2

				1212		大分県佐伯市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		佐伯市土地開発公社 サイキシ トチ カイハツ コウシャ		土地の取得、造成、販売		1,242		352		3		0				343		0		1.23%		11.91%				343		0		0				890		889		2				2		▲12		14				362		362		1.30%		1.30%		0		0		362		362		1,121		797		792		71.05%		70.60%		1,157		842		837		▲36		▲45		▲45

				1213		大分県豊後高田市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		豊後高田市土地開発公社		公有地の取得・造成及びその他の管理		181		74		2		74				0		0		0.00%		13.52%				0		0		0				107		113		▲6		●		▲11		▲1		▲11				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		103		98		98		95.15%		95.15%		99		99		99		4		▲1		▲1

				1214		大分県宇佐市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		宇佐市土地開発公社		土地の取得、造成、開発		184		505		4		0				498		0		2.99%		12.67%				508		0		▲11		●		▲322		▲304		▲18		●		▲18		▲18		▲1				152		152		0.92%		0.92%		0		0		152		152		153		153		153		99.80%		99.80%		176		176		176		▲23		▲23		▲23

				1215		大分県由布市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		由布市土地開発公社 ユフシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の取得、管理、処分等		109		86		13		18				68		0		0.64%		13.25%				68		0		0				23		23		1				1		1		▲1				85		85		0.81%		0.81%		0		0		85		85		85		85		85		100.00%		100.00%		85		85		67		0		0		18

				1216		大分県国東市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		国東市土地開発公社 クニサキ シ トチ カイハツ コウシャ		公共用地、公用地の取得・管理・処分等		164		35		3		0				0		40		0.31%		12.95%				40		40		▲40				129		129		1				1		▲2		2				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		153		153		153		100.00%		100.00%		158		158		131		▲5		▲5		22

				1217		大分県姫島村		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		姫島車えび養殖 ヒメシマ クルマ ヨウショク		車えびの養殖販売		205		178		181		84				0		0		0.00%		15.00%				0		0		0				28		28		1				10		17		▲8				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1218		大分県日出町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		日出町土地開発公社 ヒジマチ トチ カイハツ コウシャ		土地の取得、造成事業		334		126		2		0				126		0		2.07%		14.42%				146		0		▲20				209		209		▲1		●		▲1		▲1		▲1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		179		79		79		44.13%		44.13%		112		78		78		67		1		1

		●		1219		宮崎県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		宮崎県環境整備公社 ミヤザキケン カンキョウ セイビ コウシャ		一般廃棄物及び産業廃棄物の処理		4,985		4,626		47		36				584		1,389		0.60%		3.75%				754		1,309		▲90				359		629		▲270		●		▲106		▲85		▲21				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1220		宮崎県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		宮崎県産業振興機構 ミヤザキケン サンギョウ シンコウ キコウ		新事業支援等各種中小企業支援策の実施		3,970		3,235		16		2,670				0		0		0.00%		3.75%				0		100		▲100				736		844		▲109				344		103		242				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1221		宮崎県		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		宮崎県農業振興公社 ミヤザキケン ノウギョウ シンコウ コウシャ		農業経営拡大支援		2,801		1,474		20		44				903		500		0.42%		3.75%				913		500		▲11				1,327		1,324		3				14		20		▲6				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1222		宮崎県		一般社団法人 イッパン シャダンホウジン		宮崎県酪農公社		乳用子牛の哺育・育成預託管理、生乳生産、肉用牛生産、和牛受精卵生産等		271		485		80		0				0		120		0.04%		3.75%				0		120		0		●		▲214		▲211		▲3		◎		▲6		▲43		38				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1223		宮崎県		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		宮崎県内水面振興センター ミヤザキケン ナイ シンコウ		うなぎ稚魚の採捕・供給、内水面動植物の違法採捕防止・保護培養、内水面環境保全		137		57		15		0				0		50		0.02%		3.75%				0		87		▲37				81		66		15				15		34		▲19				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1224		宮崎県		一般社団法人 イッパン シャダンホウジン		宮崎県林業公社（林業公社） ミヤザキケン リンギョウ コウシャ リンギョウ コウシャ		森林の造成、保育管理		29,639		38,174		5		25,963				7,703		0		2.33%		3.75%				8,654		0		▲952		●		▲8,535		▲6,601		▲1,935		◎		▲201		▲628		427				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1225		宮崎県宮崎市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		宮崎市土地開発公社 ミヤザキシトチカイハツコウシャ		公共用地、公用地等の取得、管理、処分等を行う		2,192		1,612		25		0				1,474		0		1.63%		11.25%				1,917		0		▲444				580		592		▲13		◎		▲13		▲36		24				1,433		0		1.59%		0.00%		1,787		0		▲354		0		1,840		1,692		259		91.97%		14.08%		2,144		2,090		90		▲304		▲398		169

		●		1226		宮崎県宮崎市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		宮崎県環境整備公社 ミヤザキケン カンキョウ セイビ コウシャ		一般廃棄物及び産業廃棄物の処理		4,985		4,626		6		0				0		775		0.86%		11.25%				0		775		0				359		629		▲270		●		▲106		▲85		▲21				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1227		宮崎県都城市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		都城市土地開発公社 ミヤコノジョウシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地先行取得		2,103		1,257		10		1,117				0		0		0.00%		11.39%				0		0		0				847		849		▲3		◎		▲3		▲6		4				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		1,453		1,453		1,453		100.00%		100.00%		1,526		1,526		1,526		▲73		▲73		▲73

				1228		宮崎県延岡市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		延岡市土地開発公社		公有用地の先行取得		1,871		1,568		6		1,563				0		0		0.00%		11.68%				0		0		0				303		303		1				1		2		▲1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		1,583		1,562		1,480		98.70%		93.52%		1,568		1,549		1,467		15		13		13

				1229		宮崎県延岡市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		ヘルストピア延岡		余熱利用健康施設ヘルストピア延岡の管理業務及び運営業務		66		40		65		20				0		0		0.00%		11.68%				0		0		0				27		22		6				8		7		2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1230		宮崎県延岡市		一般社団法人 イッパン シャダンホウジン		宮崎県林業公社（林業公社）		森林の造成、保育管理		29,639		38,174		1		71				0		0		0.00%		11.68%				0		0		0		●		▲8,535		▲6,601		▲1,935		◎		▲201		▲628		427				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1231		宮崎県日南市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		日南市土地開発公社 ニチナンシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地、公有地等の取得造成、管理、処分		551		350		3		350				0		0		0.00%		12.71%				0		0		0				202		201		1				1		1		1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		502		502		502		100.00%		100.00%		536		536		536		▲34		▲34		▲34

				1232		宮崎県小林市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		ハーメックのじり		野尻湖多目的広場及び野尻町総合交流ターミナルの管理		62		30		80		7				0		0		0.00%		12.79%				0		0		0				33		40		▲8		●		▲8		▲5		▲3				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1233		宮崎県小林市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		のじりアグリサービス		野尻町有機センター		55		16		25		11				0		0		0.00%		12.79%				0		0		0				39		38		2				2		1		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1234		宮崎県日向市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		日向青果地方卸売市場 ヒュウガ セイカ チホウ オロシウリ イチバ		青果物・小売物卸売市場の開設、管理運営		520		209		281		0				206		0		1.31%		12.73%				176		0		30				311		314		▲3		●		▲2		▲1		▲2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1235		宮崎県日向市		一般社団法人 イッパン シャダンホウジン		宮崎県林業公社（林業公社） ミヤザキケン リンギョウ コウシャ リンギョウ コウシャ		森林の造成、保育管理		29,639		38,174		1		46				0		0		0.00%		12.73%				0		0		0		●		▲8,535		▲6,601		▲1,935		◎		▲201		▲628		427				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1236		宮崎県日向市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		日向サンパーク温泉		温泉施設、オートキャンプ場、体育施設、物産館管理運営		13		44		46		0				0		23		0.15%		12.73%		-		-		-		-		○		▲31		-		-		○		▲4		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1237		宮崎県西都市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		宮崎県環境整備公社		一般廃棄物及び産業廃棄物の処理		4,985		4,626		1		0				0		15		0.17%		13.57%				0		15		0				359		629		▲270		●		▲106		▲85		▲21				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1238		宮崎県西都市		一般社団法人 イッパン シャダンホウジン		宮崎県林業公社（林業公社） ミヤザキケン リンギョウ コウシャ リンギョウ コウシャ		森林の造成、保育管理		29,639		38,174		1		37				0		0		0.00%		13.57%				0		0		0		●		▲8,535		▲6,601		▲1,935		◎		▲201		▲628		427				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1239		宮崎県国富町		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		宮崎県環境整備公社 ミヤザキケン カンキョウ セイビ コウシャ		一般廃棄物及び産業廃棄物の処理		4,985		4,626		1		0				0		12		0.21%		14.86%				0		12		0				359		629		▲270		●		▲106		▲85		▲21				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1240		宮崎県綾町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		綾町土地開発公社 アヤチョウ トチ カイハツ コウシャ		公用地・公共用地		121		106		5		53				0		0		0.00%		15.00%				0		0		0				16		16		▲1		○		▲1		1		▲1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		108		53		53		49.02%		49.02%		88		56		56		20		▲3		▲3

		●		1241		宮崎県綾町		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		宮崎県環境整備公社 ミヤザキケン カンキョウ セイビ コウシャ		一般廃棄物及び産業廃棄物の処理		4,985		4,626		1		0				0		5		0.16%		15.00%				0		5		0				359		629		▲270		●		▲106		▲85		▲21				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1242		宮崎県高鍋町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		高鍋めいりんの里		公衆浴場及び飲食店、農産物の販売等		21		25		21		11				0		0		0.00%		15.00%				0		0		0		◎		▲4		▲12		8				8		▲6		14				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1243		宮崎県高鍋町		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		宮崎県環境整備公社 ミヤザキケン カンキョウ セイビ コウシャ		一般廃棄物及び産業廃棄物の処理		4,985		4,626		1		0				0		20		0.41%		15.00%				0		20		0				359		629		▲270		●		▲106		▲85		▲21				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1244		宮崎県新富町		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		宮崎県環境整備公社 ミヤザキケン カンキョウ セイビ コウシャ		一般廃棄物及び産業廃棄物の処理		4,985		4,626		1		0				0		11		0.25%		15.00%				0		11		0				359		629		▲270		●		▲106		▲85		▲21				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1245		宮崎県西米良村		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		米良の庄 メラ ショウ		温泉施設・双子ｷｬﾝﾌﾟ場・村所驛運営管理、特産品開発販売、液化石油ｶﾞｽ販売等		41		32		10		0				0		19		1.35%		15.00%				0		26		▲7				10		10		1				1		3		▲2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1246		宮崎県西米良村		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		宮崎県環境整備公社 ミヤザキケン カンキョウ セイビ コウシャ		一般廃棄物及び産業廃棄物の処理		4,985		4,626		1		0				0		1		0.03%		15.00%				0		1		0				359		629		▲270		●		▲106		▲85		▲21				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1247		宮崎県西米良村		一般社団法人 イッパン シャダンホウジン		宮崎県林業公社（林業公社） ミヤザキケン リンギョウ コウシャ		森林の造成、保育管理		29,639		38,174		1		27				0		0		0.00%		15.00%				0		0		0		●		▲8,535		▲6,601		▲1,935		◎		▲201		▲628		427				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1248		宮崎県木城町		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		宮崎県環境整備公社 ミヤザキケン カンキョウ セイビ コウシャ		一般廃棄物及び産業廃棄物の処理		4,985		4,626		1		0				0		3		0.09%		15.00%				0		3		0				359		629		▲270		●		▲106		▲85		▲21				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1249		宮崎県木城町		一般社団法人 イッパン シャダンホウジン		宮崎県林業公社（林業公社） ミヤザキケン リンギョウ コウシャ リンギョウ コウシャ		森林の造成、保育管理		29,639		38,174		1		9				0		0		0.00%		15.00%				0		0		0		●		▲8,535		▲6,601		▲1,935		◎		▲201		▲628		427				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1250		宮崎県川南町		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		宮崎県環境整備公社 ミヤザキケン カンキョウ セイビ コウシャ		一般廃棄物及び産業廃棄物の処理		4,985		4,626		1		0				0		8		0.16%		15.00%				0		8		0				359		629		▲270		●		▲106		▲85		▲21				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1251		宮崎県都農町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		都農ワイン ツノ		ワインの製造・販売		606		173		83		0				112		0		3.20%		15.00%				125		0		▲14				434		401		33				59		40		20				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1252		宮崎県都農町		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		宮崎県環境整備公社 ミヤザキケン カンキョウ セイビ コウシャ		一般廃棄物及び産業廃棄物の処理		4,985		4,626		1		0				0		4		0.11%		15.00%				0		4		0				359		629		▲270		●		▲106		▲85		▲21				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1253		宮崎県門川町		一般社団法人 イッパン シャダンホウジン		宮崎県林業公社（林業公社） ミヤザキケン リンギョウ コウシャ		森林の造成、保育管理		29,639		38,174		1		12				0		0		0.00%		15.00%				0		0		0		●		▲8,535		▲6,601		▲1,935		◎		▲201		▲628		427				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1254		宮崎県諸塚村		一般社団法人 イッパン シャダンホウジン		宮崎県林業公社（林業公社） ミヤザキケン リンギョウ コウシャ リンギョウ コウシャ		森林の造成、保育管理		29,639		38,174		1		22				0		0		0.00%		15.00%				0		0		0		●		▲8,535		▲6,601		▲1,935		◎		▲201		▲628		427				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1255		宮崎県椎葉村		一般社団法人 イッパン シャダンホウジン		宮崎県林業公社（林業公社） ミヤザキケン リンギョウ コウシャ リンギョウ コウシャ		森林の造成、保育管理		29,639		38,174		1		25				0		0		0.00%		15.00%				0		0		0		●		▲8,535		▲6,601		▲1,935		◎		▲201		▲628		427				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1256		宮崎県美郷町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		南郷温泉 ナンゴウ オンセン		温泉施設管理運営及び特産品販売		39		93		60		81				0		0		0.00%		14.80%				0		0		0		◎		▲54		▲54		1				1		▲3		4				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1257		宮崎県美郷町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		レイクランド西郷 サイゴウ		温泉交流施設管理運営及び特産品販売		39		49		25		12				0		0		0.00%		14.80%				0		0		0		◎		▲10		▲27		17				17		▲5		22				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1258		宮崎県美郷町		一般社団法人 イッパン シャダンホウジン		宮崎県林業公社（林業公社） ミヤザキケン リンギョウ コウシャ リンギョウ コウシャ		森林の造成、保育管理		29,639		38,174		1		36				0		0		0.00%		14.80%				0		0		0		●		▲8,535		▲6,601		▲1,935		◎		▲201		▲628		427				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1259		宮崎県高千穂町		一般社団法人 イッパン シャダンホウジン		宮崎県林業公社（林業公社） ミヤザキケン リンギョウ コウシャ リンギョウ コウシャ		森林の造成、保育管理		29,639		38,174		1		14				0		0		0.00%		15.00%				0		0		0		●		▲8,535		▲6,601		▲1,935		◎		▲201		▲628		427				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1260		宮崎県日之影町		一般社団法人 イッパン シャダンホウジン		宮崎県林業公社（林業公社） ミヤザキケン リンギョウ コウシャ リンギョウ コウシャ		森林の造成、保育管理		29,639		38,174		1		29				0		0		0.00%		15.00%				0		0		0		●		▲8,535		▲6,601		▲1,935		◎		▲201		▲628		427				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1261		宮崎県五ヶ瀬町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		五ケ瀬ハイランド		スキー場、温泉宿泊施設		32		47		220		0				0		10		0.41%		15.00%				20		10		▲20		◎		▲15		▲72		57		○		▲3		10		▲13				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1262		宮崎県五ヶ瀬町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		五ヶ瀬ワイナリー ゴカセ		ぶどう果実酒の醸造、販売		127		13		290		0				0		20		0.82%		15.00%				0		20		0				114		119		▲5		●		▲14		▲9		▲5				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1263		宮崎県五ヶ瀬町		一般社団法人 イッパン シャダンホウジン		宮崎県林業公社（林業公社） ミヤザキケン リンギョウ コウシャ リンギョウ コウシャ		森林の造成、保育管理		29,639		38,174		1		15				0		0		0.00%		15.00%				0		0		0		●		▲8,535		▲6,601		▲1,935		◎		▲201		▲628		427				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1264		鹿児島県		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		鹿児島県森林整備公社（林業公社）		分収方式による森林整備		33,140		33,316		5		20,124				9,242		0		1.92%		3.75%				9,253		0		▲11		○		▲177		4		▲180		●		▲2		▲2		▲1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1265		鹿児島県		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		鹿児島県糖業振興協会		さとうきび品質取引対策基金等によるさとうきびの生産振興及び製糖企業の経営安定		1,656		970		275		0				0		9		0.00%		3.75%				0		9		0				686		715		▲30		○		▲7		4		▲10				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1266		鹿児島県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		鹿児島県地域振興公社		農地中間管理事業，その他		5,356		1,616		20		0				245		0		0.05%		3.75%				264		0		▲19				3,740		3,737		3				9		4		6				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1267		鹿児島県		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		鹿児島県農業・農村振興協会		農林業等担い手の確保・育成，農林業技術の改善，県産農林水産物等の安心・安全等に関する事業		1,056		39		500		35				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				1,017		1,025		▲8		●		▲8		▲5		▲4				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1268		鹿児島県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		かごしま産業支援センター		中小企業者に対する支援		7,278		2,310		3,218		2,010				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				4,968		5,086		▲118		◎		▲45		▲77		33				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1269		鹿児島県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		鹿児島県環境整備公社		廃棄物処理施設の整備・運営		8,502		5,974		17		5,918				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				2,529		2,690		▲162		◎		▲31		▲952		921				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1270		鹿児島県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		鹿児島県育英財団		学生・生徒への奨学金貸与		17,573		17,108		125		16,408				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				465		444		22				21		49		▲28				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1271		鹿児島県		地方住宅供給公社 チホウ ジュウタク キョウキュウ コウシャ		鹿児島県住宅供給公社		住宅宅地の分譲・住宅等の賃貸		11,445		14,361		21		11,478				1,194		0		0.25%		3.75%				1,449		0		▲255		●		▲2,917		▲2,914		▲3		◎		▲5		▲40		36				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1272		鹿児島県		地方道路公社 チホウ ドウロ コウシャ		鹿児島県道路公社		有料道路の新設，改築，維持，修繕その他の管理		33,781		26,873		6,908		0				58		0		0.01%		3.75%				252		0		▲195				6,908		6,908		0				1,310		1,021		290				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1273		鹿児島県鹿児島市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		鹿児島市土地開発公社 カゴシマシ トチ カイハツ コウシャ		市公共用地の取得・管理・処分		496		251		10		251				0		0		0.00%		11.25%				0		0		0				245		245		▲1		○		▲1		8		▲8				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		241		241		241		100.00%		100.00%		266		266		266		▲25		▲25		▲25

				1274		鹿児島県枕崎市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		枕崎お魚センター マクラザキ サカナ		魚食普及啓蒙による水産物の販売		164		173		26		0				159		0		2.51%		14.30%				169		0		▲10		◎		▲10		▲10		1				1		1		▲1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1275		鹿児島県枕崎市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		枕崎市土地開発公社 マクラザキシ トチ カイハツ コウシャ		出資団体からの委託に基づく用地の先行取得，造成分譲		250		241		2		0				191		0		3.02%		14.30%				216		0		▲25				9		8		1				1		1		▲1				191		191		3.02%		3.02%		270		270		▲79		▲79		246		246		246		100.00%		100.00%		270		270		270		▲24		▲24		▲24

		●		1276		鹿児島県枕崎市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		南薩木材加工センター		木材の製造，乾燥加工，販売		516		468		5		0				29		0		0.44%		14.30%				31		0		▲3				49		32		18				18		8		11				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1277		鹿児島県指宿市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		指宿市土地開発公社 イブスキシ トチ		土地の取得・管理及び処分並びに住宅用地等の造成事業		2,270		1,333		6		0				1,326		0		10.35%		12.97%				1,150		0		176				937		926		12				12		1		11		◎		1,887		1,885		14.73%		14.71%		2,000		1,995		▲113		▲110		1,965		1,887		1,885		96.03%		95.93%		2,000		2,000		1,995		▲35		▲113		▲110

		●		1278		鹿児島県西之表市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		種子島空港ターミナルビル タネガシマ クウコウ		航空旅客貨物役務		325		71		34		0				19		0		0.32%		14.57%				23		0		▲4				254		257		▲3		◎		▲3		▲3		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1279		鹿児島県垂水市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		垂水市土地開発公社 タルミズシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地、公用地等の取得、管理、処分等		517		605		5		0				600		0		10.87%		14.69%		○		600		200		▲200		◎		▲89		▲93		5				5		4		2				387		387		7.02%		7.02%		387		387		0		0		388		388		388		100.00%		100.00%		388		388		388		0		0		0

				1280		鹿児島県薩摩川内市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		薩摩川内市土地開発公社 サツマセンダイ シ トチ カイハツ コウシャ		公拡法に基づく公有地の先行取得等		764		327		5		0				250		0		0.81%		11.76%				250		0		0				438		432		6				6		6		▲1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		505		253		87		50.10%		17.25%		434		253		87		71		0		0

				1281		鹿児島県日置市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		日置市土地開発公社 ヒオキシ トチ カイハツ コウシャ		土地の取得、造成及び販売		626		255		5		0				240		0		1.61%		12.79%				240		0		0				371		366		6				6		4		2				505		0		3.39%		0.00%		580		0		▲75		0		582		582		0		100.00%		0.00%		580		580		0		2		2		0

				1282		鹿児島県曽於市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		曽於市土地開発公社 ソオシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の取得，管理，処分		419		302		8		302				0		0		0.00%		12.92%				0		0		0				118		118		▲1		◎		▲1		▲1		1				400		400		3.00%		3.00%		400		400		0		0		400		400		400		100.00%		100.00%		400		400		400		0		0		0

				1283		鹿児島県霧島市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		霧島市土地開発公社 キリシマシ トチ カイハツ コウシャ		公拡法に基づく土地の先行取得処分等		1,800		1,133		10		1,083				0		0		0.00%		11.63%				0		0		0				667		691		▲24				1		▲10		10				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		1,341		1,341		1,056		100.00%		78.74%		2,568		2,568		2,283		▲1,227		▲1,227		▲1,227

				1284		鹿児島県いちき串木野市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		いちき串木野市土地開発公社 クシキノシ トチ カイハツ コウシャ		土地の取得、造成、その他の管理、処分、土地取得の斡旋、調査測量等		595		533		5		0				533		0		5.90%		13.51%				584		0		▲51				62		106		▲45				1		▲1		2				537		537		5.94%		5.94%		637		483		▲100		54		537		537		537		100.00%		100.00%		637		637		483		▲100		▲100		54

		●		1285		鹿児島県南さつま市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		南薩木材加工センター ナンサツ モクザイ カコウ		木材の製造，乾燥加工，販売		516		468		18		0				154		0		1.08%		12.84%				167		0		▲14				49		32		18				18		8		11				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1286		鹿児島県奄美市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		奄美市開発公社		太陽が丘総合運動公園、都市公園及び奄美振興会館の管理		1,521		1,104		30		0				940		0		5.48%		12.64%				148		0		792				418		430		▲12				262		▲21		282				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1287		鹿児島県南九州市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		南薩木材加工センター ミナミ モクザイ カコウ		木材の製造，乾燥加工，販売		516		468		19		0				252		0		1.92%		12.94%				273		0		▲22				49		32		18				18		8		11				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1288		鹿児島県姶良市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		姶良市土地開発公社 アイラ シ トチ カイハツ コウシャ		公共用地等の取得、管理、処分		2,785		610		5		460				0		0		0.00%		12.66%				537		0		▲537				2,176		2,123		53				54		18		37				0		0		0.00%		0.00%		539		0		▲539		0		2,133		2,044		0		95.83%		0.00%		2,317		2,128		0		▲184		▲84		0

				1289		鹿児島県さつま町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		さつま町土地開発公社 チョウ トチ カイハツ コウシャ		公有地の取得管理処分		522		456		2		0				414		0		4.60%		13.52%				407		0		7				67		66		1				1		▲2		3				413		413		4.60%		4.60%		469		469		▲56		▲56		512		483		483		94.45%		94.45%		469		469		469		43		14		14

		●		1290		鹿児島県中種子町		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		種子島農業公社 タネガシマ ノウギョウ コウシャ		民間農家の農作業受委託		240		70		37		0				0		33		0.85%		15.00%				0		33		0				170		185		▲16		○		▲23		8		▲31				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1291		鹿児島県中種子町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		種子島空港ターミナルビル タネガシマ クウコウ		航空旅客貨物役務		325		71		53		0				31		0		0.79%		15.00%				35		0		▲5				254		257		▲3		◎		▲3		▲3		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1292		鹿児島県南種子町		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		種子島農業公社 タネガシマ ノウギョウ コウシャ		民間農家の農作業受委託		240		70		30		0				0		8		0.22%		15.00%				0		8		0				170		185		▲16		○		▲23		8		▲31				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1293		鹿児島県南種子町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		種子島空港ターミナルビル タネガシマ クウコウ		航空旅客貨物役務		325		71		20		0				12		0		0.34%		15.00%				13		0		▲2				254		257		▲3		◎		▲3		▲3		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1294		鹿児島県和泊町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		南栄糖業 ミナミ サカエ トウ ギョウ		分蜜糖の製造・販売		963		705		5		0				70		0		1.79%		15.00%				75		0		▲5				259		120		140				209		41		168				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1295		鹿児島県和泊町		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		沖永良部農業開発組合 オキノエラブ ノウギョウ カイハツ クミアイ		農作業受託作業・堆肥供給事業		223		29		1		0				12		0		0.28%		15.00%				22		0		▲11				194		212		▲19		◎		▲19		▲28		9				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1296		鹿児島県知名町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		南栄糖業		分蜜糖の製造・販売		963		705		5		0				64		0		1.88%		15.00%				68		0		▲4				259		120		140				209		41		168				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1297		沖縄県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		那覇空港ビルディング		那覇空港国内線・国際線旅客ターミナルビルの管理運営事業		34,356		19,209		733		686				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				15,148		13,069		2,079				3,138		2,442		696				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1298		沖縄県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		沖縄県農業振興公社		農地の売買、貸借　等		1,558		359		18		18				84		0		0.02%		3.75%				80		0		4				1,199		1,170		30		●		▲17		▲10		▲8				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1299		沖縄県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		沖縄県産業振興公社		県内中小企業等の経営基盤強化及び創業の促進に関する事業並びに産業振興に必要な諸事業		10,220		9,842		37		8,669				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				378		384		▲6		◎		▲68		▲79		11				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1300		沖縄県		地方住宅供給公社 チホウ ジュウタク キョウキュウ コウシャ		沖縄県住宅供給公社		賃貸住宅の管理運営		4,946		1,457		1,015		715				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				3,490		3,476		15		○		▲8		19		▲26				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1301		沖縄県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		沖縄都市モノレール		軌道法による一般運輸（モノレール）事業		20,450		26,562		2,781		8,793				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0		◎		▲6,112		▲6,401		289				34		▲320		354				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1302		沖縄県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		沖縄県国際交流・人材育成財団 オキナワケン コクサイ コウリュウ ジンザイ イクセイ ザイダン		奨学金貸与・給与、国際交流		13,049		766		541		540				0		0		0.00%		3.75%		-		-		-		-				12,284		-		-		○		▲37		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1303		沖縄県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		那覇空港貨物ターミナル		那覇空港貨物ターミナルビルの管理・運営		8,370		5,836		250		841				0		0		0.00%		3.75%				0		0		0				2,534		2,238		297				490		439		52				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1304		沖縄県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		沖縄県環境整備センター オキナワケン カンキョウ セイビ		公共関与による産業廃棄物管理型最終処分場の整備及び運営		650		114		340		110				0		0		0.00%		3.75%		-		-		-		-				537		-		-		○		▲50		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1305		沖縄県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		石垣空港ターミナル イシガキ クウコウ		石垣空港旅客ターミナルビルの管理・運営		5,492		3,653		420		795				0		0		0.00%		3.75%		-		-		-		-				1,840		-		-				133		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1306		沖縄県那覇市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		沖縄都市モノレール オキナワ トシ		軌道法による一般運輸（モノレール）事業		20,450		26,562		2,651		8,789				0		0		0.00%		11.25%				0		0		0		◎		▲6,112		▲6,401		289				34		▲320		354				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1307		沖縄県石垣市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		八重山食肉センター ヤエヤマ ショクニク		家畜（牛・豚）の屠殺処理		132		141		9		125				0		0		0.00%		12.92%				0		0		0		○		▲9		23		▲31		◎		▲31		▲58		28				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1308		沖縄県浦添市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		浦添市土地開発公社 ウラソエシ トチ カイハツ コウシャ		公共・公用地等の取得、管理、処分等		4,194		2,295		10		121				1,802		0		8.33%		12.34%		-		-		-		-				1,900		-		-				165		-		-				569		569		2.63%		2.63%		-		-		-		-		3,387		569		569		16.81%		16.81%		-		-		-		-		-		-

				1309		沖縄県沖縄市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		沖縄市土地開発公社 オキナワ シ トチ カイハツ コウシャ		公共用地、公用地等の取得、管理、処分		87		26		5		26				0		0		0.00%		11.91%				0		0		0				62		62		▲1		◎		▲1		▲1		1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		25		25		25		100.00%		100.00%		25		25		25		0		0		0

		●		1310		沖縄県豊見城市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		沖縄県町村土地開発公社 オキナワケン チョウソン トチ カイハツ コウシャ		公有用地の先行取得		4,070		3,137		7		0				73		0		0.67%		13.20%				486		0		▲413				933		917		16				16		12		5				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		3,037		1,770		540		58.30%		17.77%		2,983		1,956		536		54		▲186		4

				1311		沖縄県うるま市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		うるま市土地開発公社		土地開発公社として行う土地の取得及び処分		21		7		10		7				0		0		0.00%		11.97%				0		0		0				15		16		▲2		◎		▲2		▲2		1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		7		7		7		100.00%		100.00%		40		19		19		▲33		▲12		▲12

		●		1312		沖縄県読谷村		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		沖縄県町村土地開発公社 オキナワケン チョウソン トチ カイハツ コウシャ		公有用地の先行取得		4,070		3,137		11		0				32		0		0.43%		13.98%				32		0		0				933		917		16				16		12		5				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		3,037		1,770		540		58.30%		17.77%		2,983		1,956		536		54		▲186		4

		●		1313		沖縄県西原町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		沖縄県町村土地開発公社 オキナワケン チョウソン トチ カイハツ コウシャ		公有用地の先行取得		4,070		3,137		5		0				180		0		2.79%		14.25%				180		0		0				933		917		16				16		12		5				461		461		7.14%		7.14%		460		460		1		1		3,037		1,770		540		58.30%		17.77%		2,983		1,956		536		54		▲186		4

		●		1314		沖縄県与那原町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		沖縄県町村土地開発公社 オキナワケン チョウソン トチ カイハツ コウシャ		公有用地の先行取得		4,070		3,137		5		0		◎		1,200		0		32.32%		15.00%		○		1,400		0		▲200				933		917		16				16		12		5		◎		1,310		79		35.27%		2.12%		1,496		0		▲186		79		3,037		1,770		540		58.30%		17.77%		2,983		1,956		536		54		▲186		4

				1315		沖縄県久米島町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		オーランド		海洋深層水を活用した温浴施設		7		129		68		64				64		0		1.55%		15.00%				61		0		4		◎		▲122		▲123		1		●		▲20		▲13		▲8				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

						（注１）本調査の資料については、表示単位未満を原則として切り上げしている。 チュウ ホンチョウサ シリョウ ヒョウジ タンイ ミマン ゲンソク キ ア

						（注２）複数の地方公共団体が同一の法人に損失補償等の財政援助を行っている場合は、番号の左側に●を付している。 チュウ フクスウ チホウ コウキョウ ダンタイ ドウイツ ホウジン ソンシツ ホショウ トウ ザイセイ エンジョ オコナ バアイ バンゴウ ヒダリ カワ フ
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						＜公表イメージ＞ コウヒョウ		　○：今年度新たにⅠ～Ⅳの各基準に該当したもの　◎：２年連続でⅠ～Ⅳの各基準に該当し、かつ当該基準値（額）が減少　●：２年連続でⅠ～Ⅳの各基準に該当し、かつ当該基準値（額）が増加																																																										（単位：百万円、％）						（単位：百万円、％）

						報告地方公共団体名 ホウコク チホウ コウキョウ ダンタイ ナ		法人分類 ホウジン ブンルイ		法人名 ホウジン メイ		業務概要 ギョウム ガイヨウ		当該法人の
資産総額 トウガイ ホウジン シサン ソウガク		当該法人の
負債総額 トウガイ ホウジン フサイ ソウガク		当該地方公共団体の出資額 トウガイ チホウ コウキョウ ダンタイ シュッシガク		当該地方公共団体の長期貸付金額 トウガイ チホウ コウキョウ ダンタイ チョウキ カシツケ キンガク																																						土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ

																						Ⅰ
当該地方公共団体の財政規模に対する損失補償等の割合が早期健全化基準に達している法人

 トウガイ チホウ コウキョウ ダンタイ ザイセイ キボ タイ ソンシツ ホショウ トウ ワリアイ ソウキ ケンゼンカ キジュン タッ ホウジン																																				債務保証等の対象となっている長期保有土地の規模 サイム ホショウ トウ タイショウ チョウキ ホユウ トチ キボ																		総保有土地に占める長期保有土地の割合 ソウ ホユウ トチ シ チョウキ ホユウ トチ ワリアイ

																								損失補償・債務保証付債務残高
A ソンシツ ホショウ サイム ホショウ ツ サイム ザンダカ		短期貸付金
B タンキ カシツケキン		(A+B)/標準財政規模
 ヒョウジュン ザイセイ キボ		実質赤字の早期健全化基準
 ジッシツ アカジ ソウキ ケンゼンカ キジュン		前年度調査 ゼンネンド チョウサ						前年度調査 ゼンネンド チョウサ		増減
(A+B)-(A'+B') ゾウゲン		Ⅱ
債務超過
法人
 サイム チョウカ ホウジン		純資産額及び正味財産額
C ジュンシサン ガク オヨ ショウミ ザイサンガク		前年度調査 ゼンネンド チョウサ		増減
C-C' ゾウゲン		Ⅲ
経常赤字
法人
 ケイジョウ アカジ ホウジン		経常損益額及び当期正味財産増減額
D ケイジョウ ソンエキガク オヨ トウキ ショウミ ザイサン ゾウゲンガク		前年度調査 ゼンネンド チョウサ		増減
D-D' ゾウゲン		Ⅳ
債務保証等の対象となっている保有期間が５年以上の土地の簿価総額が、当該地方公共団体の財政規模の10%以上となっている公社 ザイセイ		債務保証等の対象となっている保有期間が５年以上の土地（簿価総額）
E サイム ホショウ トウ タイショウ ホユウ キカン ネンイジョウ トチ ボカ ソウガク		債務保証等の対象となっている保有期間が10年以上の土地（簿価総額）
F		E/標準財政規模 ヒョウジュン ザイセイ キボ		F/標準財政規模 ヒョウジュン ザイセイ キボ		前年度調査 ゼンネンド チョウサ				増減
E-E' ゾウゲン		増減
F-F' ゾウゲン		保有土地の簿価総額
G ホユウ トチ ボカ ソウガク		うち5年以上保有土地の簿価総額
H		うち10年以上保有土地の簿価総額
I		H/G		I/G		前年度調査 ゼンネンド チョウサ						増減
G-G' ゾウゲン		増減
H-H' ゾウゲン		増減
I-I' ゾウゲン

																																I
該当法人 ガイトウ ホウジン		A'		B'		A'+B'								C'								D'														E'		F'																G'		H'		I'







				1		A県 ケン		公益財団法人 コウエキ ザイダン ホウジン		A県産業振興センター ケン サンギョウ シンコウ		農用地の買入売渡、借入貸付、農用地の開発・造成・改良・整備ほか		80,083		68,950		340		3,786				1,000		200		0.50%		3.75%		○		60,000		0		1,300		▲100				4,500		4,600		▲100		○		▲50		10		▲60				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				2		A県 ケン		一般社団法人 イッパン シャダン ホウジン		A県林業公社（林業公社） ケン リンギョウ コウシャ リンギョウ コウシャ		北海道における私立学校教育の充実及び振興のために貸付・斡旋・助成・経営調査相談事業を実施		5,751		1,574		515		0		◎		20,000		0		6.50%		3.75%				0		2,770		22,000		▲2,000				3,500		4,000		▲500		◎		▲10		▲180		170				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				3		A県○○市 ケン シ		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		○○観光振興公社 カンコウ シンコウ コウシャ		空港ターミナルビルの貸室業，食堂並びに売店の経営		8,608		5,364		15		45				0		50		0.18%		13.00%				0		0		45		5		●		▲50		▲40		▲10				5		2		3				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				4		C市 シ		公益財団法人				道内中小企業者の経営革新及び創業並びに経営資源の確保・強化に関する事業活動に対する総合的支援		15,887		15,094		5		11,392				500		800		0.10%		3.75%				1,500		500		2,000		▲700				750		690		60				10		▲5		15				-		-		-		-		-		-		-		ERROR:#VALUE!		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				5		A県 ケン		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		A県観光センター ケン カンコウ		農業を核とした地域産農業の振興		2,172		470		600		378				0		0		0.00%		3.75%		-		-		-		-		-				1,800		-		-				15		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				7		B県 ケン		地方住宅供給公社 チホウ ジュウタク キョウキュウ コウシャ		B県住宅供給公社 ケン ジュウタク キョウキュウ コウシャ		賃貸住宅、割賦債権の管理及び宅地等の分譲		30,371		39,334		24		0				6,500		1,500		2.50%		3.75%				0		28,000		8,500		▲500				20,000		17,000		3,000				750		850		▲100				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				467		C県 ケン		地方道路公社 チホウ ドウロ コウシャ		C県道路公社 ケン ドウロ コウシャ		有料道路の建設･管理		20,882		15,137		5,745		2,839		◎		70,000		0		4.50%		3.75%				6,716		0		75,000		▲5,000				100,500		100,000		500				80		▲30		110				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				6		D県○×市 ケン シ		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		○×市土地開発公社 シ トチ カイハツ コウシャ		公共用地等の先行取得		33,512		32,447		100		0				1,500		0		4.50%		12.50%				30,000		0		2,000		▲500				450		400		50		○		▲5		5		▲10		◎		4,000		30,510		12.00%		2.13%		4,300		30,510		▲300		0		31,530		30,508		30,508		96.76%		96.76%		32,576		30,506		30,506		▲1,046		2		2

				8		B市 シ		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		B市開発 シ カイハツ		地域航空路線の運航		951		629		96		115				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				457		330		127				134		25		109				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				9		C市 シ		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		C市民交流センター シ ミン コウリュウ		空港ビルの管理運営		100,634		87,885		50		2,900				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				14,578		14,321		257				2,970		2,344		626				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		10		C市 シ		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		C市卸売市場 シ オロシウ イチバ		プロサッカーチームの運営		695		676		30		70				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				27		26		1		○		▲12		32		▲44				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				11		D市 シ		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		Dの里 サト		道南いさりび鉄道線（五稜郭・木古内間）に係る第一種鉄道事業等		3,058		2,832		302		868				950		0		0.06%		3.75%		-		-		-				-				257		-		-		○		▲145		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				12		D市 シ		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		D市都市開発 シ トシ カイハツ		勤労者等のための福祉施設（音楽ホール、プール等）の管理運営		419		395		15		276				0		0		0.00%		11.25%				0		0				0				18		▲5		23				75		88		▲13				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				13		E市 シ		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		E市医療財団 シ イリョウ ザイダン		心身障がい者の自立・更生を図るため、靴・傘等の修理を行わせるための職場の提供		75		19		1		14				0		0		0.00%		11.25%				0		0				0				62		58		4				5		4		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				14		F市 シ		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		F市開発 シ カイハツ		冬季道路交通情報システム運用、気象情報の提供、各種情報システム開発・運用、交通系ＩＣカード運用		21,961		20,617		254		0				13,000		0		2.75%		11.25%				10,000		0				3,000				1,899		1,452		447				88		28		60				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				15		北海道札幌市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		第８回札幌アジア冬季競技大会組織委員会		大会の運営及び開催事業		509		358		36		105				0		0		0.00%		11.25%				0		0				0				152		23		129				129		▲43		172				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		16		北海道札幌市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		コンサドーレ		プロサッカーチームの運営		695		676		30		380				0		0		0.00%		11.25%				0		0				0				19		16		4		○		▲33		45		▲77				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				17		北海道函館市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		函館市土地開発公社 ハコダテシ トチ カイハツ コウシャ		公共事業用地の先行取得		3,622		2,475		10		0				2,475		0		3.41%		11.25%				2,582		0				▲108				1,148		1,138		10				10		12		▲3				2,853		2,853		3.93%		3.93%		2,845		2,845		8		8		3,137		3,137		3,137		100.00%		100.00%		3,138		3,138		3,138		▲2		▲2		▲2

				18		北海道小樽市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		小樽観光振興公社 オタル カンコウ シンコウ コウシャ		小樽海上観光船業務		142		27		158		0				0		22		0.07%		11.69%				0		26				▲4				115		127		▲12		●		▲11		▲4		▲8				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				19		北海道旭川市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		旭川振興公社 アサヒカワ シンコウ コウシャ		庁舎等の賃貸，各種受託事業等		3,744		2,796		7		74				882		1,698		3.13%		11.25%				1,015		1,757				▲193				948		916		33				50		178		▲128				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				20		北海道旭川市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		旭川産業創造プラザ アサヒカワ サンギョウ ソウゾウ		地域産業の高度化につながる研究開発に対する支援		1,943		715		1,161		700				0		0		0.00%		11.25%				0		0				0				1,228		1,175		53				3		1		3				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				21		北海道旭川市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		旭川空港ビル アサヒカワ クウコウ		空港利用施設の賃貸業等		3,647		987		108		0				0		170		0.21%		11.25%				0		180				▲10				2,660		2,515		146				210		135		76				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				22		北海道室蘭市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		室蘭振興公社 ムロラン シンコウ コウシャ		宅地造成売却、駐車場及びゴルフ練習場経営並びに市庁舎管理等受託事業		492		212		18		0				150		0		0.63%		12.17%				162		0				▲12				280		271		9				28		26		3				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				23		北海道室蘭市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		室蘭リゾート開発 ムロラン カイハツ		市スキー場・公園管理運営受託業務及び市役所・市立病院の食堂・売店経営		26		61		44		48				0		0		0.00%		12.17%				0		0				0		◎		▲35		▲42		7				9		9		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				24		北海道室蘭市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		むろらん広域センタービル コウイキ		むろらん広域センタービル管理		2,130		1,895		80		468				0		0		0.00%		12.17%				0		0				0				236		189		48				55		49		7				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				25		北海道北見市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		北見市土地開発公社 キタミシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地、公用地等の取得、管理、処分		1,645		1,560		5		0				1,300		0		3.68%		11.60%				750		50				500				86		84		2				5		2		3				14		14		0.04%		0.04%		50		50		▲36		▲36		1,238		14		14		1.13%		1.13%		541		50		50		697		▲36		▲36

				26		北海道北見市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		北見振興公社 キタミ シンコウ コウシャ		用地の取得・造成・処分及び斡旋事業、北見市から要請又は委託を受けた事業		452		401		1		0				400		40		1.24%		11.60%				440		150				▲150				51		49		2				1		2		▲1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				27		北海道岩見沢市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		岩見沢振興公社		駐車場・土地等の賃貸及び公園の管理事業の受託		282		269		3		0				261		5		1.06%		12.09%				265		5				▲5				14		13		1				1		6		▲5				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				28		北海道岩見沢市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		岩見沢市土地開発公社 イワミザワ シ トチ カイハツ コウシャ		公共用地・公共地等の取得及び管理処分等		863		1,704		3		0				0		1,900		7.61%		12.09%				1,968		97				▲164		◎		▲841		▲957		116				116		116		▲1				856		856		3.43%		3.43%		859		820		▲3		36		856		856		856		100.00%		100.00%		1,004		859		820		▲148		▲3		36

				29		北海道留萌市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		留萌市土地開発公社 ルモイシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地等の先行取得及び管理処分		526		495		5		0				494		0		6.27%		13.78%				525		45				▲76				32		31		2				2		4		▲3				471		471		5.97%		5.97%		520		416		▲49		55		518		518		518		100.00%		100.00%		567		567		463		▲49		▲49		55

				30		北海道美唄市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		美唄ハイテクセンター ビバイ		コンピュータソフトに関する人材育成、ソフト企業の誘致･育成、各種情報処理サービスの提供など		525		178		300		0				172		0		1.84%		13.46%				176		0				▲4				347		352		▲5		◎		▲4		▲8		5				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				31		北海道芦別市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		芦別振興公社 アシベツ シンコウ コウシャ		国民宿舎、ホテル等の管理運営		96		277		10		220				0		0		0.00%		14.26%				0		125				▲125		●		▲182		▲115		▲67		●		▲85		▲74		▲12				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				32		北海道士別市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		士別市農畜産物加工 シベツシ ノウチクサン ブツ カコウ		農畜産物の加工販売		89		123		10		0				100		0		0.99%		13.32%				70		0				30		●		▲35		▲30		▲5		◎		▲5		▲13		8				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				33		北海道三笠市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		三笠市土地開発公社 ミカサシ トチ カイハツ コウシャ		市有地の取得、造成等		720		643		5		284				230		0		4.73%		15.00%				270		0				▲40				78		77		1				1		1		1				0		0		0.00%		0.00%		270		270		▲270		▲270		707		707		707		100.00%		100.00%		752		752		752		▲45		▲45		▲45

				34		北海道根室市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		根室市土地開発公社 ネムロシ トチ カイハツ コウシャ		公有用地等の取得		143		119		5		0				0		0		0.00%		13.42%				0		35				▲35				25		24		1				1		1		1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		137		137		137		100.00%		100.00%		137		137		137		0		0		0

				35		北海道千歳市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		千歳市場公社 チトセ シジョウ コウシャ		千歳市公設地方卸売市場における売買代金精算業務		115		120		10		0				65		0		0.32%		12.44%				65		5				▲5		◎		▲5		▲8		3				4		4		▲1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				36		北海道滝川市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		滝川振興公社 タキカワ シンコウ コウシャ		ゴルフ場経営、学生会館等賃貸		353		636		12		629				0		629		5.19%		13.04%				0		649				▲20		◎		▲283		▲305		22				22		14		8				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				37		北海道滝川市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		滝川グリーンズ タキカワ		レジャー施設（温泉）運営		9		58		10		35				0		35		0.29%		13.04%				0		35				0		◎		▲49		▲49		1				1		▲6		6				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				38		北海道砂川市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		砂川市土地開発公社		公有地等取得管理		821		1,378		10		0		◎		1,378		0		19.88%		14.07%		○		1,436		0				▲58		◎		▲558		▲572		14				14		▲22		36		◎		803		786		11.59%		11.35%		852		832		▲49		▲46		803		803		803		100.00%		100.01%		852		852		832		▲49		▲49		▲29

				39		北海道富良野市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		空知川ゴルフ公社		ゴルフ場の管理運営		303		211		42		105				0		0		0.00%		13.71%				0		0				0				93		90		3				4		3		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				40		北海道石狩市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		石狩市土地開発公社 イシカリシ トチ カイハツ コウシャ		土地の取得、造成、処分		1,235		1,897		10		0		◎		0		2,671		15.85%		12.66%		○		2,671		119				▲119		◎		▲662		▲696		34				34		51		▲17				1,144		1,144		6.79%		6.79%		1,804		1,804		▲660		▲660		1,144		1,144		1,144		100.00%		100.00%		1,804		1,804		1,804		▲660		▲660		▲660

				41		北海道北斗市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		北斗市土地開発公社 ホクトシ トチ カイハツ コウシャ		土地の取得、造成、処分		65		23		3		23				0		0		0.00%		12.98%				0		0				0				43		43		▲1		◎		▲1		▲1		1				0		0		0.00%		0.00%		59		0		▲59		0		59		59		0		100.00%		0.00%		59		59		0		0		0		0

				42		北海道江差町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		檜山造船公社 ヒヤマ ゾウセン コウシャ		漁船上架施設の管理及び船舶の修繕		16		8		6		6				0		0		0.00%		15.00%				0		6				▲6				8		8		1				1		1		▲1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				43		北海道江差町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		江差町土地開発公社		公共用地の先行取得		110		136		7		0				136		0		3.87%		15.00%				172		0				▲37		◎		▲27		▲32		6				6		4		3				53		53		1.52%		1.52%		84		84		▲31		▲31		53		53		53		100.00%		100.00%		84		84		84		▲31		▲31		▲31

				44		北海道江差町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		江差青果卸売市場		卸売市場における青果物の卸売り販売		20		26		2		0				0		10		0.29%		15.00%		-		-		-				-		○		▲6		-		-		○		▲4		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				45		北海道黒松内町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		ブナの里振興公社 サト シンコウ コウシャ		宿泊施設、日帰り温泉、道の駅くろまつないの管理運営		28		34		8		0				0		20		0.77%		15.00%				0		20				0		●		▲7		▲4		▲4		◎		▲4		▲6		3				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				46		北海道蘭越町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		蘭越町土地開発公社 ランコシチョウ トチ カイハツ コウシャ		宅地分譲、公共用地の先行取得		75		0		5		0				0		0		0.00%		15.00%		-		-		-				-				75		-		-		○		▲1		-		-				0		0		0.00%		0.00%		-		-		-		-		65		32		23		49.13%		35.31%		-		-		-		-		-		-

				47		北海道真狩村		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		真狩フラワー振興公社 マッカリ シンコウ コウシャ		道の駅真狩フラワーセンターの管理・運営		14		26		50		20				0		0		0.00%		15.00%				0		0				0		◎		▲13		▲15		3				3		2		2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				48		北海道余市町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		まほろば宅地管理公社		不動産売買・斡旋・仲介・賃貸・管理及びコンサルタント		172		167		3		79				0		0		0.00%		14.51%				0		0				0				5		5		0				0		0		0				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				49		北海道南幌町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		南幌振興公社		ゴルフ場の管理・運営		743		172		27		0				169		0		5.06%		15.00%				176		0				▲7				572		570		2				3		2		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				50		北海道新十津川町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		新十津川総合振興公社 シントツカワ ソウゴウ シンコウ コウシャ		レストラン・宿泊施設の運営、特産品販売、農産物加工		57		28		10		0				0		10		0.24%		15.00%				0		20				▲10				30		26		4				6		4		3				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				51		北海道沼田町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		沼田開発公社 ヌマタ カイハツ コウシャ		自動車学校の管理		9		5		3		0				0		16		0.59%		15.00%				0		14				2				5		▲1		6				6		▲1		6				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				52		北海道鷹栖町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		鷹栖町土地開発公社		公共用地の取得、販売		324		281		3		45				236		0		7.57%		15.00%				241		0				▲6				44		45		▲2		●		▲2		▲2		▲1				302		0		9.70%		0.00%		326		0		▲24		0		320		320		18		100.00%		5.63%		326		326		0		▲6		▲6		18

				53		北海道東神楽町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		東神楽町土地開発公社 ヒガシカグラチョウ トチ カイハツ コウシャ		土地の造成・販売		76		71		5		0				71		0		2.16%		15.00%				91		0				▲21				6		7		▲1		◎		▲1		▲15		14				64		51		1.97%		1.57%		71		71		▲7		▲20		64		64		51		100.00%		79.39%		84		71		71		▲20		▲7		▲20

				54		北海道当麻町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		当麻町土地開発公社 トウマ チョウ トチ カイハツ コウシャ		住宅団地の造成、分譲等		59		24		3		0				24		0		0.74%		15.00%				44		0				▲20				35		39		▲5		●		▲5		▲2		▲4				0		0		0.00%		0.00%		44		15		▲44		▲15		35		35		15		100.00%		43.30%		44		44		15		▲9		▲9		0

				55		北海道美瑛町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		美瑛町土地開発公社		土地の取得、造成		53		18		3		18				0		0		0.00%		14.42%		-		-		-				-				36		-		-		○		▲1		-		-				0		0		0.00%		0.00%		-		-		-		-		45		23		23		51.11%		51.11%		-		-		-		-		-		-

				56		北海道南富良野町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		南富良野町振興公社 ミナミ シンコウ コウシャ		観光施設管理運営		112		80		24		36				0		0		0.00%		15.00%				0		0				0				32		5		28				34		6		28				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				57		北海道浜頓別町		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		観光公社北オホーツクランド カンコウコウシャ キタ		温泉宿泊施設、売店、キャンプ場		35		23		3		0				0		10		0.30%		15.00%				0		10				0				13		11		3				3		4		▲2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				58		北海道雄武町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		雄武町観光開発 オウムチョウ カンコウ カイハツ		ホテルの管理運営		47		79		30		65				0		0		0.00%		15.00%				0		0				0		◎		▲32		▲35		4				4		▲9		12				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				59		北海道白老町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		白老振興公社 シラオイ シンコウ コウシャ		庁舎内清掃、衛生管理施設管理運営等		323		240		30		0				230		0		3.55%		14.24%				230		0				0				83		82		2				2		3		▲2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				60		北海道厚真町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		厚真町土地開発公社		公共用地、公有地の取得管理、処分		168		86		10		86				0		0		0.00%		15.00%				0		0				0				82		82		1				1		▲1		1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		120		82		77		68.34%		64.52%		126		91		87		▲6		▲9		▲10

				61		北海道日高町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		日高アグリ ヒダカ		生薬等の栽培及び販売		209		153		36		0				130		0		1.90%		14.10%				130		0				0				56		55		2				2		▲5		7				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				62		北海道平取町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		平取町畜産公社 ビラトリチョウ チクサン コウシャ		牧場管理・和牛肥育		142		141		6		119				0		0		0.00%		15.00%				0		0				0				1		▲9		10				11		▲2		13				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				63		北海道新冠町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		日高軽種馬共同育成公社		軽種馬の預託・育成		467		161		49		0				24		0		0.64%		15.00%				49		0				▲25				306		300		7				10		109		▲99				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				64		北海道浦河町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		うらかわ優駿の里振興 ユウ シュン サト シンコウ		乗馬、宿泊、リゾート施設の運営		54		182		51		0				166		0		3.01%		14.69%				166		2				▲2		◎		▲129		▲133		4				5		1		4				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				65		北海道音更町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		音更町土地開発公社 オトフケ チョウ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の取得、管理、処分		639		152		5		0				100		0		0.85%		13.08%				100		0				0				488		491		▲4		○		▲4		6		▲10				572		572		4.86%		4.86%		566		566		6		6		572		572		572		100.00%		100.00%		566		566		566		6		6		6

				66		北海道士幌町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		ベリオーレ		道の駅及び温泉宿泊施設		141		145		5		0				0		25		0.56%		15.00%				0		25				0		◎		▲5		▲20		15				16		▲14		29				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				67		北海道幕別町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		幕別町土地開発公社 マクベツチョウ トチ カイハツ コウシャ		住宅・工業団地及び公共用地の取得・処分		1,132		1,110		5		0				1,102		0		11.45%		13.40%				202		900				0				23		23		1				1		1		1		◎		1,115		1,018		11.59%		10.58%		1,116		1,019		0		▲1		1,116		1,116		1,019		100.00%		91.34%		1,115		1,115		1,019		▲1		▲1		0

				68		北海道浦幌町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		ユーエム		特産品の製造販売、庁舎等公務補業務、公共施設消防用設備等保守業務、給食配送業務、公衆浴場指定管理委託		50		21		32		8				0		0		0.00%		15.00%				0		0				0				29		23		7				9		8		2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				69		北海道標茶町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		標茶町観光開発公社 シベチャ チョウ カンコウ カイハツ コウシャ		標茶町における公共施設及び公益に供する事業		14		12		16		0				0		9		0.14%		14.41%				0		8				1				2		4		▲3		○		▲2		1		▲3				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				70		青森県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		２１あおもり産業総合支援センター サンギョウ ソウゴウ シエン		中小企業に対する総合的支援		12,527		11,745		390		10,761				0		605		0.15%		3.75%				0		730				▲125				782		1,190		▲408		●		▲400		▲48		▲353				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				71		青森県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		むつ小川原地域・産業振興財団		市町村及び産業団体等が行う地域活性化や産業振興のための事業に対する助成		12,628		5,408		10		1,000				0		4,000		1.01%		3.75%				0		0				4,000				7,220		6,919		302				302		274		28				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				72		青森県		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		青森県土地開発公社 アオモリケン トチ カイハツ コウシャ		公共用地の先行取得		4,173		3,517		10		3,319				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				656		512		145				145		152		▲8				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		3,330		3,330		3,330		100.00%		100.00%		3,460		3,460		3,460		▲130		▲130		▲130

				73		青森県		地方道路公社 チホウ ドウロ コウシャ		青森県道路公社 アオモリケン ドウロ コウシャ		みちのく有料道路、青森空港有料道路、第二みちのく有料道路、青森中央大橋駐車場の管理運営		33,389		25,130		8,236		1,832				7,351		0		1.86%		3.75%				8,264		0				▲914				8,259		8,259		0				0		2		▲2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				74		青森県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		青森県フェリー埠頭公社 アオモリケン フトウ コウシャ		フェリー埠頭の建設、管理、運営		5,459		635		20		258				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				4,824		4,825		▲2				7		35		▲28				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				75		青森県		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		あおもり農林業支援センター ノウリンギョウ シエン		農地の利用調整と集積の促進、農林業の振興		662		527		1		58				326		0		0.08%		3.75%				350		0				▲25				136		139		▲4		●		▲20		▲11		▲9				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				76		青森県青森市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		青森市土地開発公社 アオモリ シ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の取得・管理・処分		3,687		3,616		5		73				3,544		73		5.25%		11.25%				3,544		0				73				72		75		▲3		●		▲3		▲3		▲1				3,678		3,678		5.34%		5.34%		3,610		3,610		68		68		3,681		3,681		3,678		100.00%		99.92%		3,613		3,610		3,610		68		71		68

				77		青森県青森市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		青森駅前再開発ビル アオモリエキマエサイカイハツ		青森駅前再開発ビル･駅前地区駐車場の賃貸・管理・運営及びその受託業務		984		3,369		835		2,382				0		0		0.00%		11.25%				0		0				0		○		▲2,386		304		▲2,689		●		▲78		▲50		▲29				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				78		青森県弘前市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		弘前市土地開発公社		公共用地の取得及び処分		337		10		5		10				0		0		0.00%		11.38%				0		0				0				327		327		1				1		1		▲1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		328		328		328		100.00%		100.00%		328		328		328		0		0		0

				79		青森県八戸市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		八戸地域地場産業振興センター ハチノヘ チイキ ジバ サンギョウ シンコウ		地場産業振興に関する情報収集・発信、需要開拓等		2,031		178		27		0				57		0		0.11%		11.25%				97		0				▲41				1,853		1,858		▲6				17		20		▲3				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				80		青森県三沢市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		三沢市土地開発公社 ミサワシ トチ カイハツ コウシャ		公有地等の取得及び管理・処分等		1,071		445		5		420				25		0		0.24%		13.28%				45		0				▲20				627		626		1				2		2		1				880		880		8.53%		8.53%		880		880		0		0		986		986		965		100.00%		97.80%		996		996		972		▲10		▲10		▲7

				81		青森県三沢市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		スカイプラザミサワ		商品の販売と賑わいの創出		681		79		65		30				0		0		0.00%		13.28%				0		0				0				180		192		▲12		◎		▲12		▲13		2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				82		青森県むつ市		一般社団法人 イッパン シャダンホウジン		むつ市脇野沢農業振興公社 シ ワキノサワ ノウギョウ シンコウ コウシャ		農地の保全管理､畜舎管理、体験農園管理		95		137		11		66				0		66		0.37%		12.60%				0		60				6		●		▲42		▲42		▲1		◎		▲1		▲5		5				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				83		青森県平川市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		津軽バイオマスエナジー ツガル		木質バイオマス発電による売電事業		3,148		2,857		10		944				0		0		0.00%		13.16%		-		-		-				-				291		-		-				16		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				84		青森県蓬田村		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		蓬田紳装		オーダースーツ製造		271		108		90		0				0		30		1.80%		15.00%				0		30				0				164		147		17				24		15		10				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				85		青森県深浦町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		ふかうら開発 カイハツ		宿泊施設の管理、加工品の製造販売		141		145		147		0				104		0		2.09%		15.00%				112		0				▲9		○		▲4		22		▲26		◎		▲12		▲34		23				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				86		青森県大鰐町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		大鰐町土地開発公社 オオワニ マチ トチ カイハツ コウシャ		公共用地・取得造処分等業務		155		281		5		110				167		0		4.33%		15.00%				185		0				▲19		◎		▲127		▲144		17				19		20		▲1				139		139		3.63%		3.63%		139		139		0		0		139		139		139		100.00%		100.00%		139		139		139		0		0		0

				87		青森県野辺地町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		野辺地町土地開発公社 ノヘジマチ トチ カイハツ コウシャ		土地の取得・造成		102		95		5		0				95		0		2.48%		15.00%				108		0				▲14				8		7		1				1		1		▲1				94		94		2.48%		2.48%		107		107		▲13		▲13		94		94		94		100.00%		100.00%		107		107		107		▲13		▲13		▲13

				88		青森県新郷村		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		新郷村ふるさと活性化公社 シンゴウムラ カッセイカ コウシャ		観光施設の管理運営		53		47		12		0				0		26		1.30%		15.00%				0		26				0				6		▲3		9				5		2		3				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				89		岩手県		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		岩手県農業公社		農地中間管理事業、農業担い手の育成確保		4,184		2,592		35		68				219		0		0.05%		3.75%				241		0				▲23				1,592		1,646		▲55				14		22		▲9				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				90		岩手県		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		クリーンいわて事業団 ジギョウダン		産業廃棄物の処理		6,659		3,056		4		0				913		0		0.22%		3.75%				1,072		0				▲159				3,604		3,656		▲53				70		135		▲65				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				91		岩手県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		いわて産業振興センター		新産業の創出及び企業の振興を図るための総合的支援事業		42,250		38,839		155		36,415				0		0		0.00%		3.75%		-		-		-				-				3,411		-		-		○		▲314		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				92		岩手県盛岡市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		盛岡地区広域土地開発公社 モリオカ チク コウイキ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の先行取得		350		300		7		59				241		0		0.37%		11.25%				362		0				▲121				51		52		▲1		●		▲1		▲1		▲1				229		229		0.36%		0.36%		361		361		▲132		▲132		288		288		288		100.00%		100.00%		498		498		498		▲210		▲210		▲210

				93		岩手県盛岡市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		盛岡地域交流センター モリオカ チイキ コウリュウ		マリオスのテナント・会議室等賃貸・管理運営		4,395		772		691		0				220		0		0.34%		11.25%				421		0				▲202				3,624		3,469		156				253		230		23				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				94		岩手県北上市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		北上都心開発 キタカミ トシン カイハツ		再開発ビルの管理運営、スポーツクラブ・駐車場の経営		3,518		3,301		75		750				0		0		0.00%		12.32%		-		-		-				-				217		-		-				37		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				95		岩手県遠野市		一般社団法人 イッパン シャダンホウジン		遠野市畜産振興公社 トオノシ チクサン シンコウ コウシャ		牧場及び草地の管理運営、家畜の受託放牧と管理		193		18		190		3				0		0		0.00%		13.14%				22		0				▲22				176		154		22				33		22		11				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				96		岩手県一関市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		岩手県南技術研究センター イワテケン ナン ギジュツ ケンキュウ		技術振興・共同研究、企業の人材育成、産学官連携支援		238		3		137		0				0		8		0.02%		11.41%				0		8				0				236		220		17		◎		▲4		▲8		4				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				97		岩手県陸前高田市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		陸前高田市土地開発公社 リクゼンタカタシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地先行取得		1,611		1,500		5		0				1,500		0		4.06%		14.06%		○		1,500		0				0				111		106		6				6		1		6				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		1,563		0		0		0.00%		0.00%		1,369		0		0		194		0		0

				98		岩手県釜石市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		釜石市土地開発公社 カマイシシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地等の取得、造成及び管理		2,514		2,220		5		1,525				0		1,100		10.29%		13.23%				0		1,190				▲90				295		392		▲97		○		▲97		37		▲134				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		2,115		0		0		0.00%		0.00%		1,674		202		202		441		▲202		▲202

				99		岩手県釜石市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		釜石港物流振興 カマイシ コウ ブツリュウ シンコウ		港湾荷役機械の貸出		40		69		1		0				69		0		0.64%		13.23%				86		0				▲18		◎		▲29		▲30		2				2		▲8		9				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				100		岩手県釜石市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		釜石まちづくり カマイシ		釜石市中心市街地のエリアマネジメント		79		18		53		10				0		12		0.11%		13.23%				0		0				12				61		54		8				3		▲4		6				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				101		岩手県葛巻町		一般社団法人 イッパン シャダンホウジン		葛巻町畜産開発公社 クズマキマチ チクサン カイハツ コウシャ		牧場管理・畜産物の販売		807		435		189		0				317		0		8.03%		15.00%				362		0				▲45				373		318		55				32		▲23		55				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				102		岩手県葛巻町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		葛巻高原食品加工 クズマキ コウゲン ショクヒン カコウ		ワイン・ジュースの製造販売		313		65		40		0				15		0		0.38%		15.00%				40		0				▲25				248		227		21				12		15		▲3				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				103		岩手県西和賀町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		湯田牛乳公社 ユダ ギュウニュウ コウシャ		乳製品・レトルト食品の加工・販売		603		435		38		80				0		0		0.00%		15.00%				0		0				0				169		149		21				26		▲44		69				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				104		岩手県岩泉町		一般社団法人 イッパン シャダンホウジン		岩泉農業振興公社 イワイズミ ノウギョウ シンコウ コウシャ		家畜の飼養管理、牧草の収穫販売、家畜ふん尿の堆肥化製造販売		153		56		38		0				0		10		0.18%		14.61%				0		10				0				98		99		▲2		◎		▲3		▲31		29				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				105		岩手県田野畑村		一般社団法人 イッパン シャダンホウジン		田野畑村産業開発公社 タノハタムラ サンギョウカイハツコウシャ		牛乳・乳製品等加工販売等		69		59		58		30				0		30		1.27%		15.00%				0		30				0				11		10		1				1		▲4		4				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				106		岩手県田野畑村		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		陸中たのはた リクチュウ		宿泊施設ホテル羅賀荘経営等		311		871		43		0		◎		731		0		30.97%		15.00%		○		771		0				▲40		◎		▲561		▲583		23				6		9		▲4				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				107		岩手県田野畑村		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		サンマッシュ田野畑 タノハタ		シイタケ生産販売等		274		243		6		0				108		0		4.54%		15.00%				111		0				▲3				32		6		26				33		34		▲1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				108		宮城県		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		みやぎ農業振興公社		農地中間管理事業、農畜産業の振興、農地等の保全		4,059		1,177		1,723		290				84		0		0.02%		3.75%				70		0				14				2,883		2,729		154				78		69		10				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				109		宮城県		一般社団法人 イッパン シャダンホウジン		宮城県林業公社（林業公社） リンギョウ コウシャ		造林事業を推進し，森林の公益的機能を発揮するとともに，農山村地域の振興を図る。		1,610		1,360		100		893				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				250		176		75				42		▲51		92				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				110		宮城県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		みやぎ産業振興機構		中小企業への一貫した産業支援		98,200		95,317		1,777		92,533				48		435		0.10%		3.75%				48		343				93				2,884		2,895		▲12		◎		▲11		▲176		166				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				111		宮城県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		宮城県フェリー埠頭公社		フェリー埠頭の建設、改良、維持及び管理		2,376		339		20		250				0		0		0.00%		3.75%				41		16				▲57				2,037		1,969		69				23		45		▲22				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				112		宮城県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		仙台空港鉄道		仙台空港アクセス鉄道の運営		8,194		8,165		3,769		7,709				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				29		219		▲191		◎		▲179		▲211		33				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				113		宮城県		地方住宅供給公社 チホウ ジュウタク キョウキュウ コウシャ		宮城県住宅供給公社		宅地分譲事業・公営住宅の管理受託事業		7,336		2,593		21		875				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				4,744		4,220		525				524		322		202				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				114		宮城県		地方道路公社 チホウ ドウロ コウシャ		宮城県道路公社		有料道路の建設、管理等		77,405		67,640		9,765		0				15,011		0		2.96%		3.75%				17,111		0				▲2,100				9,765		9,765		0		○		▲83		1,430		▲1,512				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				115		宮城県		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		宮城県土地開発公社		公有地等の取得、造成等		14,585		5,611		50		2,668				2,823		0		0.56%		3.75%				3,496		0				▲673				8,975		8,833		142				142		94		49				3,597		291		0.71%		0.06%		5,764		0		▲2,167		291		12,054		9,560		2,530		79.31%		20.99%		12,047		10,049		3,085		7		▲489		▲555

				116		宮城県仙台市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		仙台市土地開発公社 センダイシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地先行取得		5,343		4,779		20		4,764				0		4,764		2.01%		11.25%				0		6,058				▲1,295				564		534		30				31		▲258		288				0		0		0.00%		0.00%		4,645		4,510		▲4,645		▲4,510		4,848		4,848		4,847		100.00%		99.98%		5,342		5,342		5,182		▲494		▲494		▲335

				117		宮城県仙台市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		仙台市建設公社 センダイシ ケンセツ コウシャ		学校等の先行取得，市営住宅・駐輪場等の管理		1,371		703		50		0				260		0		0.11%		11.25%				686		0				▲427				669		674		▲6		●		▲5		▲1		▲5				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				118		宮城県仙台市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		仙台観光国際協会 センダイ カンコウ コクサイ キョウカイ		国内外のコンベンションや観光客の誘致・支援及び国際交流活動の推進等		638		245		180		12				0		0		0.00%		11.25%				0		0				0				393		300		93		○		▲8		2		▲9				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				119		宮城県石巻市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		網地島ライン アミ チ シマ		離島航路事業に係る業務		182		179		2		0				0		51		0.12%		11.42%				0		51				0				3		▲29		32				40		14		27				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				120		宮城県多賀城市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		多賀城市土地開発公社 タガジョウシ トチ カイハツ コウシャ		公共事業等に係る公共用地の取得		253		233		10		233				0		233		1.91%		13.04%		-		-		-				-				20		-		-				1		-		-				0		0		0.00%		0.00%		-		-		-		-		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-

				121		宮城県多賀城市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		多賀城駅北開発 タガジョウエキ キタ カイハツ		再開発ビルの賃貸、駐車場の管理運営及び市街地再開発事業の施行		2,652		2,076		354		257				0		0		0.00%		13.04%		-		-		-				-				576		-		-				523		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				122		宮城県岩沼市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		岩沼市土地開発公社		駅前ビルの賃貸及び土地の管理		1,260		530		5		529				0		0		0.00%		13.45%				0		0				0				731		729		2				2		▲13		15				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		1,172		1,172		1,086		100.00%		92.63%		1,172		1,172		1,086		0		0		0

		●		123		宮城県大崎市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		大崎市土地開発公社 オオサキ シ トチ カイハツ コウシャ		市に代わって土地の先行取得を行う。		1,711		1,440		5		0				511		0		1.38%		11.54%				282		0				229				272		275		▲4		●		▲4		▲3		▲1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		1,385		192		192		13.88%		13.88%		456		192		192		929		0		0

				124		宮城県大郷町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		おおさと地域振興公社 チイキ シンコウ コウシャ		物産館、縁の郷、開発センターの管理運営業務		72		187		21		100				0		0		0.00%		15.00%				0		0				0		◎		▲115		▲123		9				5		17		▲13				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				125		宮城県女川町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		シーパル女川汽船 オナガワ キセン		旅客輸送（離島航路）		44		106		17		0				0		64		1.70%		15.00%				0		28				36		●		▲63		▲59		▲4		○		▲4		2		▲6				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		126		大崎地域広域行政事務組合		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		大崎市土地開発公社 オオサキシ トチ カイハツ コウシャ		市に代わって土地の先行取得を行う。		1,711		1,440		0		0				915		0		2.48%		11.54%				-		-				-				272		275		▲4		●		▲4		▲3		▲1				0		0		0.00%		0.00%		-		-		-		-		1,385		192		192		13.88%		13.88%		456		192		192		929		0		0

				127		秋田県		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		秋田県農業公社		農地保有合理化事業、特別栽培農産物認証事業、県有供卵牛管理事業、畜産環境総合整備事業等		5,708		4,860		522		1,678				1,292		0		0.39%		3.75%				1,475		0				▲183				848		857		▲9		○		▲11		1		▲11				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				128		秋田県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		秋田県林業公社（林業公社） リンギョウ コウシャ		分収造林契約による森林経営の管理		62,235		42,230		10		25,713				10,284		0		3.07%		3.75%				10,995		0				▲711				20,005		19,748		257		◎		▲1		▲1		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				129		秋田県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		あきた企業活性化センター		中小企業者等の経営基盤の強化及び創業支援のための、相談、機械設備導入支援、販路拡大等の事業		11,933		9,080		30		7,185				0		1,241		0.37%		3.75%				0		1,425				▲184				2,853		2,889		▲36		●		▲65		▲11		▲54				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				130		秋田県		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		秋田県土地開発公社		公共、公用施設等に供する土地の取得及び処分		813		131		100		14				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				683		673		10				10		18		▲8				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		16		16		16		100.00%		100.00%		16		16		16		0		0		0

				131		秋田県秋田市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		秋田市土地開発公社 アキタシ トチ カイハツ コウシャ		公用地の先行取得		1,577		1,121		10		1,121				0		0		0.00%		11.25%				0		0				0				456		457		▲1		○		▲1		2		▲2				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		1,122		1,122		1,122		100.00%		100.00%		1,122		1,122		1,122		0		0		0

				132		秋田県秋田市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		太平山観光開発 タイヘイザン カンコウ カイハツ		都市公園およびスキ－場の管理		86		140		236		108				0		0		0.00%		11.25%				0		0				0		◎		▲54		▲57		4				5		23		▲19				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				133		秋田県横手市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		増田町物産流通センター マスダ マチ ブッサン リュウツウ		上畑温泉「さわらび・ゆ～らく」の管理運営。特産品の展示、販売		107		93		50		57				0		0		0.00%		11.69%				0		8				▲8				15		13		3				3		▲2		5				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				134		秋田県横手市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		山内観光振興公社 サンナイ カンコウ シンコウ コウシャ		あいのの温泉「鶴ヶ池荘」の管理運営		124		91		110		67				0		0		0.00%		11.69%				0		0				0				33		26		8				10		7		3				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				135		秋田県横手市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		ウッディさんない		木製品・家具及び外構の製造販売、道の駅（レストラン・直売所）の管理運営		148		71		28		15				0		0		0.00%		11.69%				0		0				0				77		68		10				12		4		8				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				136		秋田県湯沢市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		秋の宮山荘 アキ ミヤ サンソウ		宿泊施設及びレストラン、温泉浴場の経営		40		217		93		180				0		0		0.00%		12.64%				0		0				0		●		▲178		▲155		▲23		●		▲22		▲10		▲12				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				137		秋田県由利本荘市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		鳥海高原ユースパーク チョウカイ コウゲン		スポーツ宿泊センター及び花立観光施設等の運営		39		42		51		29				0		29		0.09%		11.77%				0		29				0		◎		▲4		▲6		3				3		▲5		7				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				138		秋田県北秋田市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		マタギの里観光開発 サト カンコウ カイハツ		温泉宿泊施設・農産物等販売施設の管理		16		129		66		60				0		60		0.40%		12.79%		-		-		-				-		○		▲114		-		-		○		▲16		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				139		秋田県仙北市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		アロマ田沢湖 タザワコ		ハーブ園の経営および管理等		55		54		39		5				0		0		0.00%		12.99%				0		0				0				2		7		▲6		◎		▲6		▲6		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				140		秋田県藤里町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		藤里開発公社 フジサト カイハツ コウシャ		健康保養館・ホテルの経営・農産物の加工・清涼飲料水の製造、販売		617		328		100		0				275		15		12.61%		15.00%		○		334		40				▲84				289		289		1				1		1		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				141		秋田県八峰町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		峰浜培養 ミネハマ アリミネ バイヨウ		菌床ホダ木の製造販売		273		130		90		0				96		0		2.16%		15.00%				108		0				▲12				143		30		113				33		26		8				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				142		秋田県東成瀬村		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		秋田栗駒リゾート アキタ クリコマ		宿泊施設・スキー場の管理運営		73		105		28		0				0		60		2.97%		15.00%		-		-		-				-		○		▲32		-		-				27		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				143		山形県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		山形テレビ		テレビジョン放送業		4,318		1,142		13		96				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				3,177		2,916		262				393		406		▲13				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				144		山形県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		さくらんぼテレビジョン		テレビジョン放送業		3,136		974		40		133				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				2,163		2,103		60				120		72		49				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				145		山形県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		山形県企業振興公社		経営支援、創業支援、設備貸与等の中小企業支援		4,451		2,902		459		2,267				154		0		0.05%		3.75%				243		0				▲90				1,550		1,604		▲54		●		▲55		▲54		▲1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				146		山形県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		山形県産業技術振興機構		産学官連携・研究開発等の推進、工業材料試験、ものづくり人材育成		8,305		6,318		1,775		5,230				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				1,988		2,926		▲938		◎		▲66		▲88		23				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				147		山形県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		山形県林業公社（林業公社）		分収造林の運営管理		53,871		38,307		10		19,885				10,344		200		3.14%		3.75%				10,671		0				▲128				15,565		15,363		203		◎		▲1		▲1		0				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				148		山形県		地方道路公社 チホウ ドウロ コウシャ		山形県道路公社		有料道路の建設・管理運営等		1,449		1,083		366		0				202		1,310		0.45%		3.75%				1,582		0				▲71				366		429		▲63				388		194		194				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				149		山形県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		やまがた農業支援センター		農用地の売買・賃借・造成、新規就農支援、６次産業化の推進、有機農産物等の認証 等		5,295		2,777		897		2,022				98		270		0.11%		3.75%				285		190				▲107				2,519		2,569		▲51		○		▲8		3		▲10				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				150		山形県山形市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		山形市都市振興公社 ヤマガタシ トシ シンコウ コウシャ		公共用地の取得、造成、管理、駐車場等の公共施設の管理		1,726		1,463		10		0				546		0		1.06%		11.25%				345		0				202				263		284		▲22		○		▲22		10		▲32				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				151		山形県山形市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		山形市土地開発公社 ヤマガタシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地・公用地等の取得，管理及び処分		4,068		3,699		10		3,699				0		0		0.00%		11.25%				211		0				▲211				370		366		4				4		▲219		223				3,528		3,528		6.83%		6.83%		4,152		4,152		▲624		▲624		3,961		3,961		3,961		99.99%		99.99%		4,226		4,152		4,152		▲265		▲191		▲191

				152		山形県米沢市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		米沢市土地開発公社		公共事業用地の先行取得及び処分		855		739		5		98				540		98		3.18%		12.49%				540		70				28				116		212		▲96		●		▲10		▲4		▲7				558		558		2.78%		2.78%		587		587		▲29		▲29		658		558		558		84.75%		84.75%		608		587		587		50		▲29		▲29

				153		山形県鶴岡市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		鶴岡市開発公社 ツルオカシ カイハツ コウシャ		公共用地等の取得		4,116		3,702		5		0				3,349		0		8.45%		11.47%				3,414		0				▲66				414		390		25				26		27		▲2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				154		山形県寒河江市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		寒河江市土地開発公社 サガエシトチカイハツコウシャ		公共用地、公有地等の取得、造成、管理、処分等		2,975		1,642		5		0		◎		1,633		0		16.24%		13.32%		○		2,046		0				▲413				1,333		1,365		▲32		○		▲32		9		▲40		◎		2,546		432		25.32%		4.30%		2,811		702		▲265		▲270		2,747		2,739		600		99.71%		21.85%		2,940		2,940		831		▲193		▲201		▲231

				155		山形県上山市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		ニュートラックかみのやま		場外発売所の管理運営、売店等営業		1,045		890		10		0				0		50		0.62%		13.74%				0		60				▲10				155		79		76				129		36		94				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				156		山形県上山市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		上山市土地開発公社 カミノヤマ シ トチ カイハツ コウシャ		公共用地等の取得、管理、処分等		299		283		5		0				283		0		3.51%		13.74%				344		0				▲61				17		17		1				1		▲1		1				273		273		3.39%		3.39%		333		333		▲60		▲60		282		273		273		96.88%		96.88%		343		333		333		▲61		▲60		▲60

				157		山形県天童市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		スポーツクラブ天童 テンドウ		スポーツクラブの経営管理		259		194		45		0				127		0		0.97%		12.94%				142		0				▲15				66		47		19				20		2		18				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				158		山形県尾花沢市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		尾花沢市土地開発公社 オバナザワシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の取得・造成及びその他の管理		272		132		5		30				98		0		1.46%		14.14%				12		0				86				140		141		▲1		●		▲1		▲1		▲1				110		110		1.64%		1.64%		0		0		110		110		260		110		110		42.45%		42.45%		146		110		110		114		0		0

				159		山形県南陽市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		南陽市土地開発公社 ナンヨウシ トチ カイハツ コウシャ		公用地等の取得、造成、処分		439		332		5		0				331		0		4.00%		13.68%				331		0				0				108		114		▲7		◎		▲2		▲2		1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		381		0		0		0.00%		0.00%		393		5		5		▲12		▲5		▲5

				160		山形県中山町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		山形県東村山郡中山町土地開発公社		公共用地の取得、管理、処分		689		547		10		0		●		523		545		34.60%		15.00%		○		545		0				523				142		130		12				12		27		▲16				0		0		0.00%		0.00%		684		78		▲684		▲78		674		674		78		100.00%		11.57%		684		684		78		▲10		▲10		0

				161		山形県河北町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		河北町土地開発公社 カホクチョウ トチ カイハツ コウシャ		公共用地、公用地等の取得・管理・処分		552		391		5		0				390		0		8.06%		15.00%				390		0				0				162		162		▲1		◎		▲1		▲1		1				390		340		8.06%		7.02%		536		469		▲146		▲129		525		525		457		100.00%		87.09%		536		536		469		▲11		▲11		▲12

				162		山形県高畠町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		高畠町土地開発公社 タカハタマチ トチ カイハツ コウシャ		土地の取得、造成、処分		436		429		5		0				429		0		6.42%		14.16%				451		0				▲22				7		7		▲1		◎		▲1		▲1		1				427		427		6.39%		6.39%		446		320		▲19		107		427		427		427		100.00%		100.00%		446		446		320		▲19		▲19		107

				163		山形県川西町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		川西町土地開発公社 カワニシ マチ トチ カイハツ コウシャ		土地の管理及び処分		84		24		5		0				24		0		0.38%		14.27%				113		0				▲89				60		62		▲3		◎		▲3		▲4		1				24		24		0.38%		0.38%		65		65		▲41		▲41		77		77		77		100.00%		100.00%		165		78		78		▲88		▲1		▲1

				164		山形県小国町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		小国町土地開発公社 オグニ マチ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の取得、宅地造成、管理、処分		269		69		5		0				69		0		1.65%		15.00%				81		0				▲12				200		199		1				1		▲2		3				242		242		5.76%		5.76%		252		245		▲10		▲3		241		241		241		100.00%		100.00%		252		252		245		▲11		▲11		▲4

				165		山形県庄内町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		山形県庄内町土地開発公社 ヤマガタケン ショウナイマチ トチ カイハツ コウシャ		土地の取得、造成		393		305		2		0				305		0		4.21%		13.97%				342		0				▲37				88		73		15				15		4		11				337		337		4.65%		4.65%		354		354		▲17		▲17		343		343		343		100.00%		100.00%		384		384		384		▲41		▲41		▲41

				166		福島県		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		ふくしま緑の森づくり公社（林業公社） ミドリ モリ コウシャ リンギョウ コウシャ		分収林方式森林整備		64,594		51,110		10		34,703				16,211		0		3.25%		3.75%				16,626		0				▲416				13,485		12,803		683				0		0		0				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				167		福島県		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		福島県森林・林業・緑化協会 フクシマケン シンリン リンギョウ リョクカ キョウカイ		森林・林業、きのこ等特用林産物、緑化の振興推進		1,928		418		185		76				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				1,511		1,398		114				179		132		48				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				168		福島県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		福島県農業振興公社 フクシマケン ノウギョウ シンコウ コウシャ		農地中間管理事業、就農促進事業等		460		406		46		32				209		0		0.04%		3.75%				540		0				▲332				54		▲247		301				301		340		▲40				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				169		福島県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		福島県食肉流通センター フクシマケン ショクニク リュウツウ		食肉の加工処理、製造保管及び販売等		1,980		877		434		0				0		113		0.02%		3.75%				0		133				▲20				1,103		1,094		10		◎		▲66		▲91		26				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				170		福島県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		福島空港ビル		空港ターミナルビルの管理		1,206		762		36		580				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				445		403		42				13		▲8		20				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				171		福島県		地方道路公社 チホウ ドウロ コウシャ		福島県道路公社		有料道路の維持管理		2,531		4,205		790		1,739				2,246		0		0.45%		3.75%				2,729		0				▲483		◎		▲1,675		▲2,018		344				344		349		▲5				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				172		福島県		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		福島県土地開発公社 フクシマケン トチ カイハツ コウシャ		公共用地の先行取得、土地造成及びあっせん		5,416		3,475		251		0				731		0		0.15%		3.75%				877		0				▲147				1,942		1,921		21				21		17		5				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		0		0		0		-		-		0		0		0		0		0		0

				173		福島県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		福島県産業振興センター		県内中小企業等に対し、融資や経営相談を行うとともに、コンベンション施設、会議室等の管理運営を行う。		98,835		95,063		1,223		93,397				0		1,153		0.23%		3.75%		-		-		-				-				3,772		-		-				560		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				174		福島県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		福島テレビ フクシマ		地域に根ざした放送活動の推進		10,825		1,343		175		6				0		0		0.00%		3.75%		-		-		-				-				9,482		-		-				836		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		175		福島県福島市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		福島地方土地開発公社 フクシマ チホウ トチカイハツコウシャ		公共用地・公有地の管理		11,085		9,508		6		2,338				6,438		0		11.22%		11.25%		○		7,800		0				▲1,363				1,577		1,461		116				116		27		90		◎		9,389		9,389		16.36%		16.36%		10,041		10,041		▲652		▲652		9,575		9,528		9,528		99.51%		99.51%		10,775		10,411		10,218		▲1,200		▲883		▲690

				176		福島県会津若松市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		会津若松地方土地開発公社 アイヅ ワカマツ チホウ トチ カイハツ コウシャ		公有地取得事業及び土地造成事業		1,576		1,189		5		0				1,169		0		3.99%		11.84%				961		0				208				387		343		44				44		▲20		64				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		538		0		0		0.00%		0.00%		717		0		0		▲179		0		0

				177		福島県郡山市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		郡山駅西口再開発 コ エキ ニシグチ サイカイハツ		再開発ビル「ビッグアイ」の管理運営及び商業施設「モルティ」の運営		980		620		102		146				0		0		0.00%		11.25%				0		0				0				360		348		12				22		18		5				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				178		福島県いわき市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		いわき市土地開発公社 シ トチ カイハツ コウシャ		公有地取得事業及び土地造成事業		979		375		15		0				375		0		0.51%		11.25%				375		0				0				604		612		▲9		○		▲1		2		▲3				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		68		68		0		100.00%		0.00%		69		69		0		▲1		▲1		0

				179		福島県田村市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		ハム工房都路 コウボウ ミヤコジ		豚肉の加工販売業		66		90		8		0				0		0		0.00%		12.82%				0		30				▲30		●		▲25		▲18		▲8		◎		▲7		▲8		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		180		福島県桑折町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		福島地方土地開発公社		公共用地・公有地の管理		11,085		9,508		1		0				485		0		13.73%		15.00%		○		542		0				▲58				1,577		1,461		116				116		27		90				74		74		2.09%		2.09%		0		0		74		74		9,575		9,528		9,528		99.51%		99.51%		10,775		10,411		10,218		▲1,200		▲883		▲690

				181		福島県南会津町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		会津高原リゾート アイヅ コウゲン		スキー場、キャンプ場等の観光レクリエーショ施設、宿泊施設等の経営、管理、運営		0		0		5		0				0		50		0.55%		13.48%				0		50				0				0		115		▲115				0		▲74		74				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		182		福島県西郷村		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		白河地方土地開発公社 シラカワ チホウ トチ カイハツ コウシャ		公有地の取得及び造成		700		627		1		0				225		0		4.14%		14.74%				367		0				▲142				73		74		▲1		◎		▲1		▲1		1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		4		0		0		0.00%		0.00%		34		29		0		▲30		▲29		0

				183		福島県泉崎村		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		泉崎観光		温泉宿泊施設運営		254		232		78		0				228		0		8.91%		15.00%				253		0				▲25				23		21		2				3		▲3		6				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		184		福島県矢吹町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		白河地方土地開発公社 シラカワ チホウ トチ カイハツ コウシャ		公有地の取得及び造成		700		627		1		0				397		0		8.50%		15.00%				433		0				▲36				73		74		▲1		◎		▲1		▲1		1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		4		0		0		0.00%		0.00%		34		29		0		▲30		▲29		0

				185		福島県矢祭町		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		矢祭振興公社		地域活性化イベント事業、温泉交流研修センター、宿泊研修施設管理		77		31		25		12				0		0		0.00%		15.00%		-		-		-				-				47		-		-		○		▲8		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				186		福島県三春町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		三春まちづくり公社 ミハル コウシャ		宿泊施設・飲食店経営、農産物等の販売、賃貸事業（住宅、店舗）、地域開発コンサル、観光、イベント企画等		561		440		62		0				334		0		6.90%		15.00%				359		0				▲26				121		104		18				35		12		24				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				187		茨城県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		茨城県開発公社 イバラキケン カイハツ コウシャ		産業用地となる土地の取得・造成・処分		18,122		10,067		50		4,851				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				8,056		6,600		1,457				1,279		147		1,132				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				188		茨城県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		茨城県中小企業振興公社 イバラキケン チュウショウ キギョウ シンコウ コウシャ		中小企業の受発注の紹介，斡旋等		40,544		38,477		35		2,220				0		0		0.00%		3.75%		-		-		-				-				2,067		-		-		○		▲7		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				189		茨城県		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		茨城県農林振興公社 イバラキケン ノウリン シンコウ コウ シャ		農林業分野の振興		4,384		1,426		15		14				51		0		0.01%		3.75%				43		0				9				2,958		2,957		1				3		▲12		15				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				190		茨城県		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		茨城県環境保全事業団 イバラキケン カンキョウ ホゼン ジギョウダン		産業廃棄物の処理		14,065		5,625		769		4,455				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				8,440		7,598		843				1,207		1,157		50				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				191		茨城県		地方道路公社 チホウ ドウロ コウシャ		茨城県道路公社 イバラキケン ドウロ コウシャ		料金を徴することができる道路の新設，改築，維持等の管理		29,583		19,591		8,309		1,164				1,770		0		0.28%		3.75%				2,279		0				▲510				9,992		9,988		4				4		7		▲3				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				192		茨城県		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		茨城県土地開発公社 イバラキケン トチカイハツコウシャ		公有用地，公用地等の取得，管理，処分		19,048		15,976		30		9,369				161		0		0.03%		3.75%				105		0				57				3,073		2,843		230				230		249		▲20				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		17,425		11,141		11,141		63.94%		63.94%		15,957		11,193		11,193		1,468		▲52		▲52

				193		茨城県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		鹿島埠頭 カシマ フトウ		曳船事業，通船事業，倉庫事業，船舶代理店業，受託事業，その他事業		3,822		1,711		150		160				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				2,111		1,791		321				446		281		165				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				194		茨城県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		鹿島都市開発 カシマ トシ カイハツ		ホテル，不動産賃貸（ビルテナント賃貸等），施設管理（下水道指定管理等）及び設計業務等		5,052		9,787		693		8,576				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0		◎		▲4,736		▲5,004		269				291		50		241				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		195		茨城県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		首都圏新都市鉄道 シュトケン シントシ テツドウ		つくばエクスプレスの運営等（旅客運輸事業）		1,055,021		875,926		33,396		73,734				0		0		0.00%		3.75%		-		-		-				-				179,095		-		-				5,132		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				196		茨城県水戸市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		水戸市土地開発公社		公共用地の取得，処分。		1,908		1,094		10		0				1,087		0		1.94%		11.25%				1,087		0				1				814		827		▲13		◎		▲13		▲20		8				1,434		1,427		2.56%		2.55%		1,086		1,086		348		341		1,434		1,434		1,427		100.00%		99.51%		1,434		1,427		1,427		0		7		0

				197		茨城県日立市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		日立市土地開発公社 ヒタチ シ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の先行取得		499		492		5		0				492		0		1.26%		11.48%				162		0				330				7		7		1				1		0		1				111		111		0.28%		0.28%		110		110		1		1		493		111		111		22.45%		22.45%		163		110		110		330		1		1

				198		茨城県日立市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		ＪＷＡＹ		有線一般放送事業		1,921		1,091		3		275				0		0		0.00%		11.48%				0		0				0				830		696		135				162		155		8				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				199		茨城県日立市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		日立埠頭 ヒタチ フトウ		茨城港（日立港区、常陸那珂港区）における荷役業務、倉庫業、船舶代理店業、曳船業		3,850		2,941		55		300				0		0		0.00%		11.48%				0		0				0				909		672		237				51		10		41				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		200		茨城県古河市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		渡良瀬遊水地アクリメーション振興財団 ワタラセ ユウスイチ シンコウ ザイダン		渡良瀬遊水地の環境保全事業、調査研究事業、施設管理事業		3,893		3,108		13		0				79		0		0.26%		11.81%				81		0				▲2				786		710		77				62		69		▲7				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				201		茨城県結城市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		結城市土地開発公社		公共・公有用地の取得，管理，処分及び工業用地の取得，処分		795		450		5		0				445		0		4.19%		13.24%				599		0				▲155				346		332		14				14		8		7				484		484		4.57%		4.57%		599		599		▲115		▲115		507		499		499		98.42%		98.42%		885		668		667		▲378		▲169		▲168

				202		茨城県下妻市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		下妻市開発公社		土地の取得、造成、管理、処分		1,109		561		1		0				560		0		5.37%		13.27%				574		0				▲14				549		575		▲27		◎		▲27		▲68		41				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				203		茨城県高萩市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		高萩市土地開発公社		公有用地の取得・管理・処分及び工業団地の分譲		611		589		5		589				0		0		0.00%		13.94%				0		0				0				23		26		▲4		○		▲4		24		▲27				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		585		585		585		100.00%		100.00%		585		585		585		0		0		0

				204		茨城県北茨城市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		北茨城市開発公社		公用・公共用地の取得・造成等、温泉施設の管理・運営		679		324		6		0				87		0		0.85%		13.31%				96		0				▲10				356		363		▲8		◎		▲8		▲19		12				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				205		茨城県取手市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		取手市土地開発公社		「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく土地先行取得		357		299		5		0				299		0		1.32%		12.26%				647		0				▲348				58		55		4				4		1		4				337		337		1.49%		1.49%		684		684		▲347		▲347		337		337		337		100.00%		100.00%		684		684		684		▲347		▲347		▲347

				206		茨城県つくば市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		つくば市土地開発公社		公共用地，公用地等の取得及び管理		6,681		6,674		6		0		●		6,675		0		14.64%		11.33%		○		6,640		0				35				8		7		1				1		1		▲1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		6,674		0		0		0.00%		0.00%		6,640		0		0		34		0		0

				207		茨城県ひたちなか市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		ひたちなか市住宅・都市サービス公社		保有商品土地の分譲		220		151		1		120				0		0		0.00%		11.84%				0		0				0				69		69		1				1		6		▲6				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				208		茨城県那珂市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		那珂市土地開発公社		公共用地及び公用地等の取得、管理、処分等		397		235		5		208				0		0		0.00%		13.04%				0		0				0				163		161		2				2		2		▲1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		286		0		0		0.00%		0.00%		369		0		0		▲83		0		0

				209		茨城県坂東市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		坂東市土地開発公社		工業団地造成、用地買収業務		5,775		5,765		10		0		●		3,941		0		29.57%		12.92%		○		2,751		0				1,191				11		11		1				1		1		0				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		5,765		0		0		0.00%		0.00%		3,151		0		0		2,614		0		0

				210		茨城県桜川市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		桜川市土地開発公社		土地の取得、造成、処分		825		752		5		752				0		0		0.00%		13.05%				205		0				▲205				73		71		2				2		3		▲1				0		0		0.00%		0.00%		269		269		▲269		▲269		269		269		269		100.00%		100.00%		269		269		269		0		0		0

				211		茨城県境町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		境町土地開発公社		代替地の取得・造成・管理・処分		165		160		2		0				160		0		2.67%		14.46%				174		0				▲14				6		6		▲1		◎		▲1		▲1		1				160		160		2.67%		2.67%		173		173		▲13		▲13		160		160		160		100.00%		100.00%		173		173		173		▲14		▲14		▲14

				212		茨城県境町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		茨城さかいソーラー		太陽光等による発電及び売電事業		520		471		50		0				470		0		7.87%		14.46%		-		-		-				-				50		-		-				1		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				213		栃木県		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		栃木県土地開発公社 トチギケン トチ カイハツ コウシャ		土地の取得、管理、処分等		13,251		1,391		20		0				740		0		0.17%		3.75%				708		0				33				11,861		11,641		221				243		▲103		346				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		5,731		3,726		3,726		65.01%		65.01%		5,923		3,802		3,802		▲192		▲76		▲76

				214		栃木県		地方道路公社 チホウ ドウロ コウシャ		栃木県道路公社 トチギケン ドウロ コウシャ		有料道路の建設及び管理		23,216		17,873		5,304		0				4,204		0		0.94%		3.75%				5,180		75				▲1,051				5,343		5,343		1				1		1		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				215		栃木県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		栃木県産業振興センター トチギケン サンギョウ シンコウ		中小企業の各種支援		7,460		5,789		5		4,438				0		0		0.00%		3.75%		-		-		-				-				1,671		-		-		○		▲52		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				216		栃木県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		栃木県農業振興公社		農地集積推進事業、農業後継者育成確保事業、農村振興事業、なかがわ水遊園管理運営等事業等		2,121		757		5		60				336		0		0.08%		3.75%				407		0				▲72				1,364		1,377		▲13		●		▲10		▲1		▲9				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		217		栃木県		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		渡良瀬遊水地アクリメーション振興財団		渡良瀬遊水地の環境保全事業、調査研究事業、施設管理事業		3,893		3,108		22		0				663		0		0.15%		3.75%				674		0				▲12				786		710		77				62		69		▲7				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				218		栃木県宇都宮市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		宇都宮市土地開発公社		公有地の取得，造成その他管理，処分に関すること		7,553		7,117		10		565				6,517		0		6.42%		11.25%				3,949		0				2,568				437		395		43				43		87		▲45				2,516		2,516		2.48%		2.48%		3,536		2,954		▲1,020		▲438		7,474		3,494		2,910		46.75%		38.94%		4,870		3,536		2,954		2,604		▲42		▲44

				219		栃木県栃木市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		栃木市土地開発公社		公共用地等の取得、管理、処分		269		176		5		176				0		0		0.00%		11.55%				0		0				0				93		93		1				1		▲11		11				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		255		255		0		100.00%		0.00%		255		255		0		0		0		0

				220		栃木県栃木市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		観光農園いわふね		農産物の生産販売、観光農園（摘み取り）の経営		60		129		22		103				0		0		0.00%		11.55%				4		0				▲4		●		▲70		▲54		▲16		○		▲15		5		▲20				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		221		栃木県栃木市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		渡良瀬遊水地アクリメーション振興財団		渡良瀬遊水地の環境保全事業、調査研究事業、施設管理事業		3,893		3,108		15		0				450		0		1.22%		11.55%				458		0				▲8				786		710		77				62		69		▲7				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				222		栃木県佐野市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		佐野市土地開発公社		公共用地等の取得、管理及び処分		506		141		5		0				141		0		0.51%		11.92%				256		0				▲116				366		361		5				5		▲11		15				140		140		0.51%		0.51%		256		256		▲116		▲116		197		197		197		99.98%		99.98%		314		313		313		▲117		▲116		▲116

				223		栃木県鹿沼市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		鹿沼市花木センター公社		さつき・緑化木類の展示販売施設の管理運営及び仕入販売		365		324		11		0				0		230		1.00%		12.23%				0		240				▲10				42		77		▲36		●		▲37		▲30		▲8				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				224		栃木県日光市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		オアシス今市		商店街等活性化事業		315		276		45		0				325		0		1.29%		12.07%				400		300				▲375				40		74		▲35		○		▲35		306		▲341				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				225		栃木県小山市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		小山都市開発		再開発ビルの管理運営		3,010		3,888		1,186		900				0		900		2.86%		11.74%				0		770				130		○		▲878		1,187		▲2,064		○		▲76		42		▲118				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				226		栃木県小山市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		テレビ小山放送		ケーブルテレビサービス		1,083		773		9		0				0		452		1.44%		11.74%				0		482				▲31				311		295		17				18		48		▲31				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				227		栃木県小山市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		小山市土地開発公社		公共用地の取得、土地造成事業等		1,429		695		5		0				695		0		2.21%		11.74%				743		0				▲49				735		603		133				133		141		▲8				661		661		2.10%		2.10%		659		659		2		2		874		661		661		75.57%		75.57%		1,173		659		659		▲299		2		2

		●		228		栃木県小山市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		渡良瀬遊水地アクリメーション振興財団		渡良瀬遊水地の環境保全事業、調査研究事業、施設管理事業		3,893		3,108		4		0				104		0		0.33%		11.74%				106		0				▲2				786		710		77				62		69		▲7				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				229		栃木県真岡市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		もおか鬼怒公園開発		市民ゴルフ場、真岡井頭温泉、勤労者交流研修施設の管理運営		2,555		1,957		82		1,000				0		1,000		5.65%		12.61%				0		1,000				0				599		574		26				26		▲44		70				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				230		栃木県大田原市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		大田原まちづくりカンパニー		飲食料品小売業及び子ども未来館施設管理運営等		247		224		31		200				0		0		0.00%		12.51%				0		0				0				24		30		▲6		◎		▲8		▲20		13				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		231		栃木県野木町		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		渡良瀬遊水地アクリメーション振興財団		渡良瀬遊水地の環境保全事業、調査研究事業、施設管理事業		3,893		3,108		4		0				122		0		2.38%		14.93%				124		0				▲3				786		710		77				62		69		▲7				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				232		群馬県		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		群馬県森林・緑整備基金		林業労働力の安定確保対策、分収方式等の森林の育成・整備事業の実施		2,358		792		580		530				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				1,567		1,564		3				6		▲4		10				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				233		群馬県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		群馬県農業公社 グンマケン ノウギョウ コウシャ		農地の貸借・売買及び造成等		808		125		314		2				81		0		0.02%		3.75%				115		0				▲35				684		693		▲10		◎		▲7		▲8		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				234		群馬県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		群馬県産業支援機構 グンマケン サンギョウ シエン キコウ		中小企業の経営基盤強化促進、創業の促進、科学技術振興、産学連携推進		1,741		353		914		28				0		0		0.00%		3.75%		-		-		-				-				1,389		-		-		○		▲1		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				235		群馬県高崎市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		高崎市都市整備公社 タカサキシ トシ セイビ コウシャ		駐車場の管理運営		5,547		2,777		20		1,339				705		689		1.70%		11.25%				812		692				▲111				2,770		2,694		77				80		99		▲20				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				236		群馬県桐生市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		桐生市土地開発公社 キリュウシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地取得の推進		1,214		866		6		0				865		0		3.22%		11.97%		-		-		-				-				348		-		-				2		-		-				0		0		0.00%		0.00%		-		-		-		-		20		13		1		61.66%		4.56%		-		-		-		-		-		-

				237		群馬県太田市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		田園都市未来新田 デンエン トシ ミライ ニッタ		ショッピングセンターテナント賃貸		1,815		1,192		200		100				0		0		0.00%		11.26%				0		0				0				623		578		46				70		49		22				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				238		群馬県太田市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		太田市土地開発公社		公有地の先行取得に係る業務、公社独自事業に関わる業務		3,633		1,693		110		0				1,544		0		3.13%		11.26%				2,163		0				▲620				1,941		1,889		52		○		▲10		76		▲86				0		0		0.00%		0.00%		535		535		▲535		▲535		1,779		1,720		510		96.68%		28.67%		1,748		535		535		31		1,185		▲25

				239		群馬県沼田市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		沼田市土地開発公社 ヌマタシ トチ カイハツ コウシャ		沼田市からの依頼により公共事業用地等の先行取得を行うなど市の行財政の補完的役割を果たす		318		271		10		0				202		0		1.39%		12.82%				546		0				▲345				47		47		1				1		1		▲1				201		201		1.39%		1.39%		506		39		▲305		162		270		201		201		74.33%		74.33%		546		507		501		▲276		▲306		▲300

				240		群馬県渋川市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		渋川市民ゴルフ場 シブカワ シミン ジョウ		市民ゴルフ場の経営		393		350		31		284				0		0		0.00%		12.32%				0		0				0				44		50		▲6		◎		▲6		▲6		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				241		群馬県富岡市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		富岡市土地開発公社 トミオカ シ トチ カイハツ コウシャ		公有地の先行取得		494		159		5		159				0		0		0.00%		13.05%				60		0				▲60				335		329		7				7		3		4				0		0		0.00%		0.00%		170		170		▲170		▲170		170		170		170		100.00%		100.00%		225		170		170		▲55		0		0

				242		群馬県吉岡町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		吉岡町土地開発公社 ヨシオカマチ トチ カイハツ コウシャ		公共用地等の取得・管理・処分		54		23		5		0				23		0		0.55%		15.00%				128		0				▲105				31		30		2				2		▲1		3				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		22		0		0		0.00%		0.00%		127		0		0		▲105		0		0

				243		群馬県上野村		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		上野振興公社 ウエノ シンコウ コウシャ		観光施設・宿泊施設の管理運営		240		135		90		103				0		0		0.00%		15.00%				0		0				0				106		102		4				5		5		▲1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				244		群馬県下仁田町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		甘楽郡土地開発公社		公有用地の先行取得、住宅用地の造成・分譲		192		121		2		96				26		0		0.73%		15.00%				26		0				0				71		76		▲6		◎		▲6		▲127		122				40		40		1.16%		1.16%		40		40		0		0		164		137		137		83.52%		83.52%		198		138		138		▲34		▲1		▲1

				245		群馬県川場村		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		川場村土地開発公社 カワバムラ トチ カイハツ コウシャ		土地の取得・処分		171		125		5		0				125		0		6.88%		15.00%				135		0				▲10				46		46		▲1		○		▲1		1		▲1				54		54		2.95%		2.95%		54		34		▲1		20		160		54		54		33.51%		33.51%		116		55		55		44		▲1		▲1

				246		群馬県みなかみ町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		みなかみ町土地開発公社 マチ トチ カイハツ コウシャ		公有用地の取得、処分、分譲		229		191		5		0				191		0		1.97%		13.39%				217		0				▲26				38		38		1				1		1		▲1				185		185		1.91%		1.91%		212		212		▲27		▲27		185		185		185		100.00%		100.00%		212		212		212		▲27		▲27		▲27

				247		群馬県玉村町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		玉村町土地開発公社 タマムラ マチ トチ カイハツ コウシャ		公共用地・公共地等の取得、管理、処分		585		551		5		210				342		0		4.88%		14.05%		-		-		-				-				35		-		-				1		-		-				0		0		0.00%		0.00%		-		-		-		-		535		0		0		0.00%		0.00%		-		-		-		-		-		-

		●		248		群馬県板倉町		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		渡良瀬遊水地アクリメーション振興財団 ワタラセ ユウスイチ シンコウ ザイダン		渡良瀬遊水地の環境保全事業、調査研究事業、施設管理事業		3,893		3,108		3		0				86		0		2.17%		15.00%				87		0				▲2				786		710		77				62		109		▲48				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				249		群馬県千代田町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		西邑楽土地開発公社 ニシ オウラ トチ カイハツ コウシャ		公有地の先行取得		1,104		1,076		3		0		●		1,076		0		34.44%		15.00%		○		1,051		0				25				29		▲470		498				504		▲47		551		●		1,063		1,055		34.06%		33.81%		1,039		1,031		24		24		1,069		1,063		1,055		99.42%		98.69%		1,207		1,201		1,193		▲138		▲138		▲138

				250		埼玉県		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		埼玉県農林公社（林業公社）		埼玉県農林業の振興に資する事業		20,995		20,011		696		7,614				9,568		110		0.82%		3.75%				9,592		111				▲26				985		990		▲6		◎		▲3		▲7		5				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		251		埼玉県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		埼玉高速鉄道		埼玉高速鉄道線の運営		69,105		63,267		58,976		9,118				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				5,838		5,674		165				1,517		▲2,165		3,681				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				252		埼玉県		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		埼玉県土地開発公社		公共用地の取得・処分等		6,989		3,639		100		0				2,743		0		0.23%		3.75%				1,702		0				1,042				3,351		3,351		1				1		2		▲2				85		0		0.01%		0.00%		76		0		9		0		3,707		629		544		16.98%		14.68%		2,365		625		540		1,342		4		4

				253		埼玉県		地方道路公社 チホウ ドウロ コウシャ		埼玉県道路公社		有料道路の建設及び管理		35,236		23,578		11,498		1,925				4,955		0		0.42%		3.75%				5,899		0				▲945				11,659		11,648		12				12		9		4				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				254		埼玉県		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		埼玉県河川公社		河川マリーナの管理・運営		234		226		18		167				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				8		7		1				1		3		▲2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				255		埼玉県		地方住宅供給公社 チホウ ジュウタク キョウキュウ コウシャ		埼玉県住宅供給公社		公営住宅等の管理事業		26,748		12,565		40		1,848				98		0		0.01%		3.75%				112		0				▲14				14,183		13,668		516				530		438		93				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		256		埼玉県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		首都圏新都市鉄道		つくばエクスプレスの運営等（旅客運輸事業）		1,055,021		875,926		10,887		16,386				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				179,095		175,301		3,795				5,132		4,266		866				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				257		埼玉県さいたま市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		与野都市開発		再開発ビルの賃貸		2,898		2,506		500		1,800				0		0		0.00%		11.25%				0		0				0				392		320		73				110		98		12				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				258		埼玉県さいたま市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		岩槻都市振興		再開発ビルの賃貸		1,379		831		500		500				0		0		0.00%		11.25%				0		0				0				549		468		81				98		92		7				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				259		埼玉県川越市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		川越市土地開発公社 カワゴエシ トチ カイハツ コウシャ		公有地の拡大の推進に関する法律に基づく土地の取得、処分及び管理		6,963		6,079		5		0				5,840		0		9.51%		11.25%		○		7,726		0				▲1,886				885		872		13				13		15		▲2				5,379		4,301		8.76%		7.00%		7,267		6,291		▲1,888		▲1,990		6,688		5,379		4,301		80.43%		64.31%		8,356		7,267		6,291		▲1,668		▲1,888		▲1,990

				260		埼玉県熊谷市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		ティアラ２１		再開発ビル保留床の管理法人として、オフィス、駐車場の管理業務を行う		3,594		2,824		50		450				0		0		0.00%		11.45%				0		0				0				770		669		102				153		129		25				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				261		埼玉県川口市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		川口市土地開発公社 カワグチシトチカイハツコウシャ		公共用地等の先行取得		17,214		16,571		5		1,480		◎		15,085		0		14.96%		11.25%		○		16,009		0				▲924				644		695		▲51		○		▲51		63		▲114		◎		15,289		15,289		15.17%		15.17%		16,071		16,071		▲782		▲782		16,768		16,768		16,768		100.00%		100.00%		17,550		17,550		17,550		▲782		▲782		▲782

		●		262		埼玉県川口市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		埼玉高速鉄道 サイタマ コウソク テツドウ		埼玉高速鉄道線の運営		69,105		63,267		24,259		1,107				0		0		0.00%		11.25%				0		0				0				5,838		5,674		165				1,517		▲2,165		3,681				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				263		埼玉県秩父市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		ちちぶ観光機構 カンコウキコウ		物品・土産品の販売、観光PR事業		123		55		9		23				0		0		0.00%		12.62%				0		0				0				68		56		13				18		17		2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				264		埼玉県秩父市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		龍勢の町よしだ リュウ セイ マチ		地域産業振興及び吉田地区特産物を使用した商品開発		97		74		48		30				0		0		0.00%		12.62%				0		0				0				24		23		2				2		▲13		14				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				265		埼玉県所沢市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		所沢市土地開発公社 トコロザワシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地及び公用地等の取得、管理、処分等		535		489		5		0				489		0		0.84%		11.25%				392		0				97				46		47		▲1		●		▲1		▲1		▲1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		489		0		0		0.00%		0.00%		392		0		0		97		0		0

				266		埼玉県所沢市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		埼玉西部食品流通センター		地方卸売市場の管理運営		1,855		485		1,292		113				0		0		0.00%		11.25%				0		0				0				1,371		1,363		8				10		10		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				267		埼玉県飯能市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		飯能市土地開発公社 ハンノウ シ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の取得、造成、処分		2,456		2,368		1		2,368				0		0		0.00%		12.63%				0		0				0				88		268		▲181		○		▲181		20		▲200				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		2,433		2,433		2,433		100.00%		100.00%		2,894		2,894		2,894		▲461		▲461		▲461

				268		埼玉県春日部市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		春日部市土地開発公社		公共用地の取得、処分、管理		8,711		8,706		5		0		◎		8,690		0		20.51%		11.40%		○		9,354		0				▲665				5		5		0				0		0		0		◎		8,689		8,689		20.51%		20.51%		9,354		9,354		▲665		▲665		8,689		8,689		8,689		100.00%		100.00%		9,354		9,354		9,354		▲665		▲665		▲665

				269		埼玉県狭山市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		狭山市土地開発公社		公共土地・公共用地の取得		542		509		5		501				0		0		0.00%		11.95%				0		0				0				34		33		1				1		2		▲2				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		508		508		508		100.00%		100.00%		549		549		549		▲41		▲41		▲41

				270		埼玉県羽生市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		羽生の里 ハニュウ サト		農作物の生産・販売・施設運営		67		33		36		18				0		0		0.00%		13.17%				0		0				0				35		37		▲2		○		▲2		2		▲3				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				271		埼玉県鴻巣市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		鴻巣市土地開発公社		公有用地の取得、管理及び処分		472		250		3		0				227		0		0.96%		12.18%				190		0				37				223		220		3				3		3		1				271		271		1.14%		1.14%		269		269		2		2		457		379		379		82.88%		82.88%		377		377		377		80		2		2

				272		埼玉県鴻巣市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		エルミ鴻巣 コウノス		再開発ビル（商業床）の賃貸		3,153		1,744		703		538				0		0		0.00%		12.18%				0		0				0				1,409		1,401		9				17		13		4				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				273		埼玉県深谷市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		深谷市土地開発公社 フカヤシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地、公用地等の取得・管理・処分等		682		43		5		43				0		0		0.00%		11.79%				0		0				0				640		639		1				1		1		1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		220		205		205		93.05%		93.05%		221		206		206		▲1		▲1		▲1

				274		埼玉県上尾市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		上尾市土地開発公社		公共用地の先行取得		864		642		2		0				642		0		1.74%		11.55%				1,544		0				▲902				223		228		▲5		○		▲5		3		▲7				613		613		1.66%		1.66%		1,729		779		▲1,116		▲166		811		783		783		96.53%		96.53%		1,757		1,729		779		▲946		▲946		4

				275		埼玉県草加市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		草加市土地開発公社		公有地の取得及び処分		4,019		3,217		5		2,954				266		0		0.63%		11.40%				0		0				266				803		799		4				4		3		1				0		0		0.00%		0.00%		3,491		3,491		▲3,491		▲3,491		3,974		3,491		3,491		87.86%		87.86%		3,698		3,491		3,491		276		0		0

				276		埼玉県越谷市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		越谷市土地開発公社		市からの依頼に基づく、土地の取得、管理、処分		13,900		12,770		5		0		◎		12,769		0		22.21%		11.25%		○		14,311		0				▲1,542				1,131		1,117		14				14		17		▲3		◎		13,869		13,869		24.13%		24.13%		15,407		15,389		▲1,538		▲1,520		13,869		13,869		13,869		100.00%		100.00%		15,407		15,407		15,389		▲1,538		▲1,538		▲1,520

				277		埼玉県越谷市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		埼玉県東部流通センター		地方卸売市場の運営・管理		360		182		159		0				26		0		0.05%		11.25%				35		0				▲9				178		184		▲6		◎		▲6		▲7		2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				278		埼玉県越谷市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		パルテきたこし		不動産の賃貸・管理運営等		729		452		10		192				0		0		0.00%		11.25%				0		0				0				278		257		21				32		9		24				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				279		埼玉県蕨市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		蕨市土地開発公社		土地の先行取得業務		3,899		3,893		5		0		◎		3,892		0		28.20%		12.87%		○		4,770		0				▲879				6		6		0				0		0		0		◎		3,891		3,891		28.20%		28.20%		4,770		4,770		▲879		▲879		3,892		3,892		3,892		100.00%		100.00%		4,770		4,770		4,770		▲878		▲878		▲878

				280		埼玉県戸田市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		戸田市土地開発公社		用地等の先行取得		7,069		6,970		5		2,263		◎		4,700		0		16.99%		11.92%		○		6,511		0				▲1,812				100		203		▲103		○		▲103		7		▲110		◎		4,700		4,700		16.99%		16.99%		6,511		6,466		▲1,811		▲1,766		6,963		6,373		6,336		91.53%		91.00%		8,915		8,184		8,102		▲1,952		▲1,811		▲1,766

				281		埼玉県入間市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		入間都市開発		再開発商業施設及び駐車場の管理・運営		1,575		452		558		46				0		0		0.00%		12.06%				0		0				0				1,124		1,090		35				48		▲91		139				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				282		埼玉県入間市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		入間市土地開発公社		公共事業用地の先行取得及び処分		739		100		5		0				85		0		0.33%		12.06%				53		0				32				639		671		▲32		●		▲21		▲10		▲12				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		518		333		333		64.24%		64.24%		493		359		359		25		▲26		▲26

				283		埼玉県和光市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		和光市土地開発公社		公共用地の取得業務		192		182		5		0				182		0		1.25%		12.81%				252		0				▲70				10		11		▲1		●		▲1		▲1		▲1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		0		0		0		-		-		0		0		0		0		0		0

				284		埼玉県八潮市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		八潮市土地開発公社		公有地等の先行取得		1,197		1,077		3		306				772		0		4.72%		12.69%				1,032		0				▲260				120		120		1				1		1		▲1				762		655		4.66%		4.01%		1,386		1,031		▲624		▲376		1,091		1,081		974		99.13%		89.32%		1,442		1,386		1,031		▲351		▲305		▲57

				285		埼玉県富士見市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		富士見市土地開発公社		公共用地、公用地等の取得管理、処分等を行う		1,094		205		3		183				0		0		0.00%		12.50%				399		0				▲399				890		923		▲33		●		▲16		▲14		▲2				0		0		0.00%		0.00%		256		256		▲256		▲256		860		828		828		96.27%		96.27%		1,047		829		829		▲187		▲1		▲1

				286		埼玉県三郷市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		三郷市土地開発公社		公有用地の取得、維持管理等		2,125		2,087		5		0				2,061		0		8.38%		12.11%				2,124		0				▲64				38		38		0				0		0		0				1,879		1,385		7.64%		5.63%		1,887		1,189		▲8		196		2,061		1,879		1,385		91.20%		67.22%		2,124		1,887		1,189		▲63		▲8		196

				287		埼玉県蓮田市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		蓮田市土地開発公社		土地の取得、造成、処分		87		83		2		0				83		0		0.70%		13.07%				117		0				▲34				4		4		▲1		●		▲1		▲1		▲1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		83		0		0		0.00%		0.00%		116		0		0		▲33		0		0

				288		埼玉県幸手市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		幸手市土地開発公社		公共用地の取得・処分・保有		2,309		1,518		1		718				799		0		7.89%		13.31%				799		0				0				791		793		▲3		○		▲3		11		▲13		◎		1,083		1,083		10.70%		10.70%		1,306		1,306		▲223		▲223		2,744		2,744		2,744		100.00%		100.00%		2,308		2,308		2,308		436		436		436

				289		埼玉県吉川市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		吉川市土地開発公社		公有財産の先行取得		2,769		1,605		1		0		◎		1,605		0		13.22%		13.04%		○		1,605		0				0				1,164		1,165		▲1		◎		▲1		▲1		1		○		2,250		1,501		18.54%		12.37%		0		0		2,250		1,501		2,765		2,250		1,501		81.36%		54.29%		2,765		2,251		1,501		0		▲1		0

				290		埼玉県ふじみ野市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		ふじみ野市土地開発公社		公共用地の取得、管理及び処分		2,110		2,067		4		2,059				8		0		0.03%		12.37%				22		0				▲14				44		44		1				1		4		▲4				71		0		0.33%		0.00%		2,105		1,853		▲2,034		▲1,853		2,066		2,066		1,996		100.00%		96.58%		2,105		2,105		1,853		▲39		▲39		143

				291		埼玉県白岡市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		白岡市土地開発公社 シラオカ シ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の先行取得、管理		263		259		2		259				0		0		0.00%		13.42%				0		5				▲5				4		4		▲1		●		▲1		▲1		▲1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		258		0		0		0.00%		0.00%		183		0		0		75		0		0

				292		埼玉県伊奈町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		伊奈町土地開発公社		土地の取得、造成等。		211		122		4		122				0		0		0.00%		13.84%				0		0				0				89		89		▲1		◎		▲1		▲15		15				184		184		2.39%		2.39%		184		184		▲1		▲1		184		184		184		100.00%		100.00%		185		185		185		▲1		▲1		▲1

				293		埼玉県上里町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		上里町土地開発公社		公共用地の先行取得等		1,968		601		5		0				601		0		10.04%		14.45%				601		0				0				1,367		360		1,008				1,008		94		914				16		0		0.27%		0.00%		0		0		16		0		16		16		0		100.00%		0.00%		751		745		0		▲735		▲729		0

				294		埼玉県宮代町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		宮代町土地開発公社 ミヤシロマチ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の先行取得		186		181		5		181				0		0		0.00%		14.25%				0		0				0				6		6		1				1		1		▲1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		181		181		181		100.00%		100.00%		181		181		181		0		0		0

				295		埼玉県松伏町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		松伏町土地開発公社		公有地の取得及び管理		409		325		4		93				233		0		4.02%		14.55%				233		0				0				85		82		3				3		3		▲1				355		331		6.15%		5.72%		341		341		14		▲10		367		367		343		100.00%		93.31%		365		341		341		2		26		2

				296		千葉県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		千葉県産業振興センター チバケン サンギョウ シンコウ		県内中小企業の支援		16,931		15,104		521		12,789				0		0		0.00%		3.75%		-		-		-				-				1,828		-		-		○		▲3		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				297		千葉県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		ちば国際コンベンションビューロー コクサイ		コンベンション及び国際交流の推進		2,344		82		1,300		40				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				2,262		2,265		▲3		◎		▲3		▲6		3				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				298		千葉県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		千葉県私学教育振興財団 チバケン シガク キョウイク シンコウ ザイダン		学校法人等が教職員等に対し支給する退職手当資金の交付及び私学振興のための資金貸付・融資あっ旋等		16,644		14,790		1,529		0				0		19		0.00%		3.75%		-		-		-				-				1,854		-		-				20		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				299		千葉県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		東葉高速鉄道 トウヨウ コウソク テツドウ		旅客鉄道（西船橋～東葉勝田台　9駅）		259,445		278,875		19,892		880				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0		◎		▲19,431		▲24,543		5,113				2,788		1,772		1,017				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				300		千葉県		地方住宅供給公社 チホウ ジュウタク キョウキュウ コウシャ		千葉県住宅供給公社 チバケン ジュウタク キョウキュウ コウシャ		宅地分譲、賃貸住宅管理及び県営住宅管理代行		33,765		38,355		10		23,769				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0		◎		▲4,590		▲4,624		35				33		187		▲155				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				301		千葉県		地方道路公社 チホウ ドウロ コウシャ		千葉県道路公社 チバケンドウロコウシャ		有料道路の建設・管理		65,780		52,625		11,710		7				12,379		0		1.17%		3.75%				12,340		0				40				13,156		14,974		▲1,819				149		133		17				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				302		千葉県		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		千葉県土地開発公社 チバケン トチ カイハツ コウシャ		公共用地の取得、工業団地の造成分譲等		21,580		11,430		10		1,930				7,746		0		0.73%		3.75%				6,015		0				1,732				10,150		9,888		263				263		▲125		387				1,767		1,767		0.17%		0.17%		2,593		2,593		▲826		▲826		17,202		2,302		2,302		13.38%		13.38%		16,087		2,593		2,593		1,115		▲291		▲291

				303		千葉県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		北総鉄道 ホクソウ テツドウ		旅客鉄道（京成高砂～印旛日本医大　１５駅）		100,009		90,055		5,550		5,300				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				9,954		7,193		2,762				4,172		3,964		208				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				304		千葉県		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		千葉県園芸協会 チバケン エンゲイ キョウカイ		県園芸農業の振興		1,701		1,479		150		114				1		0		0.00%		3.75%				2		0				▲1				222		203		20				20		21		▲2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				305		千葉県千葉市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		千葉市都市整備公社 チバシ トシ セイビ コウシャ		公共施設（排水施設新設、小中学校修繕、マリンスタジアム修繕等）の譲渡。駐車場貸与事業（市内104台）		14,176		13,321		300		0				13,317		0		6.32%		11.25%				19,282		0				▲5,965				856		953		▲98		●		▲115		▲113		▲3				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				306		千葉県千葉市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		千葉都市モノレール チバ トシ		軌道法による一般運輸業		11,811		7,209		93		4,957				0		0		0.00%		11.25%				0		0				0				4,602		4,171		432				426		304		123				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				307		千葉県銚子市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		銚子市医療公社		市立病院の管理運営		231		215		18		110				0		510		3.34%		12.76%		-		-		-				-				16		-		-		○		▲1		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				308		千葉県市川市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		市川市土地開発公社 イチカワシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地、公用地等の取得管理、処分を行う。		1,763		1,714		10		793				863		0		1.06%		11.25%				1,205		0				▲342				50		50		1				3		1		3				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		1,704		71		0		4.15%		0.00%		2,488		93		0		▲784		▲22		0

				309		千葉県木更津市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		木更津市土地開発公社 キサラヅ シ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の取得・管理・処分を行う		3,160		2,401		5		0				2,401		0		9.68%		12.10%				2,600		0				▲200				760		759		2				2		2		▲1		◎		2,680		2,680		10.81%		10.81%		2,879		2,879		▲199		▲199		3,123		3,123		3,123		100.00%		100.00%		3,322		3,322		3,322		▲199		▲199		▲199

				310		千葉県松戸市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		松戸市土地開発公社 マツドシ トチカ		公有地先行取得、管理、処分等		6,762		5,893		5		0				5,891		0		7.01%		11.25%				5,891		0				0				869		889		▲20		●		▲20		▲19		▲2				6,540		6,029		7.78%		7.17%		6,539		6,030		1		1		6,540		6,540		6,029		100.00%		92.18%		6,539		6,539		6,029		1		1		0

				311		千葉県野田市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		野田市開発協会 ノダ シ カイハツ キョウカイ		野田市都市公園等の管理、野田市総合公園の管理運営（指定管理者）、野田市パブリックゴルフ場の運営管理		1,672		1,570		36		0				1,498		0		4.99%		11.80%				1,716		0				▲218				103		82		21				90		99		▲10				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				312		千葉県野田市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		野田市土地開発公社 ノダ シ トチ カイハツ コウシャ		公有地の拡大の推進に関する法律に基づく公共用地の取得等		1,347		511		5		0				511		0		1.70%		11.80%				610		0				▲100				836		854		▲18		○		▲21		2		▲23				201		155		0.67%		0.52%		233		233		▲32		▲78		924		854		616		92.39%		66.64%		952		715		485		▲28		139		131

				313		千葉県成田市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		成田市土地開発公社		土地の取得，管理		1,425		1,281		10		1,281				0		0		0.00%		11.53%				54		0				▲54				144		143		1				1		5		▲5				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		1,303		0		0		0.00%		0.00%		630		0		0		673		0		0

				314		千葉県旭市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		千葉県食肉公社 チバケン ショクニク コウシャ		牛豚のと畜処理加工・食肉売買		4,152		3,008		180		0				358		0		1.96%		12.58%				508		0				▲150				1,145		1,093		53				130		23		107				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				315		千葉県習志野市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		習志野市開発公社 ナラシノシ カイハツ コウシャ		公共用地取得・処分		5,366		4,083		101		3,400		◎		3,890		0		12.52%		11.76%		○		4,270		0				▲380				1,284		1,254		31				34		27		7				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				316		千葉県柏市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		柏市土地開発公社		公共用地先行取得		13,251		12,301		10		4,328				7,970		0		10.74%		11.25%		○		8,935		0				▲965				951		927		25				25		27		▲2		◎		12,337		12,337		16.63%		16.63%		13,628		13,628		▲1,291		▲1,291		12,337		12,337		12,337		100.00%		100.00%		13,628		13,628		13,628		▲1,291		▲1,291		▲1,291

				317		千葉県市原市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		市原市地域振興財団 イチハラ シ チイキ シンコウ ザイダン		公園や文化・スポーツ施設などの管理運営		856		514		200		0				80		0		0.16%		11.25%				80		0				0				343		342		2				2		1		2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				318		千葉県流山市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		流山市土地開発公社 ナガレヤマ シ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の取得、管理、処分及び斡旋		335		251		5		0				502		0		1.72%		11.85%				251		0				251				85		85		▲1		○		▲1		1		▲2				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		268		0		0		0.00%		0.00%		251		0		0		17		0		0

				319		千葉県我孫子市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		我孫子市土地開発公社 アビコシ トチ カイハツ コウシャ		公有地拡大推進法に基づく公共用地・公用地の取得・管理・処分		279		128		5		0				128		0		0.55%		12.21%				153		0				▲26				152		153		▲1		◎		▲1		▲25		25				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		199		58		58		29.40%		29.40%		211		58		58		▲12		0		0

				320		千葉県鴨川市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		鴨川市開発公社 カモガワシ カイハツ コウシャ		公共用地の先行取得、管理及び処分		1,074		1,055		2		0				1,024		0		10.32%		13.35%		○		1,365		0				▲342				19		19		▲1		◎		▲1		▲1		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				321		千葉県富津市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		富津市土地開発公社 フッツシ トチ カイハツ コウシャ		公有地の先行取得		303		279		5		0				279		0		2.51%		13.17%				337		0				▲58				24		26		▲2		●		▲2		▲1		▲1				73		0		0.66%		0.00%		97		0		▲24		0		279		73		0		26.37%		0.00%		336		97		0		▲58		▲24		0

				322		千葉県浦安市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		浦安市土地開発公社 ウラヤスシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の先行取得		1,041		700		10		0				700		0		1.58%		11.35%				700		0				0				341		341		1				1		1		1				700		0		1.58%		0.00%		733		0		▲33		0		733		733		0		100.00%		0.00%		733		733		0		0		0		0

				323		千葉県袖ケ浦市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		袖ケ浦市土地開発公社 ソデガウラシ トチ カイハツ コウシャ		公共事業用地の取得・管理・処分		319		151		5		151				0		0		0.00%		12.85%				0		0				0				168		151		17				17		2		16				0		0		0.00%		0.00%		1,227		1,227		▲1,227		▲1,227		226		75		75		32.97%		32.97%		1,378		1,266		1,277		▲1,152		▲1,202		▲1,202

				324		千葉県九十九里町		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		千葉県観光公社 チバケン カンコウ コウシャ		宿泊施設の管理運営、県民の森施設の管理運営		1,548		950		1		21				0		0		0.00%		15.00%		-		-		-				-				598		-		-		○		▲8		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		325		東京都		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		首都圏新都市鉄道		つくばエクスプレスの運営等（旅客運輸事業）		1,055,021		875,926		32,660		98,312				0		0		0.00%		5.54%		-		-		-				-				179,095		-		-				5,132		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				326		東京都		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		東京都島しょ振興公社		島しょ地域の産業・観光振興等		7,131		2,277		1,819		2,240				0		0		0.00%		5.54%				0		0				0				4,855		4,832		23				15		▲5		20				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				327		東京都		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		東京都私学財団 トウキョウト シガク ザイダン		都内私立学校の振興		164,427		147,725		200		0				34,926		0		0.96%		5.54%				38,148		0				▲3,222				16,702		16,122		580		◎		▲8		▲13		6				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		328		東京都		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		多摩都市モノレール タマ トシ		軌道法による一般運輸業		75,826		44,876		20,785		18,600				0		0		0.00%		5.54%				0		0				0				30,950		29,789		1,161				1,386		758		629				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				329		東京都		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		東京熱供給 トウキョウ ネツ キョウキュウ		都市廃熱の有効利用		8,618		6,641		188		1,500				0		0		0.00%		5.54%				0		0				0				1,977		1,861		117				174		29		146				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				330		東京都		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		東京都中小企業振興公社		中小企業の経営支援、勤労者の福祉向上、地域産業の振興等		84,827		80,916		10		20,000				0		0		0.00%		5.54%				0		0				0				3,911		3,625		287				121		93		28				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				331		東京都		地方住宅供給公社 チホウ ジュウタク キョウキュウ コウシャ		東京都住宅供給公社		住宅の建設、賃貸業務、都営住宅維持管理		1,263,486		864,515		105		423,777				0		0		0.00%		5.54%				0		0				0				398,972		390,998		7,974				11,617		11,473		145				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				332		東京都		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		多摩ニュータウン開発センター タマ カイハツ		多摩ニュータウン西部地区業務施設等の管理運営等		10,596		6,536		459		2,678				0		0		0.00%		5.54%				0		0				0				4,061		3,797		264				411		402		9				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				333		東京都		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		東京都地下鉄建設 トウキョウト チカテツ ケンセツ		鉄道施設及び軌道施設に係る債権債務の管理		210,532		207,405		2,000		201,451				0		0		0.00%		5.54%				0		0				0				3,128		3,123		6				9		2		7				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				334		東京都		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		東京臨海ホールディングス		グループ会社の経営管理等		104,632		27,719		64,948		5,000				0		0		0.00%		5.54%				0		0				0				76,913		76,857		57				74		87		▲13				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				335		東京都		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		東京港埠頭		外貿埠頭の建設及び管理等		81,889		33,555		17,304		17,850				0		0		0.00%		5.54%				0		0				0				48,334		45,280		3,055				4,783		4,494		289				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				336		東京都中央区		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		中央区勤労者サービス公社 チュウオウク キンロウシャ コウシャ		中小企業勤労者福祉に関する調査・研究・各種セミナー開催等事業		550		21		500		10				0		10		0.02%		11.28%				0		20				▲10				529		528		2				2		▲4		5				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				337		東京都墨田区		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		墨田区土地開発公社 スミダク トチ カイハツ コウシャ		・公有地の取得、管理等		14		2		5		2				0		0		0.00%		11.25%				0		0				0				12		12		▲1		◎		▲1		▲1		1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		0		0		0		-		-		0		0		0		0		0		0

				338		東京都墨田区		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		国際ファッションセンター コクサイ		繊維関連産業等への各種支援事業、貸しビル事業、ホール・展示場・会議室の貸出		13,116		4,858		2,500		1,467				0		0		0.00%		11.25%				0		0				0				8,259		8,000		259				509		472		38				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				339		東京都江東区		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		江東区土地開発公社 コウトウク トチ カイハツ コウシャ		公共土地、公用地の取得、管理、処分		885		874		10		47				828		0		0.71%		11.25%				141		0				687				11		12		▲1		○		▲1		1		▲2				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		874		0		0		0.00%		0.00%		991		0		0		▲117		0		0

				340		東京都品川区		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		品川都市整備公社 シナガワ トシ セイビ コウシャ		大井町再開発ビル等の不動産管理業務		876		93		446		13				0		0		0.00%		11.25%				0		0				0				783		779		4				9		15		▲6				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				341		東京都品川区		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		品川区土地開発公社 シナガワク トチ カイハツ コウシャ		公有地、公有地等の取得、管理、処分		1,769		1,720		10		9				1,711		0		1.81%		11.25%				1,711		38				▲38				49		49		1				1		1		0				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		1,719		0		0		0.00%		0.00%		3,657		0		0		▲1,938		0		0

				342		東京都品川区		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		東京臨海高速鉄道		りんかい線の整備・運行等		235,244		156,936		2,200		1,895				0		0		0.00%		11.25%		-		-		-				-				78,309		-		-				3,378		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				343		東京都目黒区		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		目黒区土地開発公社		公共用地又は公用地等の取得、管理及び処分等		552		547		5		2				545		0		0.84%		11.25%				35		1				511				6		6		0				0		0		0				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		546		0		0		0.00%		0.00%		34		0		0		512		0		0

				344		東京都大田区		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		大田区土地開発公社 オオタク トチ カイハツ コウシャ		公有用地の取得、管理、処分		5,643		5,582		10		3,365				1,934		0		1.20%		11.25%				1,612		0				322				61		61		1				0		1		▲1				2,056		1,423		1.28%		0.89%		0		0		2,056		1,423		5,556		2,056		1,423		37.00%		25.61%		6,337		2,444		1,628		▲781		▲388		▲205

				345		東京都世田谷区		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		世田谷区土地開発公社		公有地の先行取得		16,147		16,138		5		5,512				10,349		0		5.67%		11.25%				12,711		0				▲2,363				9		9		1				1		1		0				0		0		0.00%		0.00%		166		0		▲166		0		15,996		0		0		0.00%		0.00%		17,777		178		0		▲1,781		▲178		0

				346		東京都渋谷区		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		渋谷都市整備公社 シブヤ トシ セイビ コウシャ		駐車場の建設及び運営		7,758		7,026		75		4,720				2,100		0		3.52%		11.25%				2,617		0				▲518				732		669		64				105		8		97				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				347		東京都中野区		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		中野区土地開発公社 ナカノク トチ カイハツ コウシャ		公共用地の先行取得及び処分		4,710		4,702		5		1,773				2,855		0		3.76%		11.25%				7,588		0				▲4,733				9		9		1				1		1		1				3,413		3,413		4.49%		4.49%		5,221		5,221		▲1,808		▲1,808		4,698		4,570		4,234		97.28%		90.13%		11,102		6,378		6,042		▲6,404		▲1,808		▲1,808

				348		東京都杉並区		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		杉並区土地開発公社		公有地の拡大の推進に関する法律第10条の規定に基づく事務		3,595		3,585		10		321				3,264		0		2.81%		11.25%				3,146		0				119				10		10		0				0		0		0				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		3,585		0		0		0.00%		0.00%		3,375		0		0		210		0		0

				349		東京都豊島区		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		豊島区土地開発公社		公共用地の取得、処分等		139		133		5		1				118		0		0.17%		11.25%				88		0				30				7		7		1				1		1		▲1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		129		0		0		0.00%		0.00%		88		0		0		41		0		0

				350		東京都北区		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		北区土地開発公社 キタ ク トチ カイハツ コウシャ		公有用地等の取得等		1,985		1,970		10		1,891				0		0		0.00%		11.25%				0		0				0				15		15		1		○		▲1		1		▲1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		1,414		38		0		2.69%		0.00%		945		0		0		469		38		0

				351		東京都荒川区		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		荒川区土地開発公社 アラカワク トチ カイハツ コウシャ		公用用地の先行取得		2,652		2,642		10		2,086				551		1		0.94%		11.25%				1,119		1				▲569				10		10		0				0		▲2		2				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		2,641		1,648		0		62.39%		0.00%		3,348		1,851		0		▲707		▲203		0

				352		東京都板橋区		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		板橋区土地開発公社 イタバシクトチカイハツコウシャ		公共用地等の取得		4,516		4,483		10		4,198				285		0		0.23%		11.25%				5		0				281				33		32		2				25		22		3				4,194		4,194		3.38%		3.38%		4,194		4,194		0		0		4,482		4,194		4,194		93.59%		93.59%		4,199		4,194		4,194		283		0		0

				353		東京都練馬区		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		練馬区土地開発公社 ネ		公共用地等の取得		16,064		15,991		6		6,290				9,166		0		5.60%		11.25%				9,753		0				▲587				74		73		2				2		2		▲1				4,787		1,593		2.92%		0.97%		1,389		0		3,398		1,593		15,908		4,787		1,593		30.09%		10.02%		15,279		4,215		1,593		629		572		0

				354		東京都足立区		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		足立市街地開発 アダチ シガイチ カイハツ		北千住駅西口地区再開発に伴い取得した駐車場・駐輪場の管理運営及び保留床等の賃貸		7,425		2,071		59		0				1,186		0		0.73%		11.25%				1,353		0				▲167				5,355		5,298		57				87		103		▲16				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				355		東京都足立区		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		足立区土地開発公社 アダチク トチ カイハツ コウシャ		公有地の先行取得、処分及び管理		3,296		3,257		5		3,257				0		0		0.00%		11.25%				0		0				0				40		80		▲41				30		31		▲2				2,944		616		1.81%		0.38%		0		0		2,944		616		3,257		3,257		929		100.00%		28.53%		9,048		9,048		6,646		▲5,791		▲5,791		▲5,717

				356		東京都葛飾区		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		葛飾区土地開発公社 カツシカク トチ カイハツ コウシャ		公有地の拡大の推進に関する法律第１７条に規定する業務		20,034		20,018		10		10,064				9,485		0		8.29%		11.25%				11,471		0				▲1,987				16		16		0				0		0		0				620		0		0.54%		0.00%		6,221		1,232		▲5,601		▲1,232		19,901		8,481		1,319		42.62%		6.63%		21,311		6,221		1,232		▲1,410		2,260		87

		●		357		東京都八王子市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		多摩都市モノレール タマ トシ		軌道法による一般運輸業		75,826		44,876		331		1,500				0		0		0.00%		11.25%				0		0				0				30,950		29,789		1,161				1,386		758		629				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				358		東京都立川市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		立川市土地開発公社 タチカワシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の先行取得		388		368		5		0				368		0		0.91%		11.45%				466		0				▲99				21		21		1				1		1		0				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		368		0		0		0.00%		0.00%		466		0		0		▲98		0		0

		●		359		東京都立川市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		多摩都市モノレール		軌道法による一般運輸業		75,826		44,876		331		1,500				0		0		0.00%		11.45%				0		0				0				30,950		29,789		1,161				1,386		758		629				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				360		東京都武蔵野市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		武蔵野市開発公社 ムサシノシ カイハツ コウシャ		都市整備再開発、都市緑化環境保全、住宅関連、都市活性化地域振興、調査研究、不動産賃貸管理		13,412		5,934		10		2,000				0		0		0.00%		11.46%				0		0				0				7,478		7,446		32				63		▲69		131				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				361		東京都武蔵野市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		武蔵野市土地開発公社 ムサシノシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の取得、管理、処分		9,162		8,279		5		0		◎		8,239		0		20.65%		11.46%		○		10,415		0				▲2,176				884		897		▲14		●		▲14		▲1		▲13		◎		4,605		1,416		11.55%		3.55%		4,883		1,409		▲278		7		8,797		4,605		1,416		52.35%		16.09%		10,834		4,883		1,409		▲2,037		▲278		7

				362		東京都三鷹市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		まちづくり三鷹 ミタカ		中心市街地における商業やまちの活性化の推進など		996		484		285		0				145		0		0.36%		11.47%				165		0				▲21				513		506		7				21		15		7				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				363		東京都三鷹市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		三鷹市土地開発公社 ミタカシ トチ カイハツ コウシャ		三鷹市からの依頼に基づく公共用地取得事業		4,948		4,939		5		0		◎		4,908		0		12.38%		11.47%		○		7,042		0				▲2,134				9		9		0				0		0		0				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		1,864		0		0		0.00%		0.00%		3,082		0		0		▲1,218		0		0

				364		東京都府中市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		府中市土地開発公社 フチュウ シ トチ		事業用地の先行取得		3,860		3,686		5		3,686				0		0		0.00%		11.25%				0		0				0				174		155		20				20		10		10				669		3		1.25%		0.01%		0		0		669		3		3,687		670		3		18.18%		0.08%		4,597		795		3		▲910		▲125		0

				365		東京都昭島市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		昭島市土地開発公社 アキシマシ トチ カイハツ コウシャ		公有地の拡大の推進に関する法律に規定する業務		116		100		5		100				0		0		0.00%		12.37%				0		0				0				16		16		▲1		◎		▲1		▲1		0				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		0		0		0		-		-		0		0		0		0		0		0

				366		東京都調布市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		調布市土地開発公社		公有地の取得・管理・処分等		2,080		1,993		5		0				1,893		0		3.89%		11.27%				2,762		0				▲869				87		70		18				18		14		4				1,362		875		2.80%		1.80%		2,086		869		▲724		6		1,950		1,362		875		69.85%		44.90%		2,817		2,086		869		▲867		▲724		6

				367		東京都調布市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		ココスクエア調布 チョウフ		再開発ビル等の管理運営		1,374		1,103		60		220				0		0		0.00%		11.27%				0		0				0				271		265		7				14		16		▲2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				368		東京都町田市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		町田市土地開発公社 マチダシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地または公用地等の取得管理及び処分		548		493		5		99				142		0		0.19%		11.25%				496		0				▲354				56		118		▲62				1		2		▲1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		514		0		0		0.00%		0.00%		556		0		0		▲42		0		0

				369		東京都小金井市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		小金井市土地開発公社 コガネイシ トチ カイハツ コウシャ		公有地の拡大の推進に関する法律第１７条第１項各号の土地の取得		2,139		2,132		5		0				2,132		0		9.81%		12.33%				2,066		0				67				8		8		0				3		3		1				2,005		2,005		9.23%		9.23%		2,005		1,214		▲1		791		2,132		2,005		2,005		94.04%		94.04%		2,066		2,005		1,214		66		▲1		791

				370		東京都日野市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		日野市土地開発公社 ヒノシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の先行取得		8,194		8,506		5		0		◎		8,506		0		25.27%		11.65%		○		8,978		0				▲472		◎		▲313		▲457		145				145		67		78		◎		8,183		8,183		24.31%		24.31%		8,467		8,467		▲284		▲284		8,183		8,183		8,183		100.00%		100.00%		8,512		8,467		8,467		▲329		▲284		▲284

		●		371		東京都日野市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		多摩都市モノレール タマ トシ		軌道法による一般運輸業		75,826		44,876		331		1,500				0		0		0.00%		11.65%				0		0				0				30,950		29,789		1,161				1,386		758		629				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				372		東京都東村山市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		東村山市土地開発公社 ヒガシムラヤマシ トチカイハツコウシャ		公有地となるべき土地の取得		2,647		2,502		5		0				2,502		0		8.74%		11.87%				3,041		0				▲539				146		145		1				1		1		▲1				1,982		1,982		6.92%		6.92%		2,709		2,709		▲727		▲727		2,502		1,982		1,982		79.20%		79.20%		3,041		2,709		2,709		▲539		▲727		▲727

				373		東京都国分寺市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		東京都国分寺市土地開発公社 トウキョウト コクブンジシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の先行取得等		2,392		2,273		5		665				1,607		0		6.88%		12.20%		-		989		0				618				120		118		2				2		2		▲1				1,240		613		5.31%		2.62%		-		-		-		-		2,329		1,240		613		53.25%		26.31%		-		-		-		-		-		-

				374		東京都国立市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		国立市土地開発公社 クニタチシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地、公用地等の取得、管理及び処分等		483		436		8		427				0		0		0.00%		12.76%				1,495		0				▲1,495				48		437		▲390				10		34		▲24				0		0		0.00%		0.00%		3,084		3,084		▲3,084		▲3,084		427		243		243		56.88%		56.88%		3,084		3,084		3,084		▲2,657		▲2,841		▲2,841

				375		東京都福生市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		福生市土地開発公社		公共用地の先行取得		1,221		946		5		946				0		0		0.00%		13.10%				0		0				0				275		274		1				1		▲2		3				929		929		8.02%		8.02%		966		935		▲37		▲6		995		966		953		97.14%		95.81%		994		966		935		1		0		18

				376		東京都清瀬市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		清瀬都市開発 キヨセ トシ カイハツ		再開発ビルの施設運営管理及び市営駐車場・市営駐輪場の指定管理業務		3,681		1,387		1,800		0				581		0		3.86%		12.78%				671		0				▲90				2,294		2,258		36				56		57		▲2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				377		東京都東久留米市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		東久留米市土地開発公社		公共用地の先行取得等		262		171		5		0				169		0		0.76%		12.29%		-		-		-				-				91		-		-		○		▲1		-		-				0		0		0.00%		0.00%		-		-		-		-		254		0		0		0.00%		0.00%		-		-		-		-		-		-

				378		東京都武蔵村山市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		武蔵村山市土地開発公社 ムサシムラヤマシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地、公用地等の取得、管理、処分等		389		365		5		365				0		0		0.00%		12.89%				0		0				0				24		23		1				1		1		1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		365		252		233		69.19%		63.86%		334		252		233		31		0		0

				379		東京都羽村市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		羽村市土地開発公社 ハムラシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の取得、管理等		1,432		1,421		10		0				1,421		0		12.18%		13.10%				1,245		0				176				11		11		1				1		▲1		1				157		0		1.34%		0.00%		157		0		▲1		0		1,421		157		0		11.04%		0.00%		1,245		157		0		176		▲1		0

				380		東京都西東京市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		西東京市土地開発公社 ニシトウキョウシ トチ カイハツ コウシャ		土地の取得、管理		1,810		1,795		5		0				1,765		0		4.58%		11.50%				3,780		0				▲2,015				16		16		1				1		1		▲1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		1,764		0		0		0.00%		0.00%		3,770		0		0		▲2,006		0		0

				381		東京都瑞穂町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		瑞穂町土地開発公社 ミズホ マチ トチ カイハツ コウシャ		公共用地先行取得		801		779		10		0				779		0		11.18%		14.06%				890		0				▲112				23		24		▲2		◎		▲2		▲2		1		◎		705		705		10.13%		10.13%		705		705		0		0		778		705		705		90.64%		90.64%		889		705		705		▲111		0		0

				382		東京都日の出町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		日の出町土地開発公社		公共用地先行取得		129		107		5		0				107		0		2.53%		15.00%				219		0				▲112				22		7		15		◎		▲1		▲1		0				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		0		0		0		-		-		0		0		0		0		0		0

				383		神奈川県		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		神奈川県厚生福利振興会 カナガワケン コウセイ フクリ シンコウカイ		県民対象の教養講座等開催		15,820		13,808		50		0				1,240		0		0.09%		3.75%				997		0				244				2,012		1,982		30				36		26		10				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				384		神奈川県		地方道路公社 チホウ ドウロ コウシャ		神奈川県道路公社 カナガワケン ドウロ コウシャ		有料道路の新設、管理等		39,720		18,549		10,781		2,000				3,891		0		0.27%		3.75%				4,700		0				▲810				21,171		20,979		193				193		302		▲110				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		385		神奈川県		地方住宅供給公社 チホウ ジュウタク キョウキュウ コウシャ		神奈川県住宅供給公社		住宅等の建設、管理、譲渡		201,490		145,952		15		2,495		◎		76,819		0		5.41%		3.75%		○		84,753		0				▲7,934				55,538		53,895		1,644				2,502		2,686		▲184				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				386		神奈川県		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		神奈川県農業公社 カナガワケン ノウギョウ コウシャ		農地中間管理事業		214		89		28		0				29		0		0.00%		3.75%				17		0				12				125		129		▲5		◎		▲5		▲10		6				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				387		神奈川県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		神奈川産業振興センター カナガワ サンギョウ シンコウ		中小企業者に対する経営相談、情報収集、経営改善、新分野進出、人材育成等の支援		10,107		5,464		300		4,413				0		0		0.00%		3.75%		-		-		-				-				4,644		-		-		○		▲1		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				388		神奈川県横浜市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		横浜企業経営支援財団 ヨコハマキギョウケイエイシエン ザイダン		市内中小企業等の経営基盤の安定・強化、経営革新、新事業創出、創業の促進を図る支援		17,278		717		100		0				0		1,815		0.22%		11.25%				0		2,158				▲343				16,562		17,162		▲601		●		▲493		▲466		▲28				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				389		神奈川県横浜市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		横浜市道路建設事業団		都市計画道路の整備		100,844		99,905		50		50,000				49,905		0		6.13%		11.25%				54,065		0				▲4,161				940		932		8				8		27		▲19				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				390		神奈川県横浜市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		横浜市建築助成公社 ヨコハマシ ケンチク ジョセイ コウシャ		債権管理回収業務、団体生命保険、駐車場事業、建物事業		76,404		49,450		3		1,285				47,601		0		5.84%		11.25%				58,116		0				▲10,516				26,954		26,008		946				650		1,293		▲644				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				391		神奈川県横浜市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		木原記念横浜生命科学振興財団 キハラ キネン ヨコハマ セイメイ カガク シンコウ ザイダン		学術奨励及び知識普及等の生命科学振興事業等		3,053		1,392		500		1,219				0		0		0.00%		11.25%				0		0				0				1,661		1,695		▲34		◎		▲21		▲39		19				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		392		神奈川県横浜市		地方住宅供給公社 チホウ ジュウタク キョウキュウ コウシャ		神奈川県住宅供給公社 カナガワケン ジュウタク キョウキュウ コウシャ		住宅等の建設、管理、譲渡		201,490		145,952		8		329				0		0		0.00%		11.25%				0		0				0				55,538		53,895		1,644				2,502		2,686		▲184				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				393		神奈川県横浜市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		横浜食肉市場 ヨコハマ ショクニク シジョウ		家畜の荷受け及び販売		939		752		50		0				0		900		0.11%		11.25%				0		900				0				187		171		17				36		13		24				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				394		神奈川県横浜市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		横浜市食肉公社 ヨコハマシ ショクニク コウシャ		各種肉畜の解体処理業務、畜産副産物の売買業及び食肉関係機器の製造販売、保守修繕業務		154		206		5		0				0		73		0.01%		11.25%				0		93				▲20		◎		▲53		▲71		19				25		▲15		39				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				395		神奈川県横浜市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		横浜国際平和会議場 ヨコハマ コクサイ ヘイワ カイギジョウ		会議場の管理運営		41,918		31,030		4,100		16,000				5,574		0		0.68%		11.25%				4,232		0				1,343				10,889		10,428		461				580		826		▲247				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				396		神奈川県横浜市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		横浜高速鉄道		みなとみらい線等鉄道事業の経営		221,183		182,893		32,197		30,627				63,395		0		7.78%		11.25%				64,090		0				▲695				38,291		38,469		▲179		◎		▲185		▲318		134				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				397		神奈川県横浜市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		横浜シーサイドライン		金沢シーサイドラインの経営		17,761		13,998		6,400		7,736				4,160		0		0.51%		11.25%				5,000		0				▲840				3,764		3,397		367				533		484		50				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				398		神奈川県横浜市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		横浜港国際流通センター		総合物流施設の管理運営		15,367		10,216		3,510		3,526				4,026		0		0.49%		11.25%				4,051		0				▲26				5,152		4,871		281				442		500		▲59				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				399		神奈川県横浜市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		横浜ベイサイドマリーナ ヨコハマ		マリーナ施設の整備及び管理等		7,739		2,526		2,040		111				0		0		0.00%		11.25%				75		0				▲75				5,214		5,073		141				216		240		▲24				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				400		神奈川県横浜市		地方住宅供給公社 チホウ ジュウタク キョウキュウ コウシャ		横浜市住宅供給公社 ヨコハマシ ジュウタク キョウキュウ コウシャ		住宅の分譲、住宅(市営住宅等)、施設の管理		34,064		20,906		10		1,518				2,540		0		0.31%		11.25%				2,580		0				▲40				13,159		12,749		411				394		357		37				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				401		神奈川県横浜市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		横浜港埠頭 ヨコハマ コウ フトウ		外貿埠頭の建設・管理業務等		62,216		32,575		28,293		20,299				0		0		0.00%		11.25%				0		0				0				29,642		29,829		▲188				371		394		▲24				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				402		神奈川県横浜市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		横浜川崎国際港湾 ヨコハマ カワサキ コクサイ コウワン		コンテナターミナル施設及び関連施設の建設・賃貸・管理及び運営、集貨促進事業の実施等		6,486		5,483		450		1,707				0		0		0.00%		11.25%		-		-		-				-				1,003		-		-				5		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				403		神奈川県川崎市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		川崎市産業振興財団 カワサキシ サンギョウ シンコウ ザイダン		地域産業振興支援		4,958		1,313		100		1,000				0		0		0.00%		11.25%				0		0				0				3,646		3,931		▲285				28		▲35		63				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				404		神奈川県川崎市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		川崎市まちづくり公社		良好な都市環境形成のための施設の建設、管理及び運営		24,973		20,875		481		13,239				2,989		0		0.97%		11.25%				4,476		0				▲1,487				4,098		3,824		275				275		252		24				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				405		神奈川県川崎市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		川崎市土地開発公社		公共用地等の取得・管理・処分等		12,451		10,991		20		0				10,082		0		3.26%		11.25%				10,587		0				▲505				1,460		1,448		12				12		▲68		79				9,902		9,902		3.20%		3.20%		10,067		10,067		▲165		▲165		11,209		10,134		9,902		90.41%		88.34%		10,842		10,299		10,067		367		▲165		▲165

				406		神奈川県川崎市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		川崎市学校給食会 カワサキシ ガッコウ キュウショク カイ		学校給食実施校における給食物資の調達等		417		229		1		0				0		90		0.03%		11.25%				0		90				0				188		223		▲35		○		▲35		45		▲80				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				407		神奈川県川崎市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		かわさきファズ		物流センターの賃貸及び管理運営等		42,366		38,838		1,700		3,700				0		0		0.00%		11.25%				0		0				0				3,528		3,097		432				664		594		70				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		408		神奈川県川崎市		地方住宅供給公社 チホウ ジュウタク キョウキュウ コウシャ		神奈川県住宅供給公社		住宅等の建設、管理、譲渡		201,490		145,952		8		115				0		0		0.00%		11.25%				0		0				0				55,538		53,895		1,644				2,502		2,686		▲184				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		409		神奈川県川崎市		地方住宅供給公社 チホウ ジュウタク キョウキュウ コウシャ		神奈川県住宅供給公社		住宅等の建設、管理、譲渡		201,490		145,952		8		115				0		0		0.00%		11.25%				0		0				0				55,538		53,895		1,644				2,502		2,686		▲184				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				410		神奈川県相模原市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		相模原市まち・みどり公社 サガミハラシ コウシャ		①施設管理（都市公園等）②地域整備（再開発事業での公共床取得）③緑化普及等（講習会開催、助成等）		10,244		827		202		0				191		0		0.13%		11.25%				501		0				▲310				9,417		9,196		222				238		316		▲78				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				411		神奈川県相模原市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		相模原市土地開発公社		公共用地の管理・処分		10,517		10,229		10		732				9,487		340		6.94%		11.25%				11,058		339				▲1,570				288		279		9				9		9		1				7,776		6,489		5.49%		4.58%		8,965		7,540		▲1,189		▲1,051		8,654		8,359		7,072		96.59%		81.72%		10,286		9,767		8,153		▲1,632		▲1,408		▲1,081

				412		神奈川県横須賀市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		横須賀市土地開発公社 ヨコスカシ トチ カイハツ コウシャ		「公拡法第17条」の規定による公有用地、代替地その他の事業用地の取得、造成及び処分等		4,283		4,225		10		0				4,181		0		5.10%		11.25%				4,188		0				▲8				59		77		▲19		●		▲19		▲11		▲8				4,180		4,180		5.10%		5.10%		4,168		4,168		12		12		4,180		4,180		4,180		100.00%		100.00%		4,175		4,168		4,168		5		12		12

				413		神奈川県横須賀市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		横須賀中央まちづくり ヨコスカチュウオウ		ぴぽ３２０（市役所前公園地下駐車場）の運営		756		704		21		50				0		0		0.00%		11.25%				0		0				0				52		60		▲8		◎		▲8		▲8		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				414		神奈川県平塚市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		平塚市土地開発公社 ヒラツカシ トチ カイハツ コウシャ		公有地（主に道路用地）の取得・管理・処分		728		631		5		0				630		335		1.99%		11.28%				965		1,304				▲1,304				98		97		2				2		3		▲1				629		629		1.30%		1.30%		965		828		▲336		▲199		629		629		629		100.00%		100.00%		965		965		828		▲336		▲336		▲199

				415		神奈川県平塚市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		平塚市生きがい事業団 ヒラツカシ イ ジギョウダン		高齢者への就業開拓提供事務		138		71		2		0				0		13		0.03%		11.28%				0		13				0				67		66		2				2		▲2		3				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				416		神奈川県鎌倉市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		鎌倉市土地開発公社 カマクラシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の先行取得等		5,524		5,319		3		0		◎		5,319		1,000		17.77%		11.59%		○		6,559		0				▲240				205		205		1				1		1		1		◎		5,126		5,126		14.41%		14.41%		5,256		5,256		▲130		▲130		5,520		5,127		5,127		92.89%		92.89%		6,760		5,256		5,256		▲1,240		▲129		▲129

				417		神奈川県藤沢市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		藤沢市まちづくり協会		公園等公共施設の運営管理業務等		2,265		1,123		70		0				223		0		0.27%		11.25%				251		0				▲28				1,143		1,083		60				74		48		27				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				418		神奈川県藤沢市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		藤沢市土地開発公社		公共・公用地等の取得・管理・処分		9,412		4,391		5		0				4,353		0		5.31%		11.25%				4,653		0				▲300				5,021		5,021		1				1		▲18		19				4,940		4,840		6.02%		5.90%		4,903		4,804		37		36		8,437		6,808		6,399		80.70%		75.85%		7,741		6,774		6,365		696		34		34

				419		神奈川県小田原市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		小田原市土地開発公社 オダワラシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の先行取得、管理及び処分		6,576		4,940		5		0				3,590		300		10.40%		11.53%		○		5,283		0				▲1,394				1,636		1,626		10				11		8		3		◎		5,996		5,748		16.03%		15.37%		7,324		7,076		▲1,328		▲1,328		6,040		5,996		5,748		99.28%		95.16%		7,324		7,324		7,076		▲1,284		▲1,328		▲1,328

				420		神奈川県茅ヶ崎市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		茅ヶ崎市土地開発公社 チガサキシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地・公用地の取得、造成管理、処分		2,553		2,011		5		0				2,011		0		5.02%		11.46%				2,031		0				▲21				543		513		30				30		30		1				2,530		2,530		6.32%		6.32%		2,523		2,523		7		7		2,530		2,530		2,530		100.00%		100.00%		2,523		2,523		2,523		7		7		7

				421		神奈川県逗子市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		逗子市土地開発公社 ズシシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の取得、管理等		1,361		1,352		5		0				1,352		0		11.41%		13.07%		○		1,619		0				▲267				10		10		1				1		1		▲1		◎		1,352		1,352		11.41%		11.41%		1,619		1,619		▲267		▲267		1,352		1,352		1,352		100.00%		100.00%		1,619		1,619		1,619		▲267		▲267		▲267

				422		神奈川県秦野市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		秦野市土地開発公社 ハダノシトチカイハツコウシャ		公有用地の先行取得、管理及び処分		2,155		2,554		5		0				2,552		0		8.75%		11.84%				2,578		0				▲26		◎		▲400		▲427		28				28		2		27				2,105		2,105		7.22%		7.22%		2,106		2,106		▲2		▲2		2,106		2,106		2,106		100.00%		100.00%		2,106		2,106		2,106		0		0		0

				423		神奈川県秦野市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		秦野市学校保全公社 ハダノシ ガッコウ ホゼン コウシャ		市立小中学校及び幼稚園の保全等教育環境の向上に向けた調査研究及び過去の改修事業に伴う償還に関すること		788		782		5		0				800		0		2.74%		11.84%				938		0				▲139				7		7		▲1		●		▲1		▲1		▲1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				424		神奈川県伊勢原市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		伊勢原市土地開発公社 イセハラシ トチ カイハツ コウシャ		未供用の公有用地及び代替用地の管理		2,472		2,372		2		0		●		2,370		0		12.66%		12.56%		○		2,361		0				10				101		101		1				1		1		▲1				1,542		1,542		8.24%		8.24%		1,533		1,533		9		9		1,556		1,556		1,556		100.00%		100.00%		1,547		1,547		1,547		9		9		9

				425		神奈川県伊勢原市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		伊勢原市事業公社 イセハラシ ジギョウ コウシャ		売却済施設等の未収金の収入と中小企業集団化用地の賃貸事業		3,529		3,175		1		0		◎		3,124		0		16.69%		12.56%		○		3,471		0				▲348				354		326		29				29		27		3				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				426		神奈川県座間市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		座間市土地開発公社		公共用地、公有地の取得		810		801		1		0				801		0		3.46%		12.22%				981		0				▲181				10		9		1				1		▲1		1				404		125		1.75%		0.54%		550		376		▲146		▲251		800		404		125		50.52%		15.59%		980		550		376		▲180		▲146		▲251

				427		神奈川県南足柄市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		大雄山駅前開発 ダイユウザン エキマエ カイハツ		再開発ビルの賃貸		1,954		1,328		206		0				735		0		8.46%		13.59%				793		0				▲58				627		597		31				45		1		44				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				428		神奈川県綾瀬市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		綾瀬市土地開発公社 アヤセシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の取得及び処分		1,159		1,140		2		0				1,100		30		7.14%		12.72%				964		30				137				20		20		1				1		1		▲1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		1,095		0		0		0.00%		0.00%		975		0		0		120		0		0

				429		神奈川県葉山町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		葉山町土地開発公社 ハ ヤマ マチ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の取得処分等		23		17		5		0				17		0		0.24%		14.12%		-		-		-				-				7		-		-		○		▲1		-		-				0		0		0.00%		0.00%		-		-		-		-		16		0		0		0.00%		0.00%		-		-		-		-		-		-

				430		神奈川県大磯町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		大磯町土地開発公社		公共用地、公用地等の取得、管理処分等		715		709		5		709				0		0		0.00%		14.10%				0		0				0				7		7		▲1		○		▲1		2		▲2				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		708		382		382		53.98%		53.98%		715		382		382		▲7		0		0

				431		神奈川県山北町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		山北町土地開発公社 ヤマキタマチ トチ カイハツ コウシャ		土地の取得、造成、処分		1,243		749		1		0		◎		747		0		22.07%		15.00%		○		839		0				▲92				494		450		45				45		22		23		◎		604		272		17.86%		8.04%		639		272		▲35		0		657		657		274		100.00%		41.75%		692		692		274		▲35		▲35		0

				432		神奈川県湯河原町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		湯河原町土地開発公社 ユガワラマチ トチ カイハツ コウシャ		公有地の拡大に関する法律第１７条に基づく業務		608		689		1		0				685		0		12.27%		14.65%				739		0				▲54		◎		▲81		▲107		27				27		25		2		◎		602		602		10.77%		10.77%		630		630		▲28		▲28		602		602		602		100.00%		100.00%		630		630		630		▲28		▲28		▲28

				433		神奈川県愛川町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		愛川町土地開発公社 アイカワマチ トチ カイハツ コウシャ		公共用地・公用地その他これに準ずる用地の取得、管理、処分等を行う。		492		67		1		0				67		0		0.81%		13.69%				78		0				▲11				425		425		1				1		1		1				29		0		0.35%		0.00%		29		0		0		0		218		29		0		13.40%		0.00%		226		29		0		▲8		0		0

				434		新潟県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		にいがた産業創造機構 サンギョウ ソウゾウ キコウ		中小企業・小規模事業者等支援		17,478		11,890		259		10,686				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				5,588		5,747		▲159		◎		▲159		▲168		9				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				435		新潟県		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		新潟県農林公社（林業公社） ニイガタケン ノウリン コウシャ リンギョウ コウシャ		農林業の総合的振興		34,466		31,993		10		17,314				10,315		0		1.69%		3.75%				10,618		0				▲304				2,474		2,356		118				118		106		13				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		436		新潟県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		新潟空港ビルディング ニイガタ クウコウ		新潟空港ビルの管理運営		3,817		3,790		667		1,870				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				27		▲141		168				189		99		90				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				437		新潟県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		新潟ふるさと村 ニイガタ ムラ		新潟県の観光宣伝事業及び特産品・土産品等の宣伝販売		1,048		987		811		0				0		823		0.14%		3.75%				0		843				▲20				61		44		17				20		8		12				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		438		新潟県		地方住宅供給公社 チホウ ジュウタク キョウキュウ コウシャ		新潟県住宅供給公社 ニイガタケン ジュウタク キョウキュウ コウシャ		良質な分譲住宅及び賃貸住宅の供給と県営住宅等の受託管理業務		4,094		3,054		51		0				877		0		0.14%		3.75%				909		0				▲32				1,041		1,008		33				28		34		▲6				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				439		新潟県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		えちごトキめき鉄道 テツドウ		地方鉄道業（北陸新幹線並行在来線の運営）		14,594		4,160		12,280		715				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				10,434		12,326		▲1,892		●		▲1,894		▲445		▲1,449				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		440		新潟県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		燕三条地場産業振興センター ツバメ サンジョウ ジバ サンギョウ シンコウ		燕三条地場産業の振興		2,580		356		10		107				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				2,224		2,179		45				37		23		15				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				441		新潟県		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		十日町地域地場産業振興センター トオカマチ チイキ ジバ サンギョウ シンコウ		地場産業の振興と新産業の開発		906		393		10		223				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				514		512		2				9		▲4		13				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				442		新潟県新潟市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		新潟県労働者信用基金協会 ニイガタケン ロウドウシャ シンヨウ キキン キョウカイ		債務保証に関する事業を行い、新潟県内の労働者に対し信用力を付与し、経済的地位の向上と福祉の増進に寄与		181,923		178,023		132		0				0		75		0.04%		11.25%				0		75				0				3,901		3,635		267				208		306		▲98				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				443		新潟県新潟市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		新潟市産業振興財団 ニイガタシ サンギョウ シンコウ ザイダン		新潟市及びその近隣市町村の中小企業支援		1,009		166		50		0				0		94		0.05%		11.25%				0		305				▲212				844		894		▲51				5		4		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				444		新潟県新潟市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		新潟地下開発 ニイガタ チカ カイハツ		地下商業施設の管理運営		1,023		1,202		53		900				0		0		0.00%		11.25%				0		0				0		◎		▲180		▲189		9				4		▲2		5				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				445		新潟県新潟市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		新潟市土地開発公社 ニイガタシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地，公用地等の先行取得管理処分等		11,779		9,731		30		0				9,653		0		4.99%		11.25%				9,956		0				▲303				2,048		2,007		42				42		54		▲13				8,855		8,855		4.57%		4.57%		8,872		8,872		▲17		▲17		9,736		8,855		8,855		90.95%		90.95%		10,033		8,872		8,872		▲297		▲17		▲17

		●		446		新潟県新潟市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		新潟空港ビルディング ニイガタ クウコウ		新潟空港ビルの管理運営		3,817		3,790		334		467				0		0		0.00%		11.25%		-		-		-				-				27		-		-				189		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				447		新潟県長岡市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		長岡地域土地開発公社		「公有地拡大の推進に関する法律」に基づく公有地の先行取得等		5,540		1,906		19		0				1,905		0		2.60%		11.25%				2,250		0				▲346				3,634		3,565		69				85		▲36		121				2,500		2,500		3.41%		3.41%		4,760		3,238		▲2,260		▲738		4,786		4,558		3,307		95.24%		69.10%		4,960		4,760		3,238		▲174		▲202		69

		●		448		新潟県三条市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		燕三条地場産業振興センター		燕三条地場産業の振興		2,580		356		10		0				58		0		0.22%		12.03%				80		0				▲23				2,224		2,179		45				37		23		15				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				449		新潟県柏崎市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		柏崎地域土地開発公社		公共用地・公共地等の取得、管理、処分等		1,154		973		6		943				0		0		0.00%		12.06%				0		0				0				182		181		1				1		▲4		4				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		1,087		1,087		1,087		100.00%		100.00%		1,085		1,085		1,085		2		2		2

				450		新潟県十日町市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		十日町市土地開発公社		公共事業用地等の取得、管理、処分		244		169		11		0				0		434		2.03%		12.37%				0		592				▲159				76		59		17				17		10		7				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		149		149		149		100.00%		100.00%		471		471		471		▲322		▲322		▲322

		●		451		新潟県十日町市		地方住宅供給公社 チホウ ジュウタク キョウキュウ コウシャ		新潟県住宅供給公社		良質な分譲住宅及び賃貸住宅の供給と県営住宅等の受託管理業務		4,094		3,054		0		0				32		0		0.15%		12.37%		-		-		-				-				1,041		-		-				28		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		452		新潟県燕市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		燕三条地場産業振興センター		燕三条地場産業の振興		2,580		356		10		0				58		0		0.29%		12.51%				80		0				▲23				2,224		2,179		45				37		23		15				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				453		新潟県上越市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		リフレ上越山里振興		くわどり湯ったり村、ヨーデル金谷、ゆったりの家の施設管理		52		114		106		0				40		0		0.07%		11.25%				40		0				1		◎		▲62		▲64		2				6		▲1		7				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				454		新潟県佐渡市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		佐渡市土地開発公社		「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく公有地の先行取得等		152		121		10		121				0		0		0.00%		11.84%				0		0				0				31		31		▲1		◎		▲1		▲1		0				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		120		120		120		100.00%		100.00%		120		120		120		0		0		0

		●		455		新潟県佐渡市		地方住宅供給公社 チホウ ジュウタク キョウキュウ コウシャ		新潟県住宅供給公社		良質な分譲住宅及び賃貸住宅の供給と県営住宅等の受託管理業務		4,094		3,054		0		0				22		0		0.07%		11.84%		-		-		-				-				1,041		-		-				28		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				456		新潟県南魚沼市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		南魚沼地域土地開発公社		公共用地、公用地等の取得、管理、処分		501		351		5		350				0		0		0.00%		12.49%				0		420				▲420				151		148		3				3		3		▲1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		452		452		452		100.00%		100.00%		521		521		521		▲69		▲69		▲69

				457		新潟県胎内市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		新潟製粉		穀粉の製造及び販売		667		598		50		0				435		0		4.56%		13.42%				484		0				▲50				69		3		67				66		37		29				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				458		新潟県胎内市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		新潟フルーツパーク		果実類の生産及び加工販売		161		118		97		0				111		0		1.16%		13.42%				125		0				▲14				43		34		9				9		7		3				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				459		新潟県聖籠町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		下越土地開発公社		公共用地の先行取得		38		18		1		0				18		0		0.36%		15.00%				9		0				9				21		26		▲6		●		▲6		▲5		▲2				6		0		0.12%		0.00%		9		0		▲3		0		18		6		0		34.02%		0.00%		9		9		0		9		▲3		0

		●		460		新潟県弥彦村		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		県央土地開発公社		公有地等の取得・管理処分		2,251		1,038		1		0				70		0		2.70%		15.00%				87		0				▲18				1,214		1,360		▲146		●		▲145		▲23		▲123				69		69		2.70%		2.70%		86		86		▲17		▲17		1,416		1,411		1,395		99.66%		98.54%		1,861		1,846		1,759		▲445		▲435		▲364

		●		461		新潟県田上町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		県央土地開発公社		公有地等の取得・管理処分		2,251		1,038		1		0		◎		969		0		29.63%		15.00%		○		969		0				0				1,214		1,360		▲146		●		▲145		▲23		▲123		◎		1,111		1,111		34.00%		34.00%		1,111		1,111		0		0		1,416		1,411		1,395		99.66%		98.54%		1,861		1,846		1,759		▲445		▲435		▲364

				462		新潟県阿賀町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		阿賀の里		観光施設「道の駅阿賀の里」の運営		837		573		10		108				165		0		1.70%		13.38%				167		0				▲2				265		267		▲2				14		3		12				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				463		新潟県津南町		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		津南町農業公社		農地保有合理化、農地保全管理事業、農業研修事業		517		304		40		198				0		0		0.00%		15.00%				0		0				0				214		200		14				14		4		10				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				464		新潟県津南町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		津南醸造		清酒の製造及び販売		210		138		50		4				0		0		0.00%		15.00%		-		-		-				-				72		-		-		○		▲6		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				465		新潟県関川村		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		パワープラント関川		木質バイオマス発電事業		25		43		6		30				0		0		0.00%		15.00%				0		0				0		●		▲19		▲10		▲10		●		▲10		▲10		▲1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				466		新潟県粟島浦村		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		粟島汽船		旅客、貨物海上運搬		126		71		38		0				27		0		5.81%		15.00%				33		0				▲6				56		27		29				35		▲24		59				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				467		富山県		地方道路公社 チホウ ドウロ コウシャ		富山県道路公社 トヤマケン ドウロ コウシャ		有料道路の建設･管理		20,882		15,137		5,745		2,839				6,220		0		2.06%		3.75%				6,716		0				▲496				5,745		5,745		0				0		112		▲112				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				468		富山県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		チューリップテレビ		テレビジョン放送事業		4,815		1,125		40		90				0		38		0.01%		3.75%		-		-		-				-				3,691		-		-				267		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				469		富山県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		富山県新世紀産業機構 トヤマケン シンセイキ サンギョウ キコウ		県内中小企業の新産業・新技術の創出支援、経営革新の総合支援		25,235		20,596		11		8,053				0		0		0.00%		3.75%		-		-		-				-				4,640		-		-				45		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				470		富山県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		伏木富山港・海王丸財団 フシキトヤマコウ カイオウマルザイダン		港湾施設等の管理運営		1,096		218		25		0				184		0		0.06%		3.75%				210		0				▲27				878		900		▲23				1		4		▲4				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				471		富山県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		富山空港ターミナルビル トヤマ クウコウ		空港ターミナルビルの運営		3,688		1,403		334		976				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				2,285		2,166		120				191		209		▲18				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				472		富山県		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		富山県野菜価格安定資金協会		野菜価格の暴落に対する価格差補給金の交付と交付準備金の造成		471		380		143		143				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				92		94		▲2		◎		▲2		▲3		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				473		富山県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		富山食肉総合センター		食肉の処理・加工		890		163		57		0				0		25		0.01%		3.75%				0		30				▲5				727		691		37				10		▲1		11				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				474		富山県		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		富山県農林水産公社（林業公社） リンギョウ コウシャ		造林事業、農用地の売買・賃借等		46,275		41,928		267		17,450		◎		20,962		0		6.93%		3.75%		○		21,131		0				▲170				4,348		4,401		▲53		◎		▲1		▲14		13				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		475		富山県		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		富山勤労総合福祉センター トヤマ キンロウ ソウゴウ フクシ		呉羽ハイツ、とやま自遊館の管理運営		1,959		967		19		0				0		197		0.07%		3.75%				0		197				0				993		860		134				134		98		37				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				476		富山県		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		富山県勤労者信用基金協会 トヤマケン キンロウシャ シンヨウ キキン キョウカイ		北陸労働金庫を利用する勤労者のための信用保証機関		50,812		49,279		182		0				0		150		0.05%		3.75%		-		-		-				-				1,534		-		-				2		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		477		富山県富山市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		富山勤労総合福祉センター トヤマ キンロウ ソウゴウ フクシ		呉羽ハイツ、とやま自遊館の管理運営		1,959		967		19		0				0		197		0.19%		11.25%				0		197				0				993		860		134				134		98		37				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				478		富山県富山市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		富山ウエスト開発 トヤマ カイハツ		インターチェンジの建設		1,513		1,088		120		722				0		0		0.00%		11.25%				0		0				0				426		426		1				1		2		▲1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				479		富山県富山市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		富山市土地開発公社 トヤマシ トチ カイハツ コウシャ		公有用地の取得・管理・処分		7,120		6,963		15		0				6,837		0		6.65%		11.25%				7,864		0				▲1,027				158		145		13				13		12		2				6,199		5,638		6.03%		5.49%		7,139		6,572		▲940		▲934		6,870		6,199		5,638		90.24%		82.07%		7,866		7,139		6,571		▲996		▲940		▲933

				480		富山県富山市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		大山観光開発 オオヤマ カンコウ カイハツ		スキー場管理運営		177		591		50		0				0		480		0.47%		11.25%				390		0				90		●		▲415		▲324		▲91		○		▲91		12		▲102				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				481		富山県高岡市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		オタヤ開発		再開発ビルの賃貸及び管理運営		6,202		6,136		60		0				0		560		1.45%		11.50%				0		560				0				67		64		3				5		3		2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				482		富山県高岡市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		えんじゅビル		再開発ビルの賃貸及び管理運営、駐車場の管理運営		216		134		7		24				0		0		0.00%		11.50%				0		0				0				83		80		4				5		5		▲1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				483		富山県高岡市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		万葉線		高岡駅から越ノ潟までの鉄軌道事業		634		172		150		54				0		0		0.00%		11.50%				0		0				0				462		470		▲9		●		▲85		▲77		▲8				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				484		富山県高岡市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		高岡市土地開発公社 タカオカシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地・公有地等の取得・管理・処分		1,121		1,114		5		0				1,114		0		2.89%		11.50%				826		0				288				7		7		1				1		1		▲1				145		0		0.38%		0.00%		178		0		▲33		0		1,114		145		0		13.02%		0.00%		826		178		0		288		▲33		0

				485		富山県魚津市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		魚津市施設管理公社		総合公園ほか市施設の管理		198		150		30		0				126		0		1.20%		13.26%		-		-		-				-				49		-		-				4		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				486		富山県氷見市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		氷見市土地開発公社		公用地等の取得・管理・処分		330		216		5		0				216		0		1.67%		12.95%				240		0				▲24				114		113		1				4		5		▲2				0		0		0.00%		0.00%		58		28		▲58		▲28		261		55		25		21.09%		9.58%		282		58		28		▲21		▲3		▲3

				487		富山県黒部市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		宇奈月ビール ウナヅキ		地ビール製造販売		54		75		41		0				0		58		0.47%		13.00%				0		58				0		◎		▲21		▲23		2				3		▲2		4				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				488		富山県砺波市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		庄川開発 ショウガワ カイハツ		エントランス庄川等の管理運営		408		350		45		246				0		0		0.00%		12.88%				0		0				0				59		52		7				9		16		▲7				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				489		富山県小矢部市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		小矢部市土地開発公社 オヤベ シ トチ カイハツ コウシャ		公有地の取得及び管理		3,055		3,042		5		0		●		3,222		0		38.96%		13.68%		○		2,957		0				266				14		14		▲1		◎		▲1		▲1		1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		3,041		0		0		0.00%		0.00%		2,724		0		0		317		0		0

				490		富山県南砺市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		ジェイウイング		ホテル・レストラン公衆浴場・温浴施設の経営		44		53		217		25				0		0		0.00%		12.27%				0		0				0		◎		▲10		▲10		1				1		▲22		23				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				491		富山県南砺市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		井波木彫りの里		観光施設の運営、木製品等の特産品販売、飲食物の提供等		322		111		23		64				0		0		0.00%		12.27%				0		0				0				212		247		▲35		◎		▲53		▲57		4				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				492		富山県射水市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		射水市土地開発公社		公共用地の取得、造成、管理、処分		2,859		2,821		8		0				2,774		0		11.22%		12.10%				1,541		0				1,234				38		▲54		92				92		5		87		○		2,720		1,096		11.00%		4.43%		2,115		1,096		605		▲1		2,721		2,721		1,096		100.00%		40.28%		2,115		2,115		1,096		606		606		0

				493		富山県入善町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		入善里山観光開発 ニュウゼン サトヤマ カンコウ カイハツ		温泉観光施設の管理運営		81		42		6		0				0		30		0.43%		14.06%				0		30				0				39		29		10				14		11		3				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				494		石川県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		北陸放送 ホクリク ホウソウ		ラジオ放送及びテレビ放送事業、並びにこれに関する事業		9,527		4,473		6		34				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				5,054		4,845		210				237		271		▲35				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				495		石川県		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		石川県県民ふれあい公社 イシカワケン ケンミン コウシャ		水族館など各種レクリエーション施設の管理運営		8,153		6,615		13		2,820				0		0		0.00%		3.75%				0		2,269				▲2,269				1,538		1,496		42				33		▲18		51				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				496		石川県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		いしかわ子育て支援財団		子育て支援のための情報提供・人材確保事業等		2,160		2,031		32		2,000				0		0		0.00%		3.75%		-		-		-				-				130		-		-				4		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				497		石川県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		石川県産業創出支援機構 イシカワケン サンギョウ ソウシュツ シエン キコウ		創業支援、経営指導、技術開発支援、設備資金貸付、設備貸与、被災中小企業復興支援		74,214		68,853		74		10,867		●		1,100		21,865		7.35%		3.75%		○		1,224		18,490				3,252				5,362		5,483		▲121		○		▲97		59		▲156				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				498		石川県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		金沢コンベンションビューロー カナザワ		コンベンション誘致支援事業		25		3		5		0				0		5		0.00%		3.75%				0		5				0				22		20		2				2		▲3		5				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				499		石川県		一般社団法人 イッパン シャダンホウジン		石川県農業開発公社 イシカワケン ノウギョウ カイハツ コウシャ		農地保有合理化事業、畜産振興事業		5,641		5,498		14		5,053				24		0		0.01%		3.75%				37		0				▲13				143		144		▲2		◎		▲2		▲4		3				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				500		石川県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		いしかわ農業総合支援機構		農業人材の確保・育成		15,565		14,824		250		13				0		5,000		1.60%		3.75%				0		5,000				0				741		608		134				134		105		29				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				501		石川県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		石川県林業公社（林業公社） イシカワケン リンギョウ コウシャ リンギョウ コウシャ		造林、育林、白山林道の維持管理等		69,105		51,998		17,113		30,703		●		20,851		30		6.68%		3.75%		○		20,851		7				24				17,107		17,174		▲67		●		▲67		▲19		▲48				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				502		石川県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		石川県林業労働対策基金		林業労働者の社会福祉向上		1,883		36		1,327		3				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				1,848		1,849		▲1		○		▲1		1		▲1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				503		石川県		一般社団法人 イッパン シャダンホウジン		石川県金沢食肉公社 イシカワケン カナザワ ショクニク コウシャ		家畜のと殺解体及び食肉、副産物の冷蔵保管		89		199		15		14				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0		●		▲111		▲109		▲3		◎		▲3		▲24		22				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				504		石川県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		能登半島地震復興基金 ノト ハントウ ジシン フッコウ キキン		能登半島地震からの早期復興のために実施する各種取り組みに対して助成		25,658		25,123		30		25,000				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				535		718		▲183		◎		▲183		▲192		9				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				505		石川県七尾市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		香島津 カオル シマ ツ		七尾港府中地区旅客ターミナル能登食祭市場の管理運営		451		401		33		0				150		0		0.76%		12.52%				168		0				▲18				50		41		10				17		14		4				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				506		石川県小松市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		小松市開発公社 コマツシ カイハツ コウシャ		市営駐車場の管理		1,548		765		10		171				17		0		0.07%		12.08%				26		0				▲9				783		767		16				16		9		7				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				507		石川県小松市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		小松市土地開発公社 コマツシ トチ カイハツ コウシャ		公有地の取得，造成，処分		1,919		1,814		5		810				315		0		1.26%		12.08%				530		0				▲216				106		110		▲5		○		▲5		1		▲5				314		314		1.26%		1.26%		549		549		▲235		▲235		1,889		1,889		1,889		100.00%		100.00%		2,442		2,442		2,336		▲553		▲553		▲447

				508		石川県小松市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		こまつ看護学校 カンゴ ガッコウ		看護師の養成施設の設置及び管理運営		481		14		10		0				3		0		0.01%		12.08%				4		0				▲2				467		466		2				0		0		0				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				509		石川県珠洲市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		珠洲鉢ケ崎ホテル		ホテルの運営、管理		62		95		40		70				0		0		0.00%		14.02%				0		0				0		◎		▲33		▲36		4				4		7		▲4				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				510		石川県加賀市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		加賀市土地開発公社		公共事業等に伴う用地等の取得・売却事業		1,093		1,063		5		0				1,063		0		5.77%		12.57%				1,101		0				▲39				31		31		▲1		●		▲1		▲1		▲1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		1,070		10		2		0.92%		0.23%		1,111		10		0		▲41		▲1		2

				511		石川県羽咋市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		羽咋市土地開発公社		公共用地および工業用地の取得、造成、処分		248		248		5		0				240		0		3.49%		14.09%				440		0				▲200				1		▲151		151				151		197		▲46				194		194		2.82%		2.82%		168		168		26		26		228		194		194		85.03%		85.03%		278		243		243		▲50		▲49		▲49

				512		石川県かほく市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		かほく市土地開発公社 シ トチ カイハツ コウシャ		公共用地、公有地の取得、宅地造成事業		248		120		10		0				120		0		1.14%		13.25%				131		0				▲11				128		121		8				8		▲2		10				165		165		1.57%		1.57%		233		233		▲68		▲68		219		219		219		100.00%		100.00%		232		232		232		▲13		▲13		▲13

				513		石川県白山市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		白山市土地開発公社 ハクサンシトチカイハツコウシャ		公有用地の先行取得		1,867		1,770		10		0				1,736		0		5.69%		11.78%				1,916		0				▲181				98		102		▲5		◎		▲5		▲116		112				842		842		2.76%		2.76%		840		840		2		2		1,081		842		842		77.89%		77.89%		1,079		840		840		2		2		2

				514		石川県能美市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		能美市土地開発公社 ノミシ トチ カイハツ コウシャ		公用地等の取得事業、土地造成事業		1,389		940		5		0				712		0		5.15%		12.87%				349		0				363				449		187		263				309		8		302				448		12		3.24%		0.09%		494		58		▲46		▲46		1,004		448		12		44.62%		1.20%		500		494		58		504		▲46		▲46

				515		石川県野々市市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		野々市市土地開発公社 ノノイチ シ トチ カイハツ コウシャ		公共用地、公用地の取得・管理・処分		175		150		10		0				150		0		1.43%		13.26%		-		-		-				-				26		-		-		○		▲1		-		-				0		0		0.00%		0.00%		-		-		-		-		149		0		0		0.00%		0.00%		-		-		-		-		-		-

				516		石川県川北町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		川北町土地開発公社 カワキタマチ トチ カイハツ コウシャ		公共用地等の取得		584		569		10		0		●		569		0		25.84%		15.00%		○		565		0				5				15		15		▲1		●		▲1		▲1		▲1				0		0		0.00%		0.00%		564		564		▲564		▲564		569		569		569		100.00%		100.00%		564		564		564		5		5		5

				517		石川県津幡町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		津幡町土地開発公社 ツ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の先行取得、工業団地の造成事業		488		831		2		0				828		0		9.66%		13.61%				827		0				1		◎		▲344		▲366		23				23		22		1				422		288		4.93%		3.36%		419		287		3		1		465		422		288		90.73%		61.83%		457		419		287		8		3		1

				518		石川県内灘町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		内灘町土地開発公社 ウチナダ マチ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の計画的な取得や管理、処分を行なう		747		583		3		0				583		0		10.65%		14.71%				559		0				24				165		165		▲1				0		1		▲1		●		582		573		10.65%		10.47%		540		540		42		33		695		677		667		97.33%		95.92%		695		677		667		0		0		0

				519		福井県		地方道路公社 チホウ ドウロ コウシャ		福井県道路公社 フクイケン ドウロ コウシャ		有料道路の維持管理		3,996		4,857		648		2,280				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0		●		▲861		▲824		▲37		◎		▲37		▲47		10				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				520		福井県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		ふくい産業支援センター サンギョウ シエン		中小企業の経営革新・創業、経営基盤の強化、デザイン・人材育成等の総合的支援および科学技術の研究		21,394		16,253		350		15,521				0		0		0.00%		3.75%				270		0				▲270				5,141		4,918		224				224		45		180				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				521		福井県		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		福井県産業廃棄物処理公社 フクイケン サンギョウ ハイキブツ ショリ コウシャ		産業廃棄物の処理および処分		3,361		803		1,153		131				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				2,558		2,434		125				4		48		▲44				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				522		福井県		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		ふくい農林水産支援センター ノウリン スイサン シエン		農地中間管理事業、担い手育成事業、農林水産業に関する研修事業		1,236		245		671		101				3		0		0.00%		3.75%				4		0				▲2				992		1,001		▲10		○		▲8		3		▲10				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				523		福井県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		福井県林業従事者確保育成基金		林業従事者の確保育成		1,461		71		1,043		32				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				1,391		1,396		▲6				6		▲6		11				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		524		福井県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		関西国際空港土地保有 カンサイ コクサイ クウコウ トチ ホユウ		関西国際空港の空港用地の保有及び管理、関西国際空港の空港用地の新関西国際空港株式会社への貸付け		1,470,797		825,710		844		66				0		0		0.00%		3.75%		-		-		-				-				645,087		-		-				15,438		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				525		福井県福井市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		福井市土地開発公社 フクイシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地及び公有地の取得		173		42		5		0				42		0		0.07%		11.25%				122		0				▲81				132		132		▲1		●		▲1		▲1		▲1				41		41		0.07%		0.07%		121		121		▲80		▲80		41		41		41		100.00%		100.00%		121		121		121		▲80		▲80		▲80

				526		福井県小浜市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		ケーブルテレビ若狭小浜 ワカサ オバマ		有線テレビ放送業務		799		323		20		0				263		0		2.93%		13.53%				314		0				▲52				477		425		52				80		59		21				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				527		福井県鯖江市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		鯖江市土地開発公社		公共用地等の取得、管理、処分		294		291		23		0				286		0		1.96%		12.81%				296		0				▲10				3		16		▲13		◎		▲13		▲44		32				197		197		1.34%		1.34%		214		214		▲17		▲17		261		197		197		75.48%		75.48%		278		214		214		▲17		▲17		▲17

				528		福井県おおい町		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		グリーン大飯農業公社 オオイ ノウギョウ コウシャ		農作業の受委託業務等		108		7		40		3				0		0		0.00%		14.80%				0		0				0				102		103		▲1		◎		▲1		▲4		4				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				529		福井県おおい町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		おおい町土地開発公社 マチトチカイハツコウシャ		公共用地の取得・整理・処分に関する業務		116		97		10		97				0		0		0.00%		14.80%				0		0				0				20		20		▲1		◎		▲1		▲1		1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		91		55		55		60.50%		60.50%		102		55		55		▲11		0		0

				530		福井県おおい町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		わかさ大飯マリンワールド		所有不動産賃貸及び売却		1,574		921		285		850				0		0		0.00%		14.80%				0		0				0				653		631		23		●		▲14		▲13		▲2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				531		福井県若狭町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		レインボーライン		レインボーライン山頂公園等の管理運営		199		50		3		0				21		0		0.33%		14.30%				25		0				▲4				150		142		9				14		19		▲5				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				532		山梨県		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		山梨県土地開発公社		公有地の取得、土地造成		1,364		8,188		20		0				8,113		150		3.12%		3.75%				8,509		0				▲247		◎		▲6,824		▲7,003		179				179		264		▲85				513		513		0.19%		0.19%		513		513		▲1		▲1		1,083		1,075		1,075		99.23%		99.23%		1,309		1,294		1,294		▲226		▲219		▲219

				533		山梨県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		山梨県環境整備事業団 ヤマナシケン カンキョウ セイビ ジギョウダン		廃棄物最終処分場等の整備運営		1,807		1,605		10		0				423		356		0.29%		3.75%				564		0				214				203		215		▲13				0		0		0				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				534		山梨県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		山梨県林業公社（林業公社） ヤマナシケン リンギョウ コウシャ リンギョウ コウシャ		分収林特別措置法に基づき、土地所有者と分収造林・分収育林契約を締結し、造林・保育を行う森林整備業務		27,046		26,150		1		15,211				6,592		0		2.49%		3.75%				6,868		0				▲277				897		641		256				270		280		▲10				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				535		山梨県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		やまなし産業支援機構		中小企業の経営支援		11,082		8,707		174		5,865				1,527		0		0.58%		3.75%		-		-		-				-				2,376		-		-		○		▲148		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				536		山梨県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		山梨県農業振興公社		農地中間管理事業、土地改良事業等の受託		771		768		452		15				150		1		0.06%		3.75%				162		0				▲12				4		51		▲47				5		6		▲1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				537		山梨県		地方道路公社 チホウ ドウロ コウシャ		山梨県道路公社 ヤマナシケン ドウロ コウシャ		有料道路の新設、維持管理		5,955		4,317		613		1,039				140		0		0.05%		3.75%				330		0				▲190				1,639		1,529		110				80		29		51				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				538		山梨県		地方住宅供給公社 チホウ ジュウタク キョウキュウ コウシャ		山梨県住宅供給公社 ヤマナシケン ジュウタク キョウキュウ コウシャ		県営住宅等の管理		8,066		10,477		10		0				9,718		0		3.67%		3.75%		○		10,164		0				▲446		◎		▲2,411		▲3,113		702				476		433		43				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				539		山梨県甲府市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		甲府市土地開発公社 コウフシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の取得、管理等		244		169		5		0				169		0		0.40%		11.41%				560		0				▲392				76		76		▲1		○		▲1		1		▲1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		0		0		0		-		-		0		0		0		0		0		0

				540		山梨県富士吉田市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		富士吉田市土地開発公社 フジヨシダシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の取得・管理等		1,547		1,405		20		1,405				0		0		0.00%		13.20%				0		0				0				142		142		1				1		1		▲1				0		0		0.00%		0.00%		1,425		1,425		▲1,425		▲1,425		1,524		1,397		1,397		91.64%		91.64%		1,552		1,425		1,425		▲28		▲28		▲28

				541		山梨県都留市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		都留市土地開発公社 ツルシ トチ カイハツ コウシャ		公有地の先行取得		1,575		865		5		0				864		0		9.99%		13.59%				964		0				▲100				711		702		10				10		2		9		◎		941		941		10.88%		10.88%		1,054		1,054		▲113		▲113		1,510		1,510		1,510		100.00%		100.00%		1,624		1,624		1,597		▲114		▲114		▲87

				542		山梨県山梨市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		山梨市フルーツパーク ヤマナシシ		地域農業活性化基盤整備施設の管理運営業務		263		112		24		0				60		0		0.57%		13.25%				70		0				▲10				152		136		16				20		11		9				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				543		山梨県韮崎市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		韮崎市土地開発公社 ニラサキシ トチ カイハツ コウシャ		公有地の取得及び売却		460		448		5		448				0		0		0.00%		13.70%				0		0				0				13		12		2				2		▲18		19				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		428		398		112		92.97%		26.13%		395		112		112		33		286		0

				544		山梨県南アルプス市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		南アルプスプロデュース ミナミ		食品等販売施設、飲食施設等の運営。農産物の加工、販売。通信販売。観光イベントの運営。		0		0		30		550				0		0		0.00%		12.55%				0		0				0				0		37		▲37				0		▲58		58				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				545		山梨県北杜市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		北杜市農業振興公社 ホクトシ ノウギョウ シンコウ コウシャ		農地保有合理化事業		177		102		27		30				0		0		0.00%		12.46%		-		-		-				-				76		-		-				5		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				546		山梨県甲州市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		甲州市土地開発公社 コウシュウシ トチ カイハツ コウシャ		公有用地の取得・管理		791		782		8		0				782		0		7.58%		13.28%				891		0				▲109				9		9		1				1		1		0				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		0		0		0		-		-		0		0		0		0		0		0

				547		長野県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		長野県中小企業振興センター ナガノケン チュウショウ キギョウ シンコウ		県内中小企業の経営支援		7,538		5,652		5		5,400				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				1,887		1,894		▲8		●		▲14		▲11		▲4				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		548		長野県		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		塩尻・木曽地域地場産業振興センター		地場産品の普及・需要開拓		413		62		10		29				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				352		352		1				1		▲3		3				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				549		長野県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		長野県農業開発公社 ナガノケン ノウギョウカイハツコウシャ		農地中間管理事業		820		574		159		0				296		0		0.06%		3.75%				303		0				▲8				246		247		▲1		◎		▲1		▲2		2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				550		長野県		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		長野県農業担い手育成基金 ナガノケン ノウギョウ ニナ テ イクセイ キキン		新規就農者の確保		2,061		1,027		500		27				0		0		0.00%		3.75%				0		10				▲10				1,035		1,038		▲4		●		▲5		▲3		▲2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				551		長野県		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		長野県林業公社（林業公社） ナガノケン リンギョウ コウシャ リンギョウ コウシャ		分収造林地及び育林地の施業及び管理		32,739		32,887		68		19,297				8,295		0		1.59%		3.75%				8,534		0				▲239		◎		▲149		▲150		2				2		2		▲1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				552		長野県		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		長野県林業労働財団 ナガノケン リンギョウ ロウドウ ザイダン		林業就業者の確保、育成及び就労条件の向上に関する業務		409		45		8		31				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				364		348		17				14		32		▲18				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				553		長野県		地方道路公社 チホウ ドウロ コウシャ		長野県道路公社 ナガノケン ドウロ コウシャ		有料道路の維持管理等		89,122		67,169		21,953		0				2,079		0		0.40%		3.75%				2,923		0				▲845				21,953		21,953		0				0		▲45		45				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				554		長野県		地方住宅供給公社 チホウ ジュウタク キョウキュウ コウシャ		長野県住宅供給公社 ナガノケン ジュウタク キョウキュウ コウシャ		公営住宅等の管理		15,672		4,567		61		0				0		441		0.08%		3.75%				0		627				▲187				11,105		10,840		266				245		326		▲82				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				555		長野県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		しなの鉄道 テツドウ		旅客鉄道事業及び関連事業		7,971		4,624		1,782		0				2,591		0		0.50%		3.75%				2,782		0				▲192				3,348		3,030		318				334		▲121		454				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				556		長野県長野市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		長野市土地開発公社 ナガノシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地等取得外		6,987		5,515		5		0		○		4,800		6,000		12.22%		11.25%				5,000		0				5,800				1,472		1,474		▲2		○		▲2		68		▲70				2,816		2,656		3.19%		3.00%		2,878		2,543		▲62		113		6,903		3,261		3,101		47.24%		44.92%		7,012		3,323		2,989		▲109		▲62		112

				557		長野県松本市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		松本市土地開発公社 マツモトシ トチ カイハツ コウシャ		公有地の先行取得		353		285		7		285				0		0		0.00%		11.25%				0		0				0				68		61		7				7		13		▲6				0		0		0.00%		0.00%		45		0		▲45		0		285		39		0		13.81%		0.00%		159		45		0		126		▲6		0

				558		長野県上田市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		上田市土地開発公社 ウエダシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地、公有地等の取得、管理処分等		5,334		3,557		14		0				3,149		0		7.85%		11.45%				3,366		0				▲218				1,777		1,771		6				6		9		▲4		◎		4,747		4,747		11.83%		11.83%		4,931		4,931		▲184		▲184		5,116		4,746		4,746		92.76%		92.76%		4,931		4,931		4,931		185		▲185		▲185

				559		長野県岡谷市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		岡谷市土地開発公社 オカヤシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地に必要な土地の取得・管理・処分（造成事業）		284		33		3		0				33		0		0.27%		13.06%				33		0				1				252		253		▲1		○		▲1		9		▲10				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		275		0		0		0.00%		0.00%		275		0		0		▲1		0		0

				560		長野県諏訪市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		諏訪市土地開発公社 スワシ トチ カイハツ コウシャ		土地の取得、造成、処分		5,391		5,359		10		0		◎		5,358		0		46.65%		13.12%		○		5,681		0				▲323				33		64		▲32		○		▲32		7		▲38		◎		5,358		3,506		46.65%		30.53%		5,680		3,688		▲322		▲182		5,358		5,358		3,506		100.00%		65.43%		5,680		5,680		3,688		▲322		▲322		▲182

				561		長野県須坂市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		須坂温泉 スザカ オンセン		宿泊・日帰り温泉		403		221		70		211				0		0		0.00%		13.06%				0		0				0				183		184		▲2		◎		▲1		▲8		8				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				562		長野県小諸市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		小諸市土地開発公社 コモロシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の先行取得、工業団地等の造成・分譲		375		683		3		0				675		0		6.73%		13.33%				675		0				0		◎		▲309		▲309		1		○		▲1		9		▲10				91		91		0.90%		0.90%		91		91		▲1		▲1		206		91		91		43.86%		43.86%		207		92		92		▲1		0		0

				563		長野県駒ヶ根市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		駒ヶ根市土地開発公社		公有用地の先行取得、工業団地・住宅団地造成事業		2,338		2,291		3		0		◎		2,278		0		24.94%		13.49%		○		2,358		0				▲80				47		46		2				2		▲1		3		◎		2,309		1,499		25.29%		16.42%		2,313		1,503		▲4		▲4		2,317		2,309		1,499		99.69%		64.72%		2,396		2,313		1,503		▲79		▲4		▲4

				564		長野県駒ヶ根市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		駒ヶ根観光開発 コマガネ カンコウ カイハツ		宿泊施設・公衆浴場施設の施設経営		497		615		31		0				566		0		6.19%		13.49%				551		0				16		●		▲119		▲88		▲32		◎		▲31		▲46		16				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				565		長野県駒ヶ根市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		駒ヶ根高原温泉開発 コマガネ コウゲン オンセン カイハツ		温泉の採掘、配湯業務		104		90		30		0				88		0		0.96%		13.49%				125		0				▲37				14		12		2				3		5		▲2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				566		長野県飯山市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		飯山市土地開発公社 イイヤマシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地等の先行取得、住宅地等の造成・分譲		516		267		4		0				234		0		3.00%		13.81%				266		0				▲33				249		245		4				4		6		▲2				329		319		4.23%		4.10%		266		256		63		63		503		503		483		100.00%		96.08%		547		522		502		▲44		▲19		▲19

				567		長野県塩尻市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		塩尻市土地開発公社 シオジリシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地先行取得		1,456		631		5		409				220		0		1.30%		12.65%				227		0				▲8				826		825		1				1		4		▲4				0		0		0.00%		0.00%		72		72		▲72		▲72		805		344		344		42.75%		42.75%		596		343		343		209		1		1

				568		長野県塩尻市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		塩尻市振興公社 シオジリシ シンコウ コウシャ		再開発ビルの運営、工業振興、ＩＣＴ産業振興、テレワークの推進		142		109		5		0				70		0		0.41%		12.65%				87		0				▲18				33		24		10				13		18		▲5				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		569		長野県塩尻市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		塩尻・木曽地域地場産業振興センター		地場産品の普及・需要開拓		413		62		7		0				29		10		0.23%		12.65%		-		-		-				-				352		-		-				1		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				570		長野県佐久市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		佐久市土地開発公社		公共用地の先行取得及び住宅地造成販売		972		267		15		0				180		0		0.64%		11.89%				289		0				▲109				705		718		▲13		○		▲13		1		▲13				875		845		3.10%		3.00%		927		897		▲52		▲52		875		875		845		100.00%		96.56%		927		927		897		▲52		▲52		▲52

				571		長野県佐久市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		佐久ケーブルテレビ		ケーブルテレビ放送		597		527		178		0				130		0		0.46%		11.89%				130		0				0				71		44		27		◎		▲18		▲46		29				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				572		長野県千曲市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		千曲市土地開発公社 チクマ シ トチ カイハツ コウシャ		公共用地、公用地等の取得、管理、処分		571		237		3		0				127		0		0.77%		12.68%				203		0				▲76				334		330		5				5		10		▲5				127		127		0.77%		0.77%		438		365		▲311		▲238		407		381		316		93.66%		77.81%		466		438		365		▲59		▲57		▲49

				573		長野県東御市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		浅間山麓総合開発 アサマ サンロク ソウゴウ カイハツ		インター建設費負担金の管理・不動産管理		464		226		286		200				0		0		0.00%		13.51%				81		0				▲81				238		238		1		○		▲6		7		▲13				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				574		長野県安曇野市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		安曇野市土地開発公社		公有地取得及び造成事業		357		50		10		0				50		0		0.19%		12.00%				50		0				0				307		306		2				2		▲7		9				272		272		1.03%		1.03%		219		219		53		53		272		272		272		100.00%		100.00%		328		328		328		▲56		▲56		▲56

				575		長野県御代田町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		御代田町土地開発公社 ミヨタマチ トチ カイハツ コウシャ		公有地拡大の推進		204		136		4		136				0		0		0.00%		15.00%				0		0				0				68		68		▲1		○		▲1		1		▲1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		176		176		176		100.00%		100.00%		225		225		225		▲49		▲49		▲49

				576		長野県長和町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		長和町振興公社 ナガワマチ シンコウ コウシャ		スキー場、温泉施設等の運営		337		315		98		100				0		0		0.00%		15.00%		-		-		-				-				22		-		-		○		▲8		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				577		長野県下諏訪町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		下諏訪町土地開発公社 シモスワマチ トチ カイハツ コウシャ		土地の取得・造成		1,071		2,230		10		0		◎		2,230		0		45.43%		15.00%		○		2,362		0				▲133		◎		▲1,159		▲1,297		139				139		▲5		144		◎		841		841		17.14%		17.14%		1,024		1,024		▲183		▲183		1,028		1,028		1,028		100.00%		100.00%		1,024		1,024		1,024		4		4		4

				578		長野県富士見町		一般社団法人 イッパン シャダンホウジン		富士見町開発公社 フジミマチ カイハツ コウシャ		保健レクリエーション		900		1,630		2		1,300				55		0		1.08%		14.93%				55		0				0		●		▲730		▲693		▲37				84		116		▲33				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				579		長野県辰野町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		辰野町土地開発公社 タツノマチ トチ カイハツ コウシャ		公有地拡大の増進。		716		713		3		0				713		0		12.26%		14.54%		○		871		0				▲159				4		4		1				1		102		▲102		◎		684		684		11.78%		11.78%		852		836		▲168		▲152		690		684		684		99.06%		99.06%		852		852		836		▲162		▲168		▲152

				580		長野県箕輪町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		箕輪町土地開発公社 ミノワマチ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の取得整備等		46		24		3		0				23		37		0.93%		14.24%				23		60				▲23				23		23		1				1		1		▲1				42		42		0.65%		0.65%		42		42		0		0		42		42		42		100.00%		100.00%		42		42		42		0		0		0

				581		長野県飯島町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		飯島町土地開発公社 イイジマ マチ トチ カイハツ コウシャ		土地の取得、取得土地の造成、売買		414		475		5		0				441		0		13.44%		15.00%		○		823		0				▲382		◎		▲61		▲82		22				22		36		▲15				318		133		9.70%		4.06%		321		136		▲3		▲3		318		318		133		100.00%		41.85%		721		321		136		▲403		▲3		▲3

				582		長野県南箕輪村		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		南箕輪村土地開発公社 ミナミミノワムラ トチ カイハツ コウシャ		用地取得・宅地造成		67		156		4		0				117		0		2.93%		15.00%				120		0				▲4		●		▲89		▲23		▲67		●		▲4		▲2		▲3				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		51		50		43		99.32%		84.57%		60		60		44		▲9		▲10		▲1

				583		長野県宮田村		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		宮田村土地開発公社 ミヤダムラ トチ カイハツ コウシャ		用地取得・宅地造成		424		390		5		0				390		0		14.58%		15.00%		○		430		0				▲40				34		40		▲6		○		▲6		1		▲7		◎		388		388		14.52%		14.52%		451		451		▲63		▲63		403		388		388		96.47%		96.47%		451		451		451		▲48		▲63		▲63

				584		長野県上松町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		上松町土地開発公社 アゲマツマチ トチ カイハツ コウシャ		用地造成及び販売		143		95		5		0				95		0		3.71%		15.00%				143		0				▲48				49		49		▲1		●		▲1		▲1		▲1				0		0		0.00%		0.00%		17		17		▲17		▲17		10		10		10		100.00%		100.00%		17		17		17		▲7		▲7		▲7

				585		長野県木祖村		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		奥木曽グリーンリゾート オク キソ		索道事業・宿泊業務、キャンプ場		295		174		10		120				0		0		0.00%		15.00%				0		0				0				121		121		0				1		1		0				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				586		長野県朝日村		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		朝日村土地開発公社 アサヒムラ トチ カイハツ コウシャ		公有用地取得事業		130		74		5		74				0		0		0.00%		15.00%		-		-		-				-				57		-		-		○		▲3		-		-				0		0		0.00%		0.00%		-		-		-		-		14		0		0		0.00%		0.00%		-		-		-		-		-		-

				587		長野県坂城町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		坂城町土地開発公社 サカキマチ トチ カイハツ コウシャ		公有用地の先行取得及び土地造成用地取得		1,326		1,101		3		0		●		1,026		0		23.66%		15.00%		○		828		0				198				226		224		2				2		1		2		◎		816		690		18.84%		15.92%		857		732		▲41		▲42		1,227		953		823		77.61%		67.02%		1,005		991		866		222		▲38		▲43

				588		長野県小布施町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		小布施町土地開発公社 オブセマチ トチ カイハツ コウシャ		公有地拡大の推進		309		247		3		247				0		0		0.00%		15.00%				0		0				0				63		63		▲1		○		▲1		1		▲1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		291		228		142		78.48%		48.93%		291		142		142		▲1		86		0

				589		長野県木島平村		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		木島平観光 キジマダイラ カンコウ		スキー場・公園・宿泊施設		208		124		53		0				31		45		3.15%		15.00%				41		50				▲16				85		77		8				9		12		▲4				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				590		長野県野沢温泉村		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		野沢温泉 ノザワオンセン		文化施設・観光施設等の管理運営		571		455		20		0		◎		349		0		17.07%		15.00%		○		395		0				▲46				116		97		20				34		20		14				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				591		岐阜県		一般社団法人 イッパン シャダンホウジン		岐阜県農畜産公社 ギフケン ノウ チクサン コウシャ		農地の販売・貸借、乳用牛及び肉用牛の育成		1,140		749		235		554				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				392		372		20				22		▲10		31				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				592		岐阜県		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		岐阜県森林公社（林業公社） ギフケン シンリン コウシャ リンギョウ コウシャ		分収造林・育林地の管理		59,498		39,237		3		15,924				17,549		0		3.70%		3.75%		○		17,430		0				119				20,262		20,113		150		●		▲283		▲9		▲275				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		593		岐阜県		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		木曽三川水源造成公社（林業公社） キソ サンセン スイゲン ゾウセイ コウシャ リンギョウ コウシャ		森林整備事業（共同水源林造成事業）、公益森林管理事業の実施		45,007		28,674		4		8,372				6,355		0		1.34%		3.75%				6,594		0				▲240				16,333		16,226		108		◎		▲1		▲1		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				594		岐阜県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		岐阜県産業経済振興センター ギフケン サンギョウ ケイザイ シンコウ		県内中小企業のための調査研究、産業支援、企業支援、海外取引支援等		12,804		9,871		8		8,093				1,481		0		0.31%		3.75%				1,346		0				136				2,934		5,312		▲2,379		○		▲59		11		▲69				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				595		岐阜県		地方住宅供給公社 チホウ ジュウタク キョウキュウ コウシャ		岐阜県住宅供給公社 ギフケン ジュウタク キョウキュウ コウシャ		住宅・宅地分譲、賃貸住宅等管理運営、公営住宅管理		8,966		8,835		550		595				5,204		0		1.10%		3.75%				4,722		190				292				132		49		84				65		57		8				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		596		岐阜県		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		岐阜県土地開発公社 ギフケン トチ カイハツ コウシャ		公共用地、公用地等の取得、造成、管理、処分等		25,412		16,519		5		5,436				9,143		0		1.93%		3.75%				8,656		0				488				8,894		8,752		142				120		21		99				2,454		0		0.52%		0.00%		2,453		0		▲1		0		22,296		13,102		9,812		58.76%		44.01%		21,696		13,098		9,809		600		4		3

				597		岐阜県岐阜市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		岐阜市土地開発公社 ギフ シ トチ カイハツ コウシャ		公共用地等の先行取得		2,354		2,316		10		2,307				0		0		0.00%		11.25%				0		0				0				38		41		▲4		◎		▲4		▲5		2				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		2,307		2,039		1,324		88.40%		57.41%		2,306		1,324		1,324		1		715		0

				598		岐阜県岐阜市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		岐阜市学校給食会 ギフシ ガッコウ キュウショク カイ		学校給食用物資の調達・配給、物資代金の徴収・支払い		182		178		1		0				0		20		0.02%		11.25%				0		20				0				4		4		▲1		◎		▲1		▲1		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				599		岐阜県大垣市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		大垣市土地開発公社 オオガキシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地等の取得、管理、処分等		6,283		8,948		5		0		◎		8,946		0		25.88%		11.62%		○		9,966		0				▲1,021		◎		▲2,665		▲3,242		577				593		68		526		◎		5,591		5,500		16.17%		15.91%		6,134		6,011		▲543		▲511		6,248		5,593		5,501		89.51%		88.04%		6,688		6,134		6,011		▲440		▲541		▲510

				600		岐阜県高山市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		高山市土地開発公社 タカヤマ		公有地の先行取得		2,844		2,834		8		0				2,823		0		9.19%		11.77%				2,473		0				350				11		11		1				1		1		▲1				1,688		1,688		5.50%		5.50%		1,687		1,687		1		1		2,820		1,688		1,688		59.86%		59.86%		3,504		1,687		1,687		▲684		1		1

				601		岐阜県多治見市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		多治見市土地開発公社 タジミシ トチ カイハツ コウシャ		公拡法の規定に基づく土地及び道路、公園などの公共施設の用に供する土地などの取得、造成、管理、処分		770		585		5		0				585		0		2.59%		12.26%		-		-		-				-				186		-		-		○		▲26		-		-				0		0		0.00%		0.00%		-		-		-		-		665		0		0		0.00%		0.00%		-		-		-		-		-		-

				602		岐阜県関市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		関市土地開発公社 セキシ トチ カイハツ コウシャ		公有地（主に設立団体の依頼による事業用地等）の先行取得及び処分		1,674		1,652		5		1,638				14		0		0.06%		12.16%				14		0				0				23		23		1				1		2		▲1				1,374		1,326		5.76%		5.56%		5		5		1,369		1,321		1,374		1,374		1,325		100.00%		96.41%		1,398		1,374		1,238		▲24		0		87

				603		岐阜県中津川市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		中津川市土地開発公社		公共事業用地等の取得、造成、処分		584		452		5		0				444		0		1.77%		12.08%				528		0				▲85				132		138		▲6		○		▲6		9		▲15				510		492		2.03%		1.96%		623		605		▲113		▲113		510		510		492		100.00%		96.40%		623		623		605		▲113		▲113		▲113

				604		岐阜県美濃市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		美濃市土地開発公社 ミノ シ トチ カイハツ コウシャ		公有地の取得、管理及び処分		230		177		5		0				177		0		2.99%		14.49%				477		0				▲300				54		54		▲1		●		▲1		▲1		▲1				224		224		3.80%		3.80%		524		524		▲300		▲300		224		224		224		100.00%		100.00%		524		524		524		▲300		▲300		▲300

				605		岐阜県羽島市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		羽島市土地開発公社 ハ シマ シ トチ カイハツ コウシャ		公有地となるべき土地の取得及び造成その他の監理		176		288		1		0				288		0		2.19%		12.93%				357		0				▲69		◎		▲113		▲182		70				70		▲126		195				174		174		1.32%		1.32%		174		174		▲1		▲1		174		174		174		100.00%		100.00%		174		174		174		▲1		▲1		▲1

				606		岐阜県恵那市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		恵那市土地開発公社 エナシ トチ カイハツ コウシャ		公有地等の取得、造成、管理及び処分		73		34		5		34				34		0		0.19%		12.59%		-		-		-				-				39		-		-		○		▲1		-		-				0		0		0.00%		0.00%		-		-		-		-		41		2		2		4.47%		4.47%		-		-		-		-		-		-

				607		岐阜県各務原市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		各務原市土地開発公社 カカミガハラシ トチ カイハツ コウシャ		公用地の取得、管理及び処分		1,677		1,460		5		757				660		757		5.14%		11.93%				800		0				617				217		465		▲248		○		▲248		12		▲259				551		208		2.00%		0.75%		1,168		602		▲617		▲394		1,670		917		553		54.90%		33.12%		2,037		1,168		602		▲367		▲251		▲49

		●		608		岐阜県各務原市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		岐阜県土地開発公社 ギフケン トチ カイハツ コウシャ		公共用地、公用地等の取得、造成、管理、処分等		25,412		16,519		0		0				238		0		0.86%		11.93%		-		-		-				-				8,894		-		-				120		-		-				2,454		0		8.89%		0.00%		-		-		-		-		22,296		13,102		9,811		58.76%		44.00%		-		-		-		-		-		-

				609		岐阜県本巣市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		本巣市土地開発公社 モトスシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地、工業用地等の取得、管理、処分等		1,138		680		5		0				680		0		6.31%		13.21%				710		0				▲30				458		428		31				31		58		▲28		●		1,111		733		10.31%		6.79%		1,110		0		1		733		1,112		1,112		733		100.00%		65.89%		1,110		1,110		0		2		2		733

		●		610		岐阜県本巣市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		樽見鉄道 タルミ テツドウ		鉄道事業（大垣駅～樽見駅間34.5㌔）		378		416		5		171				0		0		0.00%		13.21%				0		0				0		●		▲39		▲16		▲23		◎		▲64		▲76		13				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				611		岐阜県郡上市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		郡上大和総合開発 グジョウヤマト ソウゴウ カイハツ		イベント・コンベンションの開催、新規観光産業の開発、特産品開発及び販売促進、市有観光施設の管理運営		287		47		294		4				0		0		0.00%		12.52%				0		0				0				241		242		▲2				1		▲7		7				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		612		岐阜県海津市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		岐阜県土地開発公社 ギフケントチカイハツコウシャ		公共用地、公用地等の取得、造成、管理、処分等		25,412		16,519		0		400				0		0		0.00%		13.25%		-		-		-				-				8,894		-		-				120		-		-		○		2,454		0		23.37%		0.00%		-		-		-		-		22,296		13,102		9,811		58.76%		44.00%		-		-		-		-		-		-

				613		岐阜県笠松町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		笠松町土地開発公社 カサマツチョウ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の先行取得		115		100		5		100				0		0		0.00%		15.00%				0		0				0				15		15		1				1		1		0				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		108		108		100		100.00%		92.67%		108		108		100		▲1		▲1		▲1

				614		岐阜県神戸町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		神戸町土地開発公社 ゴウドチョウ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の取得造成処分		158		60		5		0				60		0		1.35%		15.00%				100		0				▲40				98		97		1				1		4		▲4				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		95		1		1		1.09%		1.09%		133		1		1		▲38		0		0

				615		岐阜県安八町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		安八町土地開発公社 アンパチ マチ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の先行取得・処分		997		1,492		5		0		◎		1,492		0		36.88%		15.00%		○		1,527		0				▲35		●		▲496		▲424		▲73		○		▲73		40		▲112		◎		893		771		22.07%		19.06%		950		839		▲57		▲68		944		893		771		94.57%		81.68%		1,089		950		839		▲145		▲57		▲68

				616		岐阜県揖斐川町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		揖斐川町土地開発公社 イビガワチョウ トチ カイハツ コウシャ		公有地拡大推進法に基づく土地の先行取得		469		420		5		0				420		0		3.96%		13.24%				328		0				92				50		50		▲1		◎		▲1		▲1		1				327		327		3.09%		3.09%		364		364		▲37		▲37		456		364		364		79.80%		79.80%		364		364		364		92		0		0

				617		岐阜県揖斐川町		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		いびがわ		観光施設等の管理運営		606		73		410		55				0		0		0.00%		13.24%				0		0				0				534		554		▲21		○		▲21		24		▲44				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		618		岐阜県揖斐川町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		樽見鉄道 タルミ テツドウ		鉄道事業（大垣駅～樽見駅間34.5㌔）		378		416		1		25				0		0		0.00%		13.24%				0		0				0		●		▲39		▲16		▲23		◎		▲64		▲76		13				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				619		岐阜県池田町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		池田町土地開発公社		公有地の先行取得		440		346		5		0				346		0		6.37%		14.74%				396		0				▲50				95		96		▲1		●		▲1		▲1		▲1				416		416		7.67%		7.67%		465		465		▲49		▲49		416		416		416		100.00%		100.00%		465		465		465		▲49		▲49		▲49

				620		静岡県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		静岡県産業振興財団		中小企業の経営革新及び創業の促進、経営基盤強化、科学技術の研究開発の推進		18,760		10,516		6,958		9,720				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				8,244		8,630		▲386		●		▲98		▲27		▲71				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				621		静岡県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		清水港振興		興津国際流通センターの管理運営等		1,965		1,012		50		273				0		0		0.00%		3.75%		-		-		-				-				953		-		-				66		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				622		静岡県		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		静岡県農業振興公社		農地中間管理事業、青年農業者等育成事業等		125		66		50		2				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				59		61		▲2		◎		▲2		▲3		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				623		静岡県		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		静岡県土地開発公社		公有地取得事業、公有地売却事業		5,373		2,844		20		0				707		0		0.09%		3.75%				1,012		0				▲306				2,530		2,493		38		○		▲31		13		▲43				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		2,805		0		0		0.00%		0.00%		4,700		0		0		▲1,895		0		0

				624		静岡県		地方道路公社 チホウ ドウロ コウシャ		静岡県道路公社		有料道路の維持管理		36,026		21,842		7,524		0				1,438		0		0.19%		3.75%				1,939		0				▲502				14,184		14,203		▲19		○		▲19		37		▲56				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				625		静岡県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		浜名湖総合環境財団		浜名湖における船舶の航行安全の確保・係船区域の管理運営等		1,120		459		50		0				214		0		0.03%		3.75%				258		0				▲45				662		692		▲31		●		▲31		▲8		▲23				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				626		静岡県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		御殿場まちづくり		店舗併用型コミュニティ施設		662		179		0		110				0		0		0.00%		3.75%		-		-		-				-				484		-		-				3		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				627		静岡県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		みしま街づくり		ギャラリー・ホールの管理運営		221		54		0		18				0		0		0.00%		3.75%		-		-		-				-				168		-		-		○		▲2		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				628		静岡県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		まちづくり島田		タウンマネジメント機関、文化集会施設の管理運営、駐車場管理運営		341		151		0		63				0		0		0.00%		3.75%		-		-		-				-				190		-		-				4		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		629		静岡県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		なゆた浜北 ハマキタ		再開発ビルの管理運営及び商業床の賃貸事業		487		157		0		18				0		0		0.00%		3.75%		-		-		-				-				330		-		-				24		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				630		静岡県静岡市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		静岡市土地開発公社 シズオカシトチカイハツコウシャ		公用、公共用地等の先行取得、管理、処分		4,391		4,205		20		0				3,908		0		2.37%		11.25%				4,239		0				▲331				187		187		0				0		0		0				2,491		2,491		1.51%		1.51%		2,910		2,910		▲419		▲419		4,305		2,568		2,568		59.65%		59.65%		4,570		2,910		2,910		▲265		▲342		▲342

				631		静岡県静岡市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		静岡駅南口都市開発 シズオカエキ ミナミ グチ トシ カイハツ		再開発ビルの賃貸		1,313		1,096		10		420				0		0		0.00%		11.25%		-		-		-				-				218		-		-				59		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		632		静岡県浜松市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		なゆた浜北		再開発ビルの管理運営及び商業床の賃貸事業		487		157		195		72				0		0		0.00%		11.25%				0		0				0				330		315		15				24		13		11				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				633		静岡県熱海市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		熱海市土地開発公社 アタミシ トチ カイハツ コウシャ		土地の取得、造成、処分		408		315		5		0				315		0		3.15%		13.33%				364		0				▲49				93		95		▲2		◎		▲2		▲5		3				315		315		3.15%		3.15%		10		431		305		▲116		393		393		393		100.00%		100.00%		441		441		431		▲48		▲48		▲38

				634		静岡県三島市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		三島市土地開発公社 ミシマシ トチ カイハツ コウシャ		土地の先行取得・管理・処分		4,869		2,250		7		236				2,000		0		9.56%		12.41%				2,000		0				0				2,619		2,496		123				123		123		▲1		●		3,057		3,057		14.61%		14.61%		3,055		3,055		2		2		4,390		3,866		3,866		88.07%		88.07%		4,105		3,865		3,865		285		1		1

				635		静岡県富士宮市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		富士宮市土地開発公社 フジノミヤシ トチ カイハツ コウシャ		土地の取得・管理		532		367		5		0				367		0		1.40%		12.00%				445		0				▲78				165		165		1				1		2		▲2				398		398		1.52%		1.52%		590		590		▲192		▲192		525		398		398		75.76%		75.76%		602		590		590		▲77		▲192		▲192

				636		静岡県島田市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		島田市土地開発公社 シマダ シ トチ カイハツ コウシャ		公共事業用地等の取得、造成、処分		654		351		3		218				134		0		0.61%		12.32%				140		0				▲6				303		308		▲6		●		▲6		▲6		▲1				384		384		1.75%		1.75%		111		111		273		273		617		495		495		80.17%		80.17%		647		505		505		▲30		▲10		▲10

				637		静岡県磐田市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		磐田原総合開発 イワタ ハラ ソウゴウ カイハツ		インターチェンジの建設、パーキングエリアの建設、飲料等自動販売機設置、広告宣伝看板設置等		605		2,404		818		2,037				364		0		0.91%		11.46%				330		0				34		●		▲1,800		▲1,705		▲95		●		▲90		▲83		▲7				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				638		静岡県御殿場市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		御殿場市小山町土地開発公社 ゴテンバシ オヤマチョウ トチ カイハツ コウシャ		公有地になるべき土地の取得、管理、処分等を行う。		1,078		1,062		2		0				913		0		5.11%		12.60%				213		0				700				16		16		1				1		1		1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		1,062		0		0		0.00%		0.00%		257		0		0		805		0		0

				639		静岡県袋井市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		袋井地域土地開発公社 フクロイ チイキ トチ カイハツ コウシャ		土地の取得、造成、処分		1,355		1,041		2		0				1,041		0		5.42%		12.53%				670		0				371				314		319		▲6		○		▲6		30		▲35				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		1,079		0		0		0.00%		0.00%		671		0		0		408		0		0

				640		静岡県裾野市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		裾野市土地開発公社 スソノシ トチ カイハツ コウシャ		公拡法に基づき土地の取得・管理・処分を行う		460		436		2		16				436		0		3.34%		12.95%				420		0				16				25		26		▲1		●		▲1		▲1		▲1				7		7		0.06%		0.06%		221		221		▲214		▲214		436		7		7		1.71%		1.71%		650		221		221		▲214		▲214		▲214

				641		静岡県湖西市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		湖西市土地開発公社 コサイシ トチ カイハツ コウシャ		市の事業用地の先行取得、代替地の売却		425		387		5		92				519		0		3.46%		12.78%				276		0				243				39		38		1				1		1		▲1				241		241		1.61%		1.61%		288		288		▲47		▲47		352		298		298		84.64%		84.64%		346		345		345		6		▲47		▲47

		●		642		愛知県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		上飯田連絡線		鉄道事業法に基づく第三種鉄道事業		31,390		17,675		4,823		5,097				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				13,715		13,412		304				461		417		45				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				643		愛知県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		中部国際空港連絡鉄道		鉄道事業法に基づく第三種鉄道事業		19,285		13,213		2,874		6,675				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				6,072		5,928		144				136		99		38				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				644		愛知県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		愛知高速交通		軌道法による運輸事業		1,603		1,167		56		0				886		0		0.06%		3.75%				5,520		0				▲4,634				437		1,946		▲1,510				56		▲1,301		1,357				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		645		愛知県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		中部国際空港 チュウブ コクサイ クウコウ		中部国際空港の設置及び管理		456,207		365,716		4,913		19,414				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				90,492		86,088		4,404				6,586		4,151		2,435				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				646		愛知県		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		愛知県私学振興事業財団		私立学校の教育条件の向上を図り、私立学校における修学を容易にする事業		6,049		6,027		5		240				5,524		0		0.39%		3.75%				9,430		0				▲3,907				23		17		6				4		▲2		6				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				647		愛知県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		愛知臨海環境整備センター		廃棄物の海面埋立処分事業等を実施する。		44,161		32,756		60		5,556				26,145		0		1.86%		3.75%				29,070		0				▲2,925				11,405		6,075		5,330				1,258		196		1,062				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				648		愛知県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		魚アラ処理公社 ウオ ショリ コウシャ		魚アラの適正処理並びに肥料及び飼料等としての再生利用		1,808		845		360		820				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				964		958		6				15		5		11				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				649		愛知県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		あいち産業振興機構 サンギョウ シンコウ キコウ		中小企業等の設備導入の促進、下請取引の円滑化、産業貿易情報の提供等		18,424		17,856		13		11,164				0		0		0.00%		3.75%		-		-		-				-				568		-		-				9		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		650		愛知県		地方道路公社 チホウ ドウロ コウシャ		名古屋高速道路公社 ナゴヤ コウソク ドウロ コウシャ		名古屋高速道路の建設・管理		1,682,046		1,364,638		158,704		72,173		◎		312,673		0		22.21%		3.75%		○		321,350		0				▲8,677				317,408		316,662		746				0		0		0				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				651		愛知県		地方道路公社 チホウ ドウロ コウシャ		愛知県道路公社		愛知県内における有料道路の建設・管理		330,798		257,218		73,531		0				47,493		0		3.37%		3.75%		○		55,326		0				▲7,834				73,581		73,581		0				0		0		0				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				652		愛知県		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		愛知県土地開発公社 アイチケントチカイハツコウシャ		公共用地、公用地等の取得、管理		53,365		52,792		100		0				52,068		0		3.70%		3.75%		○		63,067		0				▲11,000				573		576		▲3		○		▲3		1		▲4				40,458		36,854		2.87%		2.62%		50,712		46,653		▲10,254		▲9,799		51,057		40,458		36,854		79.24%		72.18%		61,316		50,712		46,653		▲10,259		▲10,254		▲9,799

				653		愛知県		地方住宅供給公社 チホウ ジュウタク キョウキュウ コウシャ		愛知県住宅供給公社 アイチケン ジュウタク キョウキュウ コウシャ		住宅供給等不動産取引業		42,102		38,076		33		0				30,846		6,400		2.65%		3.75%				30,805		0				6,441				4,027		3,955		72				355		246		110				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		654		愛知県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		伊勢湾フェリー イセワン		海上運送法に基づく、自動車航送船による諸車両及び貨客の運送等		1,619		753		1		98				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				866		697		169				171		83		88				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		655		愛知県		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		木曽三川水源造成公社（林業公社） キソ サンセン スイゲン ゾウセイ コウシャ		森林整備事業（共同水源林造成事業）、公益森林管理事業の実施		45,007		28,674		296		6,279				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				16,333		16,226		108		◎		▲1		▲1		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		656		愛知県名古屋市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		上飯田連絡線		鉄道事業法に基づく第三種鉄道事業		31,390		17,675		3,286		3,599				0		0		0.00%		11.25%				0		0				0				13,715		13,412		304				461		417		45				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				657		愛知県名古屋市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		名古屋産業振興公社		産業技術の研究開発の促進及び普及啓発、産業に関する人材の育成、経営の支援、経済交流の促進等		2,652		1,751		120		1,004				271		0		0.05%		11.25%				342		0				▲72				901		812		90				106		3		104				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		658		愛知県名古屋市		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		木曽三川水源造成公社（林業公社） リンギョウ コウシャ		森林整備事業（共同水源林造成事業）、公益森林管理事業の実施		45,007		28,674		50		1,047				0		0		0.00%		11.25%				0		0				0				16,333		16,226		108		◎		▲1		▲1		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		659		愛知県名古屋市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		中部国際空港		中部国際空港の設置及び管理		456,207		365,716		2,368		9,359				0		0		0.00%		11.25%				0		0				0				90,492		86,087		4,405				6,586		4,150		2,436				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				660		愛知県名古屋市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		名古屋まちづくり公社		公共用地の取得及び処分、駐車場の管理運営等		19,532		10,283		1,010		2,265				2,935		0		0.52%		11.25%				3,503		0				▲569				9,250		8,478		772				801		487		314				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				661		愛知県名古屋市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		名古屋食肉市場		家畜の荷受及び販売		2,184		3,644		236		0				2,747		800		0.63%		11.25%				3,012		0				536		◎		▲1,461		▲1,673		213				241		246		▲5				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				662		愛知県名古屋市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		名古屋ガイドウェイバス		ガイドウェイバス志段味線の運営管理		1,227		1,980		1,900		1,788				0		0		0.00%		11.25%				0		0				0		◎		▲753		▲761		9				10		6		4				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				663		愛知県名古屋市		地方住宅供給公社 チホウ ジュウタク キョウキュウ コウシャ		名古屋市住宅供給公社		分譲・賃貸住宅の建設、供給及び市営住宅等の受託管理		26,309		23,459		50		16,209				949		11,110		2.15%		11.25%				1,119		11,110				▲171				2,850		2,771		80				51		46		6				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				664		愛知県名古屋市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		名古屋市土地開発公社		公共用地、公用地等の取得、管理、処分等		39,971		38,385		20		6,906				29,450		0		5.25%		11.25%				32,694		0				▲3,244				1,586		1,374		213				213		▲40		253				29,788		28,685		5.31%		5.11%		32,851		31,356		▲3,063		▲2,671		38,924		38,681		37,578		99.38%		96.54%		42,733		41,811		40,316		▲3,809		▲3,130		▲2,738

		●		665		愛知県名古屋市		地方道路公社 チホウ ドウロ コウシャ		名古屋高速道路公社		名古屋高速道路の建設・管理		1,682,046		1,364,638		158,704		72,173		◎		312,673		0		55.70%		11.25%		○		321,350		0				▲8,677				317,408		316,662		746				0		0		0				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				666		愛知県岡崎市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		岡崎市土地開発公社 オカザキシ トチ カイハツ コウシャ		公有地の取得・処分		2,563		2,456		9		500				1,913		0		2.70%		11.25%				2,052		0				▲140				107		107		▲1		◎		▲1		▲1		1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		1,940		0		0		0.00%		0.00%		2,504		0		0		▲564		0		0

				667		愛知県一宮市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		一宮地方総合卸売市場 イチノミヤ チホウ ソウゴウ オロシウリ シジョウ		市場施設管理業務		1,309		660		429		536				0		0		0.00%		11.25%				0		0				0				649		661		▲12		○		▲2		2		▲3				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				668		愛知県一宮市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		一宮市土地開発公社		公有用地等の取得、管理、処分等		1,410		1,340		10		763				552		0		0.78%		11.25%				915		0				▲363				71		73		▲3		●		▲3		▲1		▲2				551		418		0.78%		0.59%		645		512		▲94		▲94		1,314		1,314		1,149		100.00%		87.45%		1,677		1,404		1,240		▲363		▲90		▲91

				669		愛知県瀬戸市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		瀬戸市土地開発公社 セトシトチカイハツコウシャ		土地の取得、造成、処分		389		333		10		0				333		0		1.42%		12.19%				370		0				▲38				57		57		▲1		●		▲1		▲1		▲1				303		0		1.29%		0.00%		206		0		97		0		361		303		0		83.72%		0.00%		395		206		0		▲34		97		0

				670		愛知県半田市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		知多南部卸売市場 チタ ナンブ オロシウリ シジョウ		地方卸売市場開設		884		383		280		0				205		0		0.83%		12.11%				205		0				0				502		503		▲1		◎		▲1		▲1		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		671		愛知県半田市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		半田市土地開発公社 ハンダシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の先行取得及び処分		4,844		4,755		10		0				2,482		0		10.07%		12.11%				2,409		0				73				90		85		6				6		1		5				2,406		2,326		9.77%		9.44%		2,403		2,324		3		2		4,752		2,920		2,841		61.45%		59.79%		4,421		2,965		2,886		331		▲45		▲45

				672		愛知県春日井市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		春日井市土地開発公社 カスガイシ トチ カイハツ コウシャ		公有地の取得及び売却		16,444		16,383		10		0		◎		12,039		0		21.48%		11.25%		○		13,622		0				▲1,583				62		62		0				0		0		0		◎		16,382		13,447		29.22%		23.99%		18,025		15,020		▲1,643		▲1,573		16,382		16,382		13,447		100.00%		82.08%		18,025		18,025		15,020		▲1,643		▲1,643		▲1,573

				673		愛知県春日井市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		勝川開発 カチガワ カイハツ		再開発ビルの賃貸・管理		1,521		1,166		206		1,121				0		0		0.00%		11.25%				0		0				0				356		321		36				54		43		11				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				674		愛知県豊川市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		豊川市開発ビル トヨカワ シ カイハツ		再開発ビルの賃貸		3,457		2,883		40		90				0		0		0.00%		11.51%				0		0				0				575		542		33				33		21		13				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				675		愛知県豊川市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		豊川市土地開発公社 トヨカワシ トチ カイハツ コウシャ		土地の取得、造成、処分		1,428		974		9		0				974		0		2.55%		11.51%				1,470		0				▲496				454		454		1				1		1		▲1				159		150		0.42%		0.39%		295		268		▲136		▲118		1,095		278		269		25.41%		24.57%		1,500		295		268		▲405		▲17		1

				676		愛知県碧南市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		碧南市土地開発公社 ヘキナンシ トチ カイハツ コウシャ		公有地の先行取得		2,455		2,381		10		0		●		2,380		0		12.84%		12.57%		○		2,177		0				203				74		48		26				26		2		25				1,313		1,278		7.08%		6.89%		136		1,404		1,177		▲126		1,985		1,314		1,279		66.21%		64.45%		2,205		1,540		1,404		▲220		▲226		▲125

				677		愛知県豊田市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		豊田加茂環境整備公社		廃棄物処理施設の管理運営		9,062		5,427		52		465				0		0		0.00%		11.25%				0		0				0				3,636		3,643		▲8		◎		▲67		▲87		21				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				678		愛知県豊田市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		豊田市土地開発公社		公共用地の取得、造成及び処分		6,662		5,048		10		2,241				2,290		0		1.94%		11.25%				3,822		0				▲1,533				1,615		1,607		8				8		8		1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		5,588		242		242		4.32%		4.32%		6,177		242		242		▲589		▲1		▲1

				679		愛知県豊田市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		豊田まちづくり		再開発ビルの管理・賃貸及び中心市街地活性化に関する事業の実施		6,036		4,921		312		3,462				0		0		0.00%		11.25%				0		240				▲240				1,115		1,028		88				115		95		21				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				680		愛知県豊田市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		豊田市駅前通り南開発		再開発ビルの管理・賃貸		2,232		1,105		150		777				0		0		0.00%		11.25%				0		40				▲40				1,128		1,019		110				162		150		13				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				681		愛知県安城市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		安城市土地開発公社 アンジョウ シ トチ カイハツ コウシャ		公有地取得・造成・処分業務		1,025		801		10		0				468		0		1.12%		11.42%				476		0				▲8				225		224		1				1		1		▲1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		468		0		0		0.00%		0.00%		515		0		0		▲47		0		0

				682		愛知県西尾市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		西尾市土地開発公社 ニシオシ トチカイハツコウシャ		公共用地、公用地等の取得、管理、処分等		1,107		400		8		0				400		0		1.07%		11.54%				463		0				▲63				707		714		▲7		○		▲7		27		▲34				627		381		1.68%		1.02%		813		567		▲186		▲186		893		628		382		70.32%		42.78%		960		813		567		▲67		▲185		▲185

				683		愛知県犬山市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		犬山市土地開発公社		公共用地等の取得		78		23		10		1				22		0		0.15%		12.83%				299		0				▲277				55		56		▲1		○		▲1		1		▲1				34		34		0.24%		0.24%		278		262		▲244		▲228		57		34		34		60.42%		60.42%		300		278		262		▲243		▲244		▲228

				684		愛知県常滑市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		常滑市土地開発公社 トコナメシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地、公用地等の取得管理及び処分		3,332		1,526		10		0				1,526		0		12.19%		13.00%		○		2,479		0				▲953				1,806		1,868		▲62		○		▲62		8		▲70		◎		1,526		1,526		12.19%		12.19%		2,479		2,309		▲953		▲783		3,194		3,194		3,194		100.00%		100.00%		4,242		4,242		4,072		▲1,048		▲1,048		▲878

				685		愛知県江南市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		江南市土地開発公社		公用地等の取得、管理、処分		824		812		10		812				0		0		0.00%		12.60%				0		0				0				12		12		1				1		1		▲1				812		812		4.55%		4.55%		0		0		812		812		813		813		813		100.00%		100.00%		813		813		813		▲1		▲1		▲1

				686		愛知県小牧市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		小牧都市開発 コマキ トシ カイハツ		再開発ビルの管理・運営		1,096		846		72		553				0		0		0.00%		11.65%				0		0				0				250		199		52				69		58		11				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				687		愛知県小牧市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		小牧市土地開発公社 コマキシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地、公用地等の取得、処分等		2,806		2,219		10		2,218				0		0		0.00%		11.65%				0		0				0				587		599		▲13		○		▲13		5		▲17				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		2,749		2,749		2,749		100.00%		100.00%		2,995		2,866		2,866		▲246		▲117		▲117

				688		愛知県新城市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		新城市土地開発公社 シンシロシ トチ カイハツ コウシャ		公有用地の先行取得、保有土地の賃貸（駐車場等）		2,068		1,456		7		0				1,456		0		9.69%		12.78%				1,437		0				19				613		608		5				5		6		▲1		●		1,649		1,649		10.98%		10.98%		1,626		1,626		23		23		2,035		2,035		2,035		100.00%		100.00%		2,012		2,012		2,001		23		23		34

				689		愛知県東海市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		東海市土地開発公社 トウカイシ トチ		公有地の取得・管理		2,164		2,050		15		0				2,050		0		7.27%		11.89%				2,100		0				▲50				114		107		8				8		2		6				1,034		995		3.67%		3.53%		1,286		1,286		▲252		▲291		2,050		1,034		995		50.44%		48.54%		2,099		1,286		1,286		▲49		▲252		▲291

				690		愛知県知立市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		知立市土地開発公社 チリュウシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の取得、管理、処分		389		335		8		335				0		0		0.00%		12.98%				0		0				0				54		54		▲1		○		▲1		0		▲1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		335		0		0		0.00%		0.00%		142		0		0		193		0		0

				691		愛知県尾張旭市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		尾張旭市土地開発公社 オ トチ カイハツ コウシャ		必要な土地の先行取得		497		296		10		0				296		0		2.02%		12.80%				650		0				▲354				201		201		▲1		●		▲1		▲1		▲1				485		485		3.31%		3.31%		838		838		▲353		▲353		485		485		485		100.00%		100.00%		838		838		838		▲353		▲353		▲353

				692		愛知県高浜市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		高浜市土地開発公社 タカハマシ トチ カイハツ コウシャ		公有地の拡大の推進		442		343		10		0				310		0		3.42%		13.51%				295		0				16				100		99		1				1		1		▲1				272		272		3.00%		3.00%		0		0		272		272		391		272		272		69.47%		69.47%		357		271		271		34		1		1

				693		愛知県豊明市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		豊明市土地開発公社 トヨアケシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の先行取得		45		20		10		0				20		0		0.15%		12.94%				20		0				1				26		26		▲1		●		▲1		▲1		▲1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		19		0		0		0.00%		0.00%		19		0		0		0		0		0

		●		694		愛知県日進市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		尾張土地開発公社 オワリ トチ カイハツ コウシャ		公共用地・公用地等の取得・管理・処分等		495		477		3		0				6		0		0.04%		12.70%				62		0				▲56				19		19		1				1		▲1		1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		476		0		0		0.00%		0.00%		287		0		0		189		0		0

				695		愛知県田原市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		あつまるタウン田原 タハラ		施設の管理及び市街地活性化に関する諸事業の実施		487		196		50		0				55		0		0.26%		12.39%				61		0				▲7				292		282		11				14		2		13				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				696		愛知県田原市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		田原市土地開発公社 タハラシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地、公用地等の取得、管理、処分等		1,257		1,102		10		1,066				0		0		0.00%		12.39%				169		0				▲169				156		148		9				9		▲4		12				0		0		0.00%		0.00%		171		0		▲171		0		1,210		527		527		43.57%		43.57%		1,298		698		527		▲88		▲171		0

				697		愛知県田原市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		グリーンエナジーたはら		エネルギー施設の運営管理等		325		37		92		17				0		0		0.00%		12.39%				0		0				0				289		254		36				51		56		▲6				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		698		愛知県清須市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		尾張土地開発公社 オワリ トチ カイハツ コウシャ		公共用地・公用地等の取得・管理・処分等		495		477		3		0				95		0		0.60%		12.73%		-		-		-				-				19		-		-				1		-		-				0		0		0.00%		0.00%		-		-		-		-		476		0		0		0.00%		0.00%		-		-		-		-		-		-

		●		699		愛知県北名古屋市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		尾張土地開発公社 オワリ トチ カイハツ コウシャ		公共用地・公用地等の取得・管理・処分等		495		477		3		0				233		0		1.40%		12.67%				210		0				23				19		19		1				1		▲1		1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		476		0		0		0.00%		0.00%		287		0		0		189		0		0

				700		愛知県みよし市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		みよし市土地開発公社 シ トチ カイハツ コウシャ		公拡法第17条各号		1,514		497		6		497				0		0		0.00%		12.75%				0		0				0				1,018		1,016		3				3		1		2				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		836		0		0		0.00%		0.00%		376		22		22		460		▲22		▲22

		●		701		愛知県東郷町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		尾張土地開発公社 オワリ トチ カイハツ コウシャ		公共用地・公用地等の取得・管理・処分等		495		477		3		0				143		0		1.80%		13.76%				16		0				128				19		19		1				1		▲1		1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		476		0		0		0.00%		0.00%		287		0		0		189		0		0

		●		702		愛知県東浦町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		半田市土地開発公社 ハンダシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の先行取得及び処分		4,844		4,755		1		0				17		0		0.17%		13.42%		-		-		-				-				90		-		-				6		-		-				0		0		0.00%		0.00%		-		-		-		-		4,752		2,920		2,841		61.45%		59.79%		-		-		-		-		-		-

		●		703		愛知県武豊町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		半田市土地開発公社 ハンダシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の先行取得及び処分		4,844		4,755		1		0		●		2,224		0		27.40%		13.72%		○		2,013		0				211				90		85		6				6		1		5				514		514		6.34%		6.34%		562		562		▲48		▲48		4,752		2,920		2,841		61.45%		59.79%		4,421		2,965		2,886		331		▲45		▲45

				704		三重県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		三重県農林水産支援センター ミエケン ノウリン スイサン シエン		農林水産業の担い手育成・確保		2,745		694		1,786		56				56		0		0.01%		3.75%				29		0				27				2,051		2,096		▲46		○		▲3		38		▲40				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				705		三重県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		三重県産業支援センター ミエケン サンギョウ シエン		新産業の創出・地域産業の振興		10,711		9,023		648		7,550				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				1,689		2,043		▲355				3		▲79		81				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				706		三重県		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		三重県土地開発公社		公共事業用地の先行取得事業		13,726		6,606		6		0				2,975		3,900		1.59%		3.75%				3,592		0				3,284				7,121		6,089		1,032				36		89		▲53				2,936		2,936		0.68%		0.68%		3,523		3,523		▲587		▲587		6,222		2,936		2,936		47.19%		47.19%		6,889		3,823		3,777		▲667		▲887		▲841

				707		三重県		地方道路公社 チホウ ドウロ コウシャ		三重県道路公社		有料道路の維持・管理等		6,652		3,902		1,750		0				262		0		0.06%		3.75%				358		0				▲96				2,750		2,750		0				1		0		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		708		三重県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		中部国際空港 チュウブ コクサイ クウコウ		中部国際空港の設置及び管理		456,207		365,716		544		2,149				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				90,492		86,088		4,404				6,586		4,151		2,435				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		709		三重県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		伊勢湾フェリー イセワン		海上運送法に基づく、自動車航送船による諸車両及び貨客の運送等		1,619		753		1		112				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				866		697		169				171		83		88				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		710		三重県		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		木曽三川水源造成公社（林業公社） キソ サンセン スイゲン ゾウセイ コウシャ リンギョウ コウシャ		森林整備事業（共同水源林造成事業）、公益森林管理事業の実施		45,007		28,674		50		1,029				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				16,333		16,226		108		◎		▲1		▲1		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		711		三重県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		関西国際空港土地保有 カンサイ コクサイ クウコウ トチ ホユウ		関西国際空港の空港用地の保有及び管理、関西国際空港の空港用地の新関西国際空港株式会社への貸付け		1,470,797		825,710		844		66				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				645,087		629,276		15,812				15,438		15,308		131				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				712		三重県津市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		津市土地開発公社 ツシ トチ カイハツ コウシャ		公有地及び住宅用地の取得、造成		6,792		5,716		10		0				5,600		0		8.33%		11.25%				5,900		0				▲300				1,076		1,054		23				23		54		▲32				5,425		5,287		8.07%		7.87%		5,725		5,568		▲300		▲281		6,609		6,435		6,297		97.36%		95.27%		6,821		6,646		6,489		▲212		▲211		▲192

				713		三重県四日市市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		ディア四日市 ヨッカイチ		駐車場の管理運営		1,086		1,005		32		50				0		0		0.00%		11.25%				0		0				0				82		26		56				56		46		11				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				714		三重県四日市市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		四日市市土地開発公社 ヨッカイチシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の取得・管理及び保有土地の活用・処分		3,022		15,167		5		2,349				3,348		0		4.81%		11.25%				4,726		0				▲1,379		●		▲12,145		▲12,079		▲67		◎		▲67		▲91		24				2,426		2,416		3.49%		3.47%		2,434		2,425		▲8		▲9		2,427		2,427		2,416		100.00%		99.53%		2,434		2,434		2,425		▲7		▲7		▲9

				715		三重県伊勢市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		伊勢志摩総合地方卸売市場 イセシマ ソウゴウ チホウ オロシウ イチバ		卸売市場の管理運営		1,223		416		331		196				0		0		0.00%		11.79%				0		0				0				807		796		12				17		15		2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				716		三重県松阪市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		松阪市土地開発公社 マツサカシ トチ カイハツ コウシャ		地域の秩序ある整備を図るために必要な公有地となるべき土地等の取得及び造成その他の運営・管理		1,296		1,147		5		1,147				0		0		0.00%		11.46%				0		0				0				149		145		5				5		2		3				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		1,280		1,280		1,280		100.00%		100.00%		1,397		1,397		1,397		▲117		▲117		▲117

				717		三重県桑名市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		桑名市土地開発公社 クワナシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の取得・管理・処分等		3,971		3,628		5		0		◎		3,615		0		12.04%		11.80%		○		6,214		0				▲2,600				344		488		▲145				54		12		42		◎		3,028		3,028		10.08%		10.08%		5,629		5,564		▲2,601		▲2,536		3,234		3,234		3,234		100.00%		100.00%		6,018		5,992		5,927		▲2,784		▲2,758		▲2,693

				718		三重県鈴鹿市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		鈴鹿市土地開発公社 スズカシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地，公用地等の先行取得，管理，処分		5,509		3,717		10		0				3,571		0		9.57%		11.53%				4,085		0				▲514				1,792		1,810		▲18		○		▲18		269		▲286				2,726		1,834		7.31%		4.92%		2,755		1,831		▲29		3		5,147		4,302		3,410		83.58%		66.26%		6,024		4,694		3,771		▲877		▲392		▲361

				719		三重県亀山市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		亀山市土地開発公社 カメヤマ シ トチ カイハツ コウシャ		公共用地等の取得、管理、処分		649		249		6		234				0		0		0.00%		12.97%		-		-		-				-				400		-		-				3		-		-				0		0		0.00%		0.00%		-		-		-		-		456		362		297		79.29%		65.11%		-		-		-		-		-		-

				720		三重県鳥羽市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		鳥羽市開発公社 トバシ カイハツ コウシャ		土地分譲、カキ殻肥料製造販売、駐車場運営		1,796		295		1		0				240		0		3.77%		14.28%				270		0				▲30				1,502		1,498		5				20		23		▲4				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				721		三重県いなべ市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		員弁土地開発公社 イナベ トチ カイハツ コウシャ		公有地の取得・造成		5,358		3,699		20		800				0		0		0.00%		12.81%		-		-		-				-				1,659		-		-		○		▲36		-		-				0		0		0.00%		0.00%		-		-		-		-		4,297		3,293		3,238		76.63%		75.35%		-		-		-		-		-		-

		●		722		三重県多気町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		多気東部土地開発公社 タキ トウブ トチ カイハツ コウシャ		土地の取得、造成、処分		2,377		2,368		2		567		◎		1,200		0		22.33%		14.77%		○		1,200		0				0				9		6		4				2		▲1		2				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		2,094		0		0		0.00%		0.00%		2,116		0		0		▲22		0		0

		●		723		三重県明和町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		多気東部土地開発公社 タキ トウブ トチ カイハツ コウシャ		土地の取得、造成、処分		2,377		2,368		2		601				0		0		0.00%		14.85%				0		0				0				9		6		4				2		▲1		2				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		2,094		0		0		0.00%		0.00%		2,116		0		0		▲22		0		0

				724		三重県玉城町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		度会土地開発公社 ワタライ トチ カイハツ コウシャ		土地の取得・造成		16		12		2		0				6		0		0.14%		15.00%				9		0				▲3				5		5		▲1		●		▲1		▲1		▲1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		6		0		0		0.00%		0.00%		8		0		0		▲2		0		0

		●		725		滋賀県		一般社団法人 イッパン シャダンホウジン		滋賀県造林公社（林業公社） シガケン ゾウリン コウシャ リンギョウ コウシャ		分収林契約に基づく造林事業等		86,991		86,822		18		18,570				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				169		204		▲36		○		▲29		17		▲45				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				726		滋賀県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		滋賀食肉公社 シガ ショクニク コウシャ		食肉の流通改善に関する業務		2,934		2,582		1,377		55				2,372		0		0.72%		3.75%				2,534		0				▲163				352		334		19				21		▲17		38				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				727		滋賀県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		滋賀県産業支援プラザ		企業等が行う創業、経営、技術開発等についての支援		5,162		4,931		44		3,800				0		0		0.00%		3.75%		-		-		-				-				232		-		-		○		▲6		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				728		滋賀県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		滋賀県環境事業公社 シガケン カンキョウ ジギョウ コウシャ		産業廃棄物管理型最終処分場の管理・運営		6,017		3,069		18		0				2,051		0		0.62%		3.75%				2,727		0				▲677				2,948		2,307		642				644		745		▲102				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				729		滋賀県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		滋賀食肉市場 シガ ショクニク シジョウ		と畜・解体処理、枝肉販売、冷蔵保管業務		354		787		19		45				0		310		0.09%		3.75%				0		280				30		◎		▲433		▲467		34				34		▲2		36				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				730		滋賀県		地方道路公社 チホウ ドウロ コウシャ		滋賀県道路公社 シガケン ドウロ コウシャ		有料道路建設管理		53,673		43,702		9,774		0				11		0		0.00%		3.75%				65		0				▲55				9,971		9,970		2				2		252		▲251				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				731		滋賀県		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		滋賀県土地開発公社 シガケン トチ カイハツ コウシャ		公共用地・公用地の取得、管理、処分		20,026		11,304		30		0				10,621		0		3.23%		3.75%				8,096		0				2,525				8,723		8,721		2				44		41		3				9,477		9,477		2.88%		2.88%		9,462		9,462		15		15		14,286		13,044		13,044		91.30%		91.30%		12,537		11,088		11,088		1,749		1,956		1,956

		●		732		滋賀県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		関西国際空港土地保有		関西国際空港の空港用地の保有及び管理、関西国際空港の空港用地の新関西国際空港株式会社への貸付け		1,470,797		825,710		1,673		104				0		0		0.00%		3.75%		-		-		-				-				645,087		-		-				15,438		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				733		滋賀県彦根市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		四番町スクエア ヨンバンチョウ		観光集客施設の運営管理		127		63		40		4				0		0		0.00%		12.16%		-		-		-				-				65		-		-		○		▲11		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				734		滋賀県長浜市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		長浜市土地開発公社		公有地の先行取得		895		105		10		49				0		0		0.00%		11.60%				0		0				0				791		779		13				13		14		▲2				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		831		831		831		100.00%		100.00%		809		809		809		22		22		22

				735		滋賀県長浜市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		長浜地方卸売市場		地方卸売市場の運営		505		92		204		5				0		0		0.00%		11.60%				0		0				0				413		415		▲2				7		10		▲3				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				736		滋賀県草津市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		草津市土地開発公社 クサツシ トチ カイハツ コウシャ		出資団体からの依頼に基づく、用地の先行取得および引渡しまでの維持管理ならびに処分等		5,908		3,833		10		0		◎		3,771		0		15.09%		12.08%		○		3,791		0				▲20				2,076		2,082		▲7		○		▲7		15		▲21		◎		3,771		3,322		15.09%		13.29%		4,609		3,325		▲838		▲3		5,839		5,839		4,553		100.00%		77.96%		5,744		5,744		4,461		95		95		92

				737		滋賀県草津市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		草津都市開発 クサツ トシ カイハツ		再開発ビルの管理		1,141		690		22		25				0		0		0.00%		12.08%				0		0				0				451		422		30				59		58		2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				738		滋賀県守山市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		守山市土地開発公社 モリヤマシ トチ カイハツ コウシャ		土地の取得、造成および処分等		3,414		1,933		10		0				1,921		0		11.92%		12.70%				1,664		0				257				1,482		1,482		1				1		26		▲25				1,521		1,481		9.44%		9.19%		2,922		2,869		▲1,401		▲1,388		3,311		2,905		2,863		87.74%		86.46%		3,139		2,922		2,869		172		▲17		▲6

				739		滋賀県守山市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		守山野洲市民交流プラザ モリヤマ ヤス シミン コウリュウ		宿泊施設等の管理運営、労働者の福利厚生事業及び文化教育事業及び文化教育事業		604		51		10		0				15		0		0.09%		12.70%				22		0				▲8				553		558		▲5				4		▲4		7				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				740		滋賀県甲賀市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		あいコムこうか		放送事業　電気通信事業		475		1,077		10		700				0		0		0.00%		12.10%				0		0				0		●		▲603		▲541		▲62		◎		▲62		▲198		137				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				741		滋賀県東近江市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		東近江市土地開発公社 ヒガシ オウミ シ トチ カイハツ コウシャ		公有地の先行取得、管理、譲渡		3,091		775		10		765				0		0		0.00%		11.79%				0		0				0				2,316		2,319		▲3		◎		▲13		▲45		33				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		2,252		2,201		1,980		97.75%		87.92%		2,279		2,229		1,895		▲27		▲28		85

				742		滋賀県東近江市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		東近江ケーブルネットワーク ヒガシ オウミ		有線ＴＶによる自社他社の放送番組、ＩＰ電話、データ通信、音声放送事業		606		472		10		50				0		0		0.00%		11.79%				0		0				0				135		102		33				79		130		▲52				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				743		京都府		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		京都府農業総合支援センター キョウトフ ノウギョウ ソウゴウ シエン		農地中間管理事業及びその関連事業		413		401		4		328				0		0		0.00%		3.75%				12		0				▲12				13		13		1				1		▲3		4				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				744		京都府		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		京都府林業労働支援センター キョウトフ リンギョウ ロウドウ シエン		林業労働力確保・共済事業		652		460		1		4				0		2		0.00%		3.75%				0		2				0				193		147		46				47		28		20				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				745		京都府		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		京都産業２１ キョウト サンギョウ		中小企業の販路開拓等の経営支援及び創業・ベンチャー支援、産学公連携等の新事業展開支援		12,926		10,112		65		7,383				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				2,815		2,759		56		○		▲24		29		▲53				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				746		京都府		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		京都府民総合交流事業団 キョウトフ ミン ソウゴウ コウリュウ ジギョウダン		府民交流の促進、研修、健康増進等に関する業務及び府民交流施設の管理		241		148		25		20				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				94		69		26				26		▲1		26				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				747		京都府		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		京都府暴力追放運動推進センター キョウトフ ボウリョク ツイホウ ウンドウ スイシン		暴力相談、暴力団排除に対する援助、民事訴訟の支援等の暴力団排除に関する事業		1,047		2		400		0				0		3		0.00%		3.75%				0		3				0				1,045		1,041		4				4		3		2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		748		京都府		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		京都環境保全公社 キョウト カンキョウ ホゼン コウシャ		産業廃棄物処理業		7,136		3,318		55		0				0		1,263		0.23%		3.75%				0		1,438				▲175				3,819		3,186		633				410		872		▲463				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				749		京都府		地方道路公社 チホウ ドウロ コウシャ		京都府道路公社		有料道路の建設、管理等		37,006		30,355		9,471		4,615		●		22,313		0		4.11%		3.75%		○		22,268		0				45				6,652		5,848		805				805		▲475		1,279				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				750		京都府		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		京都府土地開発公社 キョウトフ トチ カイハツ コウシャ		公共用地先行取得		8,091		6,713		20		237				2,192		2,000		0.77%		3.75%				3,182		0				1,010				1,379		1,410		▲32		◎		▲91		▲101		11				3,147		3,147		0.58%		0.58%		3,145		3,145		2		2		6,672		3,148		3,148		47.18%		47.18%		4,219		3,145		3,145		2,453		3		3

		●		751		京都府		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		関西国際空港土地保有 カンサイ コクサイ クウコウ トチ ホユウ		関西国際空港の空港用地の保有及び管理、関西国際空港の空港用地の新関西国際空港株式会社への貸付け		1,470,797		825,710		196		197				0		0		0.00%		3.75%		-		-		-				-				645,087		-		-				15,438		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		752		京都府京都市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		京都環境保全公社 カンキョウ ホゼン コウシャ		産業廃棄物処理業		7,136		3,318		55		0				0		1,213		0.35%		11.25%				0		1,388				▲175				3,819		3,186		633				410		872		▲463				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				753		京都府京都市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		京都市土地開発公社		公共用地等の先行取得，管理，処分		13,879		13,020		20		0				13,000		0		3.71%		11.25%				15,000		0				▲2,000				859		776		84				86		194		▲109				12,522		12,522		3.57%		3.57%		13,816		13,816		▲1,294		▲1,294		12,522		12,522		12,522		100.00%		100.00%		13,816		13,816		13,816		▲1,294		▲1,294		▲1,294

				754		京都府京都市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		京都市埋蔵文化財研究所		埋蔵文化財の発掘調査，研究及び啓発活動		1,538		1,027		933		650				0		0		0.00%		11.25%				0		0				0				512		563		▲51				35		22		13				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				755		京都府京都市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		京都市芸術文化協会		芸術文化に関する調査研究及び情報の提供，各種文化事業の実施等		183		77		15		19				0		40		0.01%		11.25%				0		40				0				106		106		1				1		1		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				756		京都府京都市		地方住宅供給公社 チホウ ジュウタク キョウキュウ コウシャ		京都市住宅供給公社		住宅・宅地の分譲，賃貸等		18,523		13,317		10		4,575				0		0		0.00%		11.25%				0		0				0				5,207		5,029		178				210		171		39				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				757		京都府京都市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		京都御池地下街		地下街及び地下駐車場の管理運営		13,379		10,761		2,040		6,731				3,462		0		0.99%		11.25%				3,944		0				▲482				2,619		2,519		100				153		97		56				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		758		京都府京都市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		関西国際空港土地保有		関西国際空港の空港用地の保有及び管理、関西国際空港の空港用地の新関西国際空港株式会社への貸付け		1,470,797		825,710		1,249		127				0		0		0.00%		11.25%		-		-		-				-				645,087		-		-				15,438		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				759		京都府福知山市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		福知山まちづくり フクチヤマ		駐車場管理運営事業、中心市街地活性化等に関する事業		195		119		5		25				0		0		0.00%		12.15%		-		-		-				-				77		-		-				8		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				760		京都府舞鶴市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		舞鶴市土地開発公社 マイヅルシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地等の取得		3,179		3,052		5		2,988				0		0		0.00%		12.52%				0		0				0				128		134		▲7		◎		▲7		▲8		2				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		3,018		2,544		1,785		84.31%		59.15%		2,748		2,046		1,788		270		498		▲3

				761		京都府綾部市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		綾部市医療公社 アヤベシ イリョウ コウシャ		市立病院の管理運営		895		780		100		57				0		0		0.00%		13.39%				0		0				0				115		118		▲4		●		▲1		▲1		▲1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				762		京都府綾部市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		水夢 スイ ユメ		温水プールの管理運営		262		131		50		0				121		0		1.25%		13.39%				136		0				▲15				132		127		5				6		10		▲4				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				763		京都府宇治市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		宇治廃棄物処理公社 ウジ ハイキブツ ショリ コウシャ		廃棄物の埋め立て処理		319		81		10		0				11		0		0.03%		11.61%				14		0				▲3				238		255		▲17		●		▲17		▲13		▲5				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				764		京都府宇治市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		宇治市土地開発公社 ウジシ トチ カイハツ コウシャ		土地の取得・管理		1,875		2,305		5		0				2,086		0		5.98%		11.61%				2,301		0				▲215		◎		▲430		▲430		1				1		▲13		13				654		81		1.88%		0.23%		446		408		208		▲327		1,814		981		409		54.09%		22.55%		1,849		446		408		▲35		535		1

				765		京都府宮津市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		丹後地区土地開発公社 タンゴ チク トチ カイハツ コウシャ		公共用施設用地等の先行取得		508		478		1		229				474		0		7.51%		14.31%				450		9				16				30		30		1				1		1		▲1				473		473		7.51%		7.51%		470		426		3		47		473		473		473		100.00%		100.00%		470		470		426		3		3		47

				766		京都府亀岡市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		亀岡市土地開発公社 カメオカシ トチ カイハツ コウシャ		公共施設用地等の先行取得		1,055		857		5		856				0		0		0.00%		12.55%		-		-		-				-				199		-		-		○		▲5		-		-				0		0		0.00%		0.00%		-		-		-		-		986		986		986		100.00%		100.00%		-		-		-		-		-		-

				767		京都府城陽市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		サンガタウン城陽 ジョウヨウ		スポーツ施設の賃借。		100		12		40		5				0		0		0.00%		12.78%				0		0				0				89		88		1				2		1		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				768		京都府城陽市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		城南土地開発公社 ジョウナン トチ カイハツ コウシャ		公共用地・公用地等の取得・管理・処分等。		2,453		2,369		1		0		◎		2,369		0		15.79%		12.78%		○		2,623		0				▲255				85		83		2				2		▲2		3		◎		2,322		2,322		15.49%		15.49%		2,322		2,322		0		0		2,368		2,322		2,322		98.05%		98.05%		2,623		2,322		2,322		▲255		0		0

				769		京都府長岡京市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		長岡京都市開発 ナガオカキョウ トシ カイハツ		再開発ビルの管理及び運営、保留床の取得並びに管理・運営、店舗の販売促進に関する企画、調査、研究、指導		1,194		469		143		270				0		0		0.00%		12.70%				0		0				0				725		684		42				66		64		2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		770		京都府京田辺市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		学研都市京都土地開発公社 ガッケントシ キョウト トチ カイハツ コウシャ		公共用地等の先行取得事業		1,010		956		3		116				183		0		1.29%		12.84%				182		0				2				54		56		▲2		◎		▲2		▲7		5				588		555		4.14%		3.91%		176		176		412		379		947		792		759		83.63%		80.12%		791		791		758		156		1		1

		●		771		京都府精華町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		学研都市京都土地開発公社 ガッケン トシ キョウト トチ カイハツ コウシャ		公共用地等の先行取得事業		1,010		956		3		0				34		0		0.42%		13.77%				34		0				▲1				54		56		▲2		◎		▲2		▲7		5				588		555		7.41%		7.00%		33		0		555		555		947		792		759		83.63%		80.12%		791		791		758		156		1		1

				772		京都府京丹波町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		瑞穂農林		はたけしめじ・ほんしめじの製造販売		1,128		1,821		5		56				0		0		0.00%		13.94%				0		0				0		●		▲694		▲681		▲13		◎		▲11		▲17		6				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				773		大阪府		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		大阪産業振興機構		ものづくり企業の販路開拓支援、マイドームおおさかの運営等		45,354		37,248		15		21,041				0		0		0.00%		3.75%				25,000		0				▲25,000				8,106		8,625		▲519		◎		▲153		▲210		57				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				774		大阪府		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		大阪府育英会		奨学金の貸付、その他奨学上必要と認める事業の実施		67,377		64,152		61		36,622				25,902		0		1.59%		3.75%				31,085		241				▲5,425				3,226		2,822		405		◎		▲3		▲8		6				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				775		大阪府		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		大阪高速鉄道		大阪モノレールの運営等		34,031		19,153		9,463		1,999				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				14,879		12,508		2,371				3,692		2,821		872				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				776		大阪府		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		大阪外環状鉄道		おおさか東線の建設等		69,519		58,203		5,986		14,528				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				11,316		10,848		468		◎		▲728		▲830		102				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				777		大阪府		地方住宅供給公社 チホウ ジュウタク キョウキュウ コウシャ		大阪府住宅供給公社		住宅の建設、賃貸、府営住宅の維持管理		241,745		191,069		31		26,423				54,866		0		3.36%		3.75%		○		76,419		0				▲21,553				50,677		48,896		1,782				2,192		2,095		98				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				778		大阪府		地方道路公社 チホウ ドウロ コウシャ		大阪府道路公社		有料道路の新設、改築、維持管理		286,123		185,177		91,115		3,027		◎		74,448		0		4.56%		3.75%		○		80,026		0				▲5,578				100,947		100,947		0				0		0		0				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				779		大阪府		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		大阪府土地開発公社		道路等の公共施設の用に供する用地の先行取得等		22,477		21,524		30		0				18,013		0		1.10%		3.75%				19,992		0				▲1,980				954		954		0				0		0		0				11,388		11,388		0.70%		0.70%		15,765		15,765		▲4,377		▲4,377		19,822		11,388		11,388		57.45%		57.45%		21,653		15,765		15,765		▲1,831		▲4,377		▲4,377

		●		780		大阪府		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		大阪府地域支援人権金融公社 オオサカフ チイキ シエン ジンケン キンユウ コウシャ		府内における地域に貢献する活動を行う事業等に対する融資		7,154		3,006		20		2,050				0		0		0.00%		3.75%		-		-		-				-				4,148		-		-				2		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		781		大阪府		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		関西国際空港土地保有 カンサイ コクサイ クウコウ トチ ホユウ		関西国際空港の空港用地の保有及び管理、関西国際空港の空港用地の新関西国際空港株式会社への貸付け		1,470,797		825,710		90,112		42,738				0		0		0.00%		3.75%		-		-		-				-				645,087		-		-				15,438		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				782		大阪府大阪市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		アジア太平洋トレードセンター タイヘイヨウ		不動産の賃貸及び管理、催物・展示会等の企画・開催		26,884		43,896		11,500		15,621				21,348		0		2.78%		11.25%				22,450		0				▲1,102		◎		▲17,012		▲18,444		1,432				1,440		1,302		139				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		783		大阪府大阪市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		大阪府地域支援人権金融公社 オオサカフ チイキ シエン ジンケン キンユウ コウシャ		府内における地域に貢献する活動を行う事業等に対する融資		7,154		3,006		10		889				0		0		0.00%		11.25%				0		0				0				4,148		4,141		7				2		28		▲27				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				784		大阪府大阪市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		湊町開発センター ミナトマチ カイハツ		再開発ビルの賃貸・公共バスターミナル・駐車場等の運営		16,810		12,907		26,890		7,153				4,422		0		0.58%		11.25%				4,668		0				▲246				3,903		3,624		279				306		328		▲22				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				785		大阪府大阪市		地方住宅供給公社 チホウ ジュウタク キョウキュウ コウシャ		大阪市住宅供給公社 オオサカシ ジュウタク キョウキュウ コウシャ		賃貸住宅等の管理及び市営住宅の管理代行等		83,823		78,697		40		32,857				0		0		0.00%		11.25%				0		0				0				5,127		4,836		291		◎		▲145		▲307		163				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				786		大阪府大阪市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		大阪市街地開発 オオサカ シガイチ カイハツ		地下街・駐車場経営、ビル管理		24,637		21,472		343		3,970				4,276		0		0.56%		11.25%				4,649		0				▲373				3,165		2,913		253				284		180		104				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				787		大阪府大阪市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		クリスタ長堀 ナガホリ		地下街の管理運営		7,925		19,634		2,300		7,129				8,101		0		1.06%		11.25%				8,464		0				▲364		◎		▲11,710		▲12,042		333				367		414		▲48				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				788		大阪府大阪市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		大阪港埠頭 オオサカコウ フトウ		外貿埠頭・フェリー埠頭事業		43,989		11,881		30,568		6,384				2,282		0		0.30%		11.25%				4,186		0				▲1,905				32,108		31,429		680				167		559		▲392				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				789		大阪府大阪市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		阪神国際港湾 ハンシン コクサイ コウワン		外貿埠頭及びフェリー埠頭管理		27,157		24,664		450		2,862				0		0		0.00%		11.25%				0		0				0				2,494		1,701		793				1,249		281		968				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				790		大阪府大阪市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		大阪港トランスポートシステム オオサカコウ		トラックターミナル等不動産管理事業、第三種鉄道事業等		16,633		5,809		4,174		1,690				0		0		0.00%		11.25%				0		0				0				10,824		10,609		215				610		582		28				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		791		大阪府大阪市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		関西国際空港土地保有		関西国際空港の空港用地の保有及び管理、関西国際空港の空港用地の新関西国際空港株式会社への貸付け		1,470,797		825,710		45,038		21,341				0		0		0.00%		11.25%		-		-		-				-				645,087		-		-				15,438		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				792		大阪府豊中市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		豊中都市管理 トヨナカ トシ カンリ		豊中駅前再開発ビルの管理運営		1,181		917		90		0				757		0		0.93%		11.25%				918		0				▲161				265		278		▲13		○		▲12		6		▲18				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				793		大阪府泉大津市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		泉大津市土地開発公社 イズミオオツシ トチ カイハツ コウシャ		土地の取得・造成・管理等		3,065		3,047		5		0		◎		3,040		0		18.01%		12.65%		○		3,280		0				▲240				18		18		▲1		◎		▲1		▲1		1		◎		2,961		2,961		17.55%		17.55%		3,210		3,210		▲249		▲249		2,961		2,961		2,961		100.00%		100.00%		3,210		3,210		3,210		▲249		▲249		▲249

				794		大阪府高槻市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		高槻市土地開発公社 タカツキシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地取得、管理、処分		3,262		2,848		5		2,769				0		0		0.00%		11.25%				0		0				0				414		384		30				30		14		16				491		491		0.73%		0.73%		0		0		491		491		2,997		1,063		1,063		35.46%		35.46%		3,707		1,063		1,063		▲710		0		0

		●		795		大阪府高槻市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		大阪府三島救急医療センター オオサカフ ミシマ キュウキュウ イリョウ		救急・夜間休日急患診療等		2,542		1,028		23		0				0		206		0.31%		11.25%				0		195				12				1,514		1,574		▲60		◎		▲44		▲211		168				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				796		大阪府枚方市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		枚方市土地開発公社 ヒラカタシ トチ カイハツ コウシャ		公有地となるべき土地の取得及び造成その他の管理等を行う。		8,370		8,224		5		1,500				7,680		0		10.02%		11.25%				7,280		0				400				146		137		10				10		31		▲22				6,502		6,313		8.48%		8.23%		6,746		6,587		▲244		▲274		8,072		6,502		6,313		80.54%		78.21%		7,248		6,746		6,587		824		▲244		▲274

				797		大阪府茨木市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		茨木市土地開発公社 イバラキシ トチ カイハツ コウシャ		地方公共団体に代わって土地の先行取得を行う。		922		884		5		709				118		0		0.23%		11.25%				0		0				118				39		32		7				7		8		▲2				158		53		0.32%		0.11%		158		53		0		0		917		158		53		17.25%		5.83%		713		158		53		204		0		0

				798		大阪府八尾市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		八尾シティネット ヤオ		自転車駐車場経営		551		138		16		59				0		0		0.00%		11.25%				0		0				0				414		381		33				52		59		▲7				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				799		大阪府泉佐野市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		泉佐野市土地開発公社		土地の取得、造成、管理		3,562		3,251		5		0		◎		3,243		0		14.64%		12.30%		○		3,660		0				▲417				311		302		10				10		15		▲5		◎		3,243		3,243		14.64%		14.64%		3,676		3,676		▲433		▲433		3,550		3,550		3,550		100.00%		100.00%		3,676		3,676		3,676		▲126		▲126		▲126

				800		大阪府寝屋川市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		アドバンスねやがわ管理 カンリ		再開発ビルの管理		2,388		1,520		144		1,110				0		0		0.00%		11.34%				0		0				0				868		836		33				53		41		12				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				801		大阪府河内長野市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		三日市都市開発 ミッカイチ トシ カイハツ		再開発ビルの賃貸・管理運営		819		396		320		243				0		0		0.00%		12.38%				0		0				0				423		422		2				3		5		▲3				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				802		大阪府松原市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		松原市土地開発公社		公有地となる土地の取得、管理		814		746		5		0				745		0		3.06%		12.13%				863		0				▲119				69		67		3				3		1		3				769		765		3.17%		3.15%		759		755		10		10		790		769		765		97.36%		96.87%		926		759		755		▲136		10		10

				803		大阪府箕面市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		箕面都市開発 ミノオ トシ カイハツ		商業ビル等の管理、市関連施設管理、まちづくり		525		465		647		412				0		0		0.00%		12.04%				0		0				0				61		46		16				19		15		5				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				804		大阪府箕面市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		箕面市土地開発公社 ミノオシ トチ カイハツ コウシャ		地域の秩序ある整備を図り、必要な事業用地を市に代わって先行取得		1,485		1,005		5		1,000				0		0		0.00%		12.04%				0		0				0				480		471		9				9		8		2				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		1,232		1,097		750		89.08%		60.89%		1,360		1,213		750		▲128		▲116		0

				805		大阪府柏原市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		柏原市土地開発公社 カシワラシ トチカイハツコウシャ		公共用地の先行取得・管理・処分		571		498		5		0				498		11		3.40%		12.78%				508		0				1				74		74		1				1		1		▲1				327		175		2.19%		1.17%		304		104		23		71		497		327		175		65.68%		35.20%		507		304		104		▲10		23		71

				806		大阪府柏原市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		柏原市健康推進財団 カシワラシ ケンコウ スイシン ザイダン		柏原市健康保養センター「サンヒル柏原」の管理運営		0		0		3		50				0		0		0.00%		12.78%				0		0				0				0		▲74		74				0		▲10		10				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				807		大阪府高石市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		高石市土地開発公社 タカイシシ トチ カイハツ コウシャ		公拡法に基づく土地開発公社		3,036		2,895		5		1,285				1,610		0		12.14%		12.92%		○		1,790		0				▲180				142		136		6				6		5		1		◎		1,725		1,725		13.00%		13.00%		1,904		1,904		▲179		▲179		3,010		3,010		3,010		100.00%		100.00%		3,188		3,188		3,188		▲178		▲178		▲178

				808		大阪府東大阪市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		東大阪再開発 ヒガシオオサカ サイカイハツ		再開発事業関連施設の維持管理等。自動車駐車場及び自転車駐車場にかかる管理経営		3,249		5,869		40		961				1,900		0		1.77%		11.25%				1,996		0				▲97		◎		▲2,621		▲2,658		37				28		11		18				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				809		大阪府交野市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		交野市土地開発公社 カタノシ トチ カイハツ コウシャ		土地の先行取得及び管理		12,223		11,489		5		200		◎		11,287		0		79.20%		12.84%		○		11,737		0				▲450				735		808		▲74				19		50		▲32		◎		11,997		11,997		84.18%		84.18%		12,579		12,579		▲582		▲582		12,035		11,998		11,998		99.70%		99.70%		12,616		12,579		12,579		▲581		▲581		▲581

		●		810		大阪府島本町		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		大阪府三島救急医療センター オオサカフ ミシマ キュウキュウ イリョウ		救急・夜間休日急患診療等		2,542		1,028		1		0				0		13		0.20%		14.28%				0		19				▲6				1,514		1,574		▲60		◎		▲44		▲211		168				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				811		大阪府熊取町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		熊取町土地開発公社 クマトリチョウ トチ カイハツ コウシャ		公有地となるべき土地の取得及び造成その他の管理		799		779		5		779				0		0		0.00%		13.75%				0		0				0				20		20		1				1		▲1		1				778		778		9.75%		9.75%		0		0		778		778		778		778		778		100.00%		100.00%		778		778		778		0		0		0

				812		大阪府河南町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		河南町土地開発公社 カナンチョウ トチ カイハツ コウシャ		公共用地取得、処分		136		94		10		94				94		0		2.35%		15.00%				126		0				▲33				42		43		▲1		○		▲1		1		▲2				50		0		1.27%		0.00%		0		0		50		0		94		50		0		53.84%		0.00%		50		0		0		44		50		0

				813		兵庫県		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		兵庫みどり公社（林業公社） ヒョウゴ コウシャ リンギョウ コウシャ		農村活性化及び森林整備		73,468		71,651		5		2,360				32,354		0		2.96%		3.75%		○		32,372		31,954				▲31,972				1,817		2,399		▲582				78		▲143		221				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				814		兵庫県		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		兵庫県私学振興協会 ヒョウゴケン シガク シンコウ キョウカイ		私立小中高等学校を設置する学校法人に対する施設・設備費等資金貸付等		4,327		2,332		850		850				0		0		0.00%		3.75%				0		8				▲8				1,995		2,004		▲9		◎		▲9		▲13		4				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				815		兵庫県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		兵庫県営林緑化労働基金 ヒョウゴケン エイリン リョッカ ロウドウ キキン		林業労働者の退職一時金の給付		502		354		80		6				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				148		130		19				19		4		15				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				816		兵庫県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		ひょうご産業活性化センター サンギョウ カッセイカ		中小企業等に対する総合支援		16,792		15,428		80		7,042				0		3,261		0.30%		3.75%				0		3,358				▲97				1,364		1,345		19				33		141		▲108				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				817		兵庫県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		兵庫県勤労福祉協会 ヒョウゴケン キンロウ フクシ キョウカイ		労働福祉施設の管理運営、中小企業従業員共済等の各種事業		1,027		296		10		0				0		1		0.00%		3.75%		-		-		-				-				731		-		-				20		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				818		兵庫県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		ひょうご環境創造協会 カンキョウ ソウゾウ キョウカイ		環境に関する普及啓発及び活動支援等		8,371		2,676		160		1,199				0		0		0.00%		3.75%		-		0		0				0				5,695		5,557		138				301		300		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				819		兵庫県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		兵庫県国際交流協会 ヒョウゴケン コクサイ コウリュウ キョウカイ		民間国際交流の推進		1,463		136		500		100				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				1,327		1,355		▲29				5		8		▲4				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				820		兵庫県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		新西宮ヨットハーバー シン ニシノミヤ		マリーナ施設の管理運営		2,829		2,410		850		792				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				420		399		21				63		89		▲26				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				821		兵庫県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		阪神友愛食品 ハンシン ユウアイ ショクヒン		食品の加工・包装及び販売等		138		104		21		0				0		80		0.01%		3.75%		-		-		-				-				34		-		-				3		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		822		兵庫県		地方住宅供給公社 チホウ ジュウタク キョウキュウ コウシャ		兵庫県住宅供給公社 ヒョウゴケン ジュウタク キョウキュウ コウシャ		公社住宅等の賃貸管理事業、宅地分譲事業、県営住宅の整備・管理事業等		115,294		110,187		8		13,433		●		55,203		7,626		5.74%		3.75%		○		41,017		10,701				11,111				5,108		4,893		215		●		▲47		▲31		▲17				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		823		兵庫県		地方道路公社 チホウ ドウロ コウシャ		兵庫県道路公社 ヒョウゴケン ドウロ コウシャ		有料道路の建設・管理		209,344		153,414		55,561		24,100				12,419		0		1.13%		3.75%				17,360		0				▲4,941				55,931		55,928		3				3		8		▲6				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				824		兵庫県		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		兵庫県土地開発公社 ヒョウゴケン トチ カイハツ コウシャ		公共用地の取得、造成、その他の管理及び処分、土地の取得のあっせん等		73,618		65,264		105		2,956		◎		59,364		0		5.42%		3.75%		○		60,746		0				▲1,382				8,355		8,210		145				145		39		107				25,853		24,211		2.36%		2.21%		31,487		29,590		▲5,634		▲5,379		48,304		39,671		38,019		82.13%		78.71%		55,236		45,849		43,941		▲6,932		▲6,178		▲5,922

				825		兵庫県		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		兵庫県畜産協会 ヒョウゴケン チクサン キョウカイ		畜産の生産振興、経営安定に関する事業等		4,698		155		106		0				0		100		0.01%		3.75%		-		-		-				-				4,544		-		-				16		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		826		兵庫県		一般社団法人 イッパン シャダンホウジン		滋賀県造林公社（林業公社） シガケン ゾウリン コウシャ リンギョウ コウシャ		分収林契約に基づく造林事業等		86,991		86,822		1		192				0		0		0.00%		3.75%		-		-		-				-				169		-		-		○		▲29		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		827		兵庫県		地方道路公社 チホウ ドウロ コウシャ		神戸市道路公社 コウベシ ドウロ コウシャ		有料道路等の建設及び管理		136,847		108,225		0		1,821				0		0		0.00%		3.75%		-		-		-				-				28,623		-		-				39		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		828		兵庫県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		関西国際空港土地保有 カンサイ コクサイ クウコウ トチ ホユウ		関西国際空港の空港用地の保有及び管理、関西国際空港の空港用地の新関西国際空港株式会社への貸付け		1,470,797		825,710		12,541		1,194				0		0		0.00%		3.75%		-		-		-				-				645,087		-		-				15,438		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				829		兵庫県神戸市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		先端医療振興財団 センタン イリョウ シンコウ ザイダン		先端医療の研究・振興		9,368		6,292		1,141		0				3,300		0		0.86%		11.25%				3,300		0				0				3,077		2,669		409		◎		▲23		▲93		71				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				830		兵庫県神戸市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		こうべ市民福祉振興協会 シミン フクシ シンコウ キョウカイ		市民福祉振興事業		2,847		2,331		410		1,765				0		0		0.00%		11.25%				0		0				0				516		434		83				112		89		23				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				831		兵庫県神戸市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		神戸市小児救急医療事業団 コウベ シ ショウニ キュウキュウ イリョウ ジギョウダン		神戸こども初期急病センターの運営		220		155		1		60				0		0		0.00%		11.25%				0		0				0				66		47		20				29		18		11				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				832		兵庫県神戸市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		神戸国際観光コンベンション協会 コウベ コクサイ カンコウ キョウカイ		観光事業の振興、ＭＩＣＥ誘致・支援、施設管理運営等		4,713		1,812		130		0				0		903		0.23%		11.25%				0		963				▲60				2,902		2,872		30				80		304		▲224				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				833		兵庫県神戸市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		神戸みのりの公社 コウベ コウシャ		農漁業の振興に関する事業、酒類の製造販売		3,119		3,099		1,272		0				0		1,600		0.42%		11.25%				0		1,800				▲200				20		36		▲16				10		70		▲61				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		834		兵庫県神戸市		地方道路公社 チホウ ドウロ コウシャ		神戸市道路公社		有料道路等の建設及び管理		136,847		108,225		28,384		1,821				22,443		0		5.84%		11.25%				24,713		0				▲2,270				28,623		28,584		39				39		25		15				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				835		兵庫県神戸市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		神戸高速鉄道 コウベ コウソク テツドウ		第三種鉄道事業にかかる鉄道施設管理他		50,990		51,210		25		2,900				0		0		0.00%		11.25%				475		0				▲475		◎		▲220		▲389		169				215		92		123				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				836		兵庫県神戸市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		神戸新交通 コウベ シンコウツウ		鉄軌道事業（新交通ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ線及び六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ線の列車運行）		36,066		30,817		78		23,854				0		0		0.00%		11.25%				0		0				0				5,250		4,072		1,179				715		410		305				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				837		兵庫県神戸市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		神戸すまいまちづくり公社 コ コウシャ		街路築造・再開発ビル管理		48,063		35,739		120		5,499				0		9,617		2.50%		11.25%				0		6,122				3,496				12,325		11,385		941				986		1,022		▲37				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				838		兵庫県神戸市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		神戸港埠頭 コウベ コウ フトウ		埠頭施設等の維持管理		66,450		26,800		36,436		12,175				6,379		0		1.66%		11.25%				10,453		0				▲4,075				39,651		38,967		685				182		894		▲712				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				839		兵庫県神戸市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		ＯＭこうべ		商業・業務施設・会館等の管理運営、海上運送事業		44,793		19,325		14,085		519				0		0		0.00%		11.25%				0		0				0				25,468		24,107		1,362				2,016		1,939		78				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				840		兵庫県神戸市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		神戸空港ターミナル コウベ クウコウ		空港ビル施設の管理・運営		5,401		2,239		670		0				1,948		0		0.51%		11.25%				2,164		0				▲216				3,162		3,020		143				175		110		65				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		841		兵庫県神戸市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		関西国際空港土地保有 カンサイ コクサイ クウコウ トチ ホユウ		関西国際空港の空港用地の保有及び管理、関西国際空港の空港用地の新関西国際空港株式会社への貸付け		1,470,797		825,710		6,265		581				0		0		0.00%		11.25%		-		-		-				-				645,087		-		-				15,438		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				842		兵庫県姫路市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		姫路市まちづくり振興機構 ヒメジシ シンコウ キコウ		駐車場、駐輪場、遊園施設、テナントビル、スポーツ施設、緑化施設、地区市民センター等の管理運営等		4,935		2,176		80		0				1,075		1,503		2.15%		11.25%				1,290		1,080				208				2,759		2,598		162				176		43		133				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				843		兵庫県尼崎市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		尼崎健康医療財団 アマガサキ ケンコウ イリョウ ザイダン		健康増進事業、休日等急病診療事業等業務		3,676		1,124		148		202				460		0		0.46%		11.25%				929		0				▲469				2,552		1,938		614				615		752		▲138				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				844		兵庫県尼崎市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		尼崎都市開発 アマガサキ トシ カイハツ		市街地再開発事業の建築物の管理等業務		1,320		401		83		71				0		0		0.00%		11.25%				0		0				0				920		893		27				45		50		▲6				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				845		兵庫県尼崎市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		尼崎市土地開発公社 アマ サキ シ トチ カイハツ コウシャ		土地の取得、造成、処分		4,989		4,291		6		4,291				0		0		0.00%		11.25%				409		0				▲409				698		696		2				2		4		▲2				0		0		0.00%		0.00%		5,251		5,251		▲5,251		▲5,251		4,962		4,962		4,962		100.00%		100.00%		5,542		5,251		5,251		▲580		▲289		▲289

				846		兵庫県尼崎市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		エーリック		事業を営む法人又は個人に対する投資、融資の斡旋、コンサルタント		1,300		853		450		680				0		680		0.69%		11.25%				0		780				▲100				447		400		47				47		57		▲10				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		847		兵庫県尼崎市		地方住宅供給公社 チホウ ジュウタク キョウキュウ コウシャ		兵庫県住宅供給公社 ヒョウゴケン ジュウタク キョウキュウ コウシャ		公社住宅等の賃貸管理事業、宅地分譲事業、県営住宅の整備・管理事業等		115,294		110,187		0		196				0		0		0.00%		11.25%				0		0				0				5,108		4,893		215		●		▲47		▲31		▲17				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				848		兵庫県明石市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		明石地域振興開発		再開発ビル「アスピア明石」内の商業床・駐車場の所有及び運営		6,258		1,898		4,200		1,232				0		0		0.00%		11.25%				0		0				0				4,361		4,283		78				80		74		6				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				849		兵庫県西宮市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		西宮都市管理 ニシノミヤ トシ カンリ		再開発ビルの管理、不動産賃貸借・仲介業		1,907		1,389		175		870				0		0		0.00%		11.25%				0		0				0				518		492		27				41		28		13				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				850		兵庫県西宮市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		西宮市土地開発公社 ニシノミヤ シ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の先行買収		11,328		10,638		10		5,506				4,680		0		4.80%		11.25%				4,680		0				0				691		630		62				62		68		▲6				5,298		5,298		5.43%		5.43%		5,260		5,260		38		38		10,825		5,320		5,320		49.15%		49.15%		10,787		5,281		5,281		38		39		39

				851		兵庫県西宮市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		西宮コミュニティ放送		超短波放送（ＦＭ）		63		15		9		5				0		0		0.00%		11.25%				0		0				0				48		39		9				13		10		3				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		852		兵庫県西宮市		地方住宅供給公社 チホウ ジュウタク キョウキュウ コウシャ		兵庫県住宅供給公社		公社住宅等の賃貸管理事業、宅地分譲事業、県営住宅の整備・管理事業等		115,294		110,187		1		644				0		0		0.00%		11.25%				0		0				0				5,108		4,893		215		●		▲47		▲31		▲17				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		853		兵庫県西宮市		地方道路公社 チホウ ドウロ コウシャ		兵庫県道路公社		有料道路の建設・管理		209,344		153,414		0		1,215				0		0		0.00%		11.25%		-		-		-				-				55,931		-		-				3		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				854		兵庫県洲本市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		淡路島第一次産業振興公社 アワジシマ ダイ イチジ サンギョウ シンコウ コウシャ		レストラン・直売店の経営		169		93		55		0				0		70		0.51%		12.89%				0		90				▲20				77		54		24				35		35		▲1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		855		兵庫県芦屋市		地方住宅供給公社 チホウ ジュウタク キョウキュウ コウシャ		兵庫県住宅供給公社 ヒョウゴケン ジュウタク キョウキュウ コウシャ		公社住宅等の賃貸管理事業、宅地分譲事業、県営住宅の整備・管理事業等		115,294		110,187		1		125				0		0		0.00%		12.18%				0		0				0				5,108		4,893		215		●		▲47		▲31		▲17				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				856		兵庫県伊丹市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		伊丹スポーツセンター		スポーツ施設の管理運営		4,180		121		110		0				32		0		0.08%		11.47%				45		0				▲13				4,059		4,063		▲5				16		▲3		18				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				857		兵庫県伊丹市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		伊丹都市開発		再開発ビルの受託管理・同ビル貸店舗の賃貸		714		67		359		23				0		0		0.00%		11.47%				0		0				0				647		637		11				14		15		▲1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		858		兵庫県伊丹市		地方住宅供給公社 チホウ ジュウタク キョウキュウ コウシャ		兵庫県住宅供給公社		公社住宅等の賃貸管理事業、宅地分譲事業、県営住宅の整備・管理事業等		115,294		110,187		1		348				0		0		0.00%		11.47%				0		0				0				5,108		4,893		215		●		▲47		▲31		▲17				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				859		兵庫県豊岡市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		アイティ豊岡都市開発		駐車場の運営管理		2,308		2,268		80		700				0		0		0.00%		11.82%				0		0				0				40		14		27				39		37		2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				860		兵庫県加古川市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		加古川市土地開発公社 カコガワシ トチ カイハツ コウシャ		土地の取得・造成		4,602		751		5		0				750		0		1.54%		11.27%				750		0				0				3,852		3,701		152				152		337		▲186				2,549		2,414		5.22%		4.94%		2,677		2,424		▲128		▲10		3,888		2,549		2,414		65.56%		62.09%		4,220		3,264		2,988		▲332		▲715		▲574

				861		兵庫県加古川市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		加古川食肉公社 カコガワ ショクニク コウシャ		食肉センターの管理運営		1,347		95		45		0				85		0		0.17%		11.27%				105		0				▲21				1,252		1,274		▲22		◎		▲22		▲23		2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				862		兵庫県加古川市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		加古川再開発ビル カコガワ サイカイハツ		立体駐車場管理・ビル賃貸		4,353		3,210		128		0				1,829		0		3.74%		11.27%				1,885		0				▲56				1,144		1,108		36				53		54		▲2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				863		兵庫県宝塚市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		宝塚市土地開発公社 タカラヅカ シ トチ カイハツ コウシャ		公有地等の土地の取得処分		5,896		5,544		5		0		○		5,531		0		12.84%		11.38%				3,301		0				2,230				353		320		33				33		13		21				2,630		2,630		6.11%		6.11%		2,630		2,630		▲1		▲1		5,515		2,630		2,630		47.68%		47.68%		6,222		2,630		2,630		▲707		0		0

				864		兵庫県三木市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		三木市土地開発公社 ミキシ トチ カイハツ コウシャ		公有地の先行取得		2,147		1,941		5		0				1,890		0		10.00%		12.55%				1,930		0				▲40				206		187		20				20		17		3				1,890		1,787		10.00%		9.45%		1,800		1,783		90		4		2,082		1,890		1,787		90.78%		85.81%		2,102		1,840		1,783		▲20		50		4

				865		兵庫県川西市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		川西市土地開発公社 カワニシシ トチ カイハツ コウシャ		公共有用、公用地等の取得・造成・管理・処分		3,318		3,252		5		0				3,251		0		10.90%		11.81%		○		3,896		0				▲646				67		66		1				1		1		▲1		◎		3,307		3,113		11.09%		10.44%		3,953		3,760		▲646		▲647		3,307		3,307		3,113		100.00%		94.13%		3,953		3,953		3,760		▲646		▲646		▲647

				866		兵庫県川西市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		川西市都市整備公社 カワニシシトシセイビコウシャ		公営霊園及び特優賃住宅の管理、市街地土地開発事業		11,199		11,048		2		0		◎		10,677		0		35.81%		11.81%		○		11,236		0				▲560				151		118		34				34		▲71		104				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				867		兵庫県川西市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		パルティ川西 カワニシ		再開発ビルの管理運営		2,389		1,404		162		1,061				0		0		0.00%		11.81%				0		0				0				985		950		35				54		62		▲8				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				868		兵庫県川西市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		川西都市開発 カワニシ トシ カイハツ		再開発ビルの管理運営		3,109		2,698		200		500				561		0		1.88%		11.81%				591		0				▲31				411		295		117				140		117		23				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				869		兵庫県川西市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		一庫ダム湖周辺環境整備センター ヒト クラ コ シュウヘン カンキョウ セイビ		国崎せせらぎ地区の維持管理		255		130		3		128				0		0		0.00%		11.81%				0		0				0				125		132		▲8		●		▲8		▲7		▲2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				870		兵庫県小野市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		小野市土地開発公社 オノシ トチ カイハツ コウシャ		公有地拡大の推進		440		120		5		115				0		0		0.00%		13.12%				0		0				0				320		319		2				2		2		▲1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		115		115		94		100.00%		82.16%		115		115		94		▲1		▲1		0

		●		871		兵庫県市川町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		兵庫県町土地開発公社 ヒョウゴケン チョウ トチ カイハツ コウシャ		町にて開発予定の用地の先行取得		252		215		2		0				36		0		0.93%		15.00%				48		0				▲12				38		37		1				1		▲1		1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		215		0		0		0.00%		0.00%		139		0		0		76		0		0

				872		兵庫県福崎町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		もちむぎ食品センター ショクヒン		もちむぎ業務販売		68		123		16		110				0		0		0.00%		14.90%				0		0				0		◎		▲56		▲71		16				17		7		11				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		873		兵庫県福崎町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		兵庫県町土地開発公社 ヒョウゴケン チョウ トチ カイハツ コウシャ		町にて開発予定の用地の先行取得		252		215		2		0				179		0		3.47%		14.90%				92		0				88				38		37		1				1		▲1		1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		215		0		0		0.00%		0.00%		139		0		0		76		0		0

				874		奈良県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		奈良テレビ放送 ナラ ホウソウ		テレビ番組の制作・放送		2,037		1,092		80		54				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				945		814		131				149		130		20				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				875		奈良県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		奈良県地域産業振興センター ナラケン チイキ サンギョウ シンコウ		県内中小企業の経営課題に対して総合支援		5,758		4,752		5		3,366				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				1,007		628		380		○		▲7		48		▲55				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				876		奈良県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		なら担い手・農地サポートセンター ニナ テ ノウチ		農地中間管理事業等		184		35		9		5				0		0		0.00%		3.75%				1		0				▲1				150		167		▲18		◎		▲18		▲21		4				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				877		奈良県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		奈良県林業基金（林業公社） ナラケン リンギョウ キキン リンギョウ コウシャ		分収方式による森林造成等		343		198		302		3				0		3		0.00%		3.75%				6,163		0				▲6,160				146		401		▲256		●		▲42		▲20		▲23				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				878		奈良県		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		奈良県土地開発公社 ナラケン トチ カイハツ コウシャ		公有地の先行取得、工業団地等の造成及び分譲等		8,459		4,652		10		0				3,860		0		1.19%		3.75%				1,593		0				2,267				3,808		4,192		▲385		●		▲201		▲90		▲112				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		5,390		322		322		5.98%		5.98%		4,557		984		984		833		▲662		▲662

				879		奈良県		地方道路公社 チホウ ドウロ コウシャ		奈良県道路公社 ナラケン ドウロ コウシャ		第二阪奈有料道路の管理、運営等		111,809		75,049		36,760		200		◎		19,104		0		5.91%		3.75%		○		21,594		0				▲2,491				36,760		36,760		0				0		0		0				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		880		奈良県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		関西国際空港土地保有 カンサイ コクサイ クウコウ トチ ホユウ		関西国際空港の空港用地の保有及び管理、関西国際空港の空港用地の新関西国際空港株式会社への貸付け		1,470,797		825,710		1,673		104				0		0		0.00%		3.75%		-		-		-				-				645,087		-		-				15,438		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				881		奈良県大和高田市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		大和高田市土地開発公社 ヤマトタカダシ トチ カイハツ コウシャ		公共事業用地の先行取得		852		611		5		0				610		0		4.19%		12.81%				625		0				▲15				241		256		▲15		◎		▲15		▲66		51				811		811		5.58%		5.58%		844		844		▲33		▲33		811		811		811		100.00%		100.00%		844		844		844		▲33		▲33		▲33

				882		奈良県橿原市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		橿原市土地開発公社 カシハラシ トチ カイハツ コウシャ		土地取得、公社有地管理等		5,367		5,314		5		5,311				0		0		0.00%		12.18%				0		16				▲16				54		52		3				3		4		▲2				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		4,176		4,176		3,810		100.00%		91.24%		4,426		4,241		3,954		▲250		▲65		▲144

				883		奈良県五條市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		五條市土地開発公社		五條市事業用地の先行取得等		3,034		2,831		5		1,655				776		0		6.97%		13.17%				626		0				150				204		199		5				5		7		▲2				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		3,017		2,230		2,230		73.91%		73.91%		2,917		2,284		2,284		100		▲54		▲54

				884		奈良県生駒市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		生駒市土地開発公社 イコマシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地、公用地等の取得、管理処分等の業務		52		5		5		5				0		0		0.00%		12.28%				0		0				0				47		48		▲1		◎		▲1		▲1		1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		5		0		0		0.00%		0.00%		56		0		0		▲51		0		0

				885		奈良県葛城市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		葛城市土地開発公社 カツラギシ トチ カイハツ コウシャ		代行用地の取得、売却、管理		588		469		5		0				378		0		4.29%		13.56%				669		0				▲291				120		115		5				5		1		5				303		229		3.43%		2.60%		298		226		5		3		582		303		229		51.97%		39.41%		858		298		226		▲276		5		3

				886		奈良県安堵町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		安堵町土地開発公社 アンド チョウ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の先行取得		38		30		5		0				30		0		1.29%		15.00%				30		0				0				8		8		1				1		1		0				0		0		0.00%		0.00%		32		32		▲32		▲32		32		32		32		100.00%		100.00%		32		32		32		0		0		0

				887		奈良県川西町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		川西町土地開発公社 カワニシ チョウ トチ カイハツ コウシャ		公用用地の先行取得		48		44		5		42				0		0		0.00%		15.00%				0		0				0				4		▲1		5		◎		▲1		▲5		5				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		41		16		16		39.72%		39.72%		41		16		16		0		0		0

				888		奈良県田原本町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		田原本町土地開発公社		公共用地の取得、管理、処分		217		205		5		0				205		0		2.87%		14.01%				205		0				▲1				13		13		▲1		●		▲1		▲1		▲1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		209		0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		209		0		0

				889		奈良県曽爾村		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		曽爾村土地開発公社 ソニムラ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の先行取得		14		4		5		4				0		0		0.00%		15.00%		-		0		8				▲8				10		10		1				1		1		▲1				0		0		0.00%		0.00%		-		-		-		-		7		7		7		100.00%		100.00%		-		-		-		-		-		-

				890		奈良県高取町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		高取町土地開発公社 タカトリ チョウ トチ カイハツ コウシャ		公拡法に基づく公用地等の取得、管理、処分等		228		533		5		0		◎		533		0		22.74%		15.00%		○		575		0				▲43		◎		▲305		▲336		31				31		23		9				105		105		4.51%		4.51%		105		105		0		0		105		105		105		100.00%		100.00%		105		105		105		0		0		0

				891		奈良県明日香村		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		明日香村土地開発公社 アスカムラ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の先行取得		95		62		5		57				0		0		0.00%		15.00%				0		0				0				33		33		1				1		1		▲1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		88		63		63		71.99%		71.99%		65		63		63		23		0		0

				892		奈良県王寺町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		王寺都市開発 オウジ トシ カイハツ		再開発ビルの管理・運営		3,568		3,103		10		1,074				0		0		0.00%		14.95%				0		0				0				466		412		54				82		79		4				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				893		奈良県王寺町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		王寺町土地開発公社 オウジチョウ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の取得、管理、処分		722		596		5		596				0		0		0.00%		14.95%				0		548				▲548				126		136		▲10		○		▲10		7		▲17				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		711		662		627		92.99%		88.15%		674		674		616		37		▲12		11

				894		奈良県吉野町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		吉野町土地開発公社 ヨシノチョウ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の取得・保有土地管理		141		88		5		88				0		0		0.00%		15.00%				0		0				0				54		54		1				1		1		0				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		130		130		130		100.00%		100.00%		130		130		130		0		0		0

				895		奈良県大淀町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		大淀町土地開発公社 オオヨドチョウ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の先行取得・販売・造成・管理		860		933		5		933				0		0		0.00%		15.00%		-		0		0				0		◎		▲74		▲83		10				10		10		1				0		0		0.00%		0.00%		-		-		-		-		224		224		224		100.00%		100.00%		-		-		-		-		-		-

				896		奈良県下市町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		下市町土地開発公社 シモイチチョウ トチ カイハツ コウシャ		公共用地、公用地等の取得、管理、処分等		54		39		5		27				0		0		0.00%		15.00%				0		0				0				16		16		1				1		1		0				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		45		45		45		100.00%		100.00%		45		45		45		0		0		0

				897		奈良県川上村		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		川上村土地開発公社 カワカミムラ トチ カイハツ コウシャ		公共用地(水没者代替宅造)		254		450		5		450				0		0		0.00%		15.00%		○		0		450				▲450		●		▲197		▲197		▲1		○		▲1		2		▲2				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		219		215		211		97.95%		96.20%		218		214		210		1		1		1

				898		奈良県川上村		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		グリーンパークかわかみ		宿泊施設等の管理・運営		147		54		100		12				0		0		0.00%		15.00%				0		12				▲12				94		87		7				7		12		▲5				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				899		和歌山県		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		和歌山県土地開発公社 ワカヤマケントチカイハツコウシャ		公有地の拡大の推進に関する法律第17条に基づく公有地の取得、造成並びにその他の管理及び処分など		29,972		49,320		50		13,314		◎		23,062		38		7.75%		3.75%		○		23,062		42				▲4		◎		▲19,348		▲19,669		322				322		▲61		382				27,931		27,931		9.37%		9.37%		27,152		27,152		779		779		29,456		29,456		29,456		100.00%		100.00%		29,532		29,532		29,532		▲76		▲76		▲76

				900		和歌山県		地方住宅供給公社 チホウ ジュウタク キョウキュウ コウシャ		和歌山県住宅供給公社 ワカヤマケン ジュウタク キョウキュウ コウシャ		分譲事業・住宅管理事業		200		549		6		424				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0		●		▲349		▲349		▲1		◎		▲1		▲4		4				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				901		和歌山県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		わかやま産業振興財団 サンギョウシンコウザイダン		地域振興のための中小企業総合支援		11,791		10,329		5		8,300				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				1,463		1,447		16				15		▲43		58				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				902		和歌山県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		和歌山県農業公社 ワカヤマケン ノウギョウ コウシャ		農地の売買･貸借及び就農支援資金の貸付等		431		264		1		224				21		0		0.01%		3.75%				16		0				6				168		169		▲2		●		▲2		▲1		▲1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				903		和歌山県		一般社団法人 イッパン シャダンホウジン		わかやま森林と緑の公社（林業公社） シンリン ミドリ コウシャ リンギョウコウシャ		分収造林、分収育林に関する業務		15,405		15,324		10		9,336				3,634		0		1.22%		3.75%				3,758		0				▲124				81		83		▲3		◎		▲3		▲3		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		904		和歌山県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		関西国際空港土地保有 カンサイ コクサイ クウコウ トチ ホユウ		関西国際空港の空港用地の保有及び管理、関西国際空港の空港用地の新関西国際空港株式会社への貸付け		1,470,797		825,710		12,541		1,194				0		0		0.00%		3.75%		-		-		-				-				645,087		-		-				15,438		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				905		和歌山県海南市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		まちづくり海南 カイナン		物産観光センターの運営管理、まちづくり事業の企画・立案、駐車場管理運営等		25		10		5		1				0		0		0.00%		12.83%				0		0				0				15		15		1				1		1		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				906		和歌山県田辺市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		田辺市土地開発公社 タナベシ トチ カイハツ コウシャ		公有地取得、土地造成、保有地の管理・処分等		2,080		2,001		10		2,000				0		2,290		9.34%		12.12%				0		2,450				▲160				80		90		▲11		○		▲11		15		▲26				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		2,007		2,007		2,007		100.00%		100.00%		2,347		2,347		2,347		▲340		▲340		▲340

				907		和歌山県紀の川市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		紀の川市土地開発公社 キ カワシ トチ カイハツ コウシャ		土地の造成及び販売		1,168		714		10		0				710		0		3.78%		12.55%				1,000		200				▲490				454		252		203				203		178		25				341		341		1.81%		1.81%		340		340		1		1		1,142		341		341		29.85%		29.85%		1,142		340		340		▲1		1		1

				908		和歌山県紀美野町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		紀美野町土地開発公社 キミノチョウ トチ カイハツ コウシャ		公共用地・公用地等の取得・管理・処分		86		15		5		15				0		0		0.00%		15.00%				0		0				0				71		71		▲1		●		▲1		▲1		▲1				79		79		1.59%		1.59%		0		0		79		79		79		79		79		100.00%		100.00%		79		79		79		0		0		0

				909		和歌山県日高川町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		日高川町土地開発公社 ヒダカ カワ マチ トチ カイハツ コウシャ		土地の取得、造成及び販売		56		37		5		37				0		0		0.00%		14.42%				0		0				0				19		19		▲1		◎		▲1		▲1		1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		47		47		33		100.00%		69.60%		47		33		33		0		14		0

				910		和歌山県白浜町		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		白浜医療福祉財団 シラハマ イリョウ フクシ ザイダン		保健医療関係事業		8,238		3,366		50		0				326		0		4.52%		13.98%				392		0				▲66				4,873		4,874		▲2				17		99		▲83				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				911		和歌山県白浜町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		白浜観光自動車道		売店・喫茶軽食販売		60		39		50		0				25		0		0.34%		13.98%				25		0				0				22		22		1				1		1		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				912		和歌山県白浜町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		白浜町土地開発公社		土地取得・造成・処分		396		345		10		340				340		0		4.72%		13.98%				345		0				▲5				51		54		▲3		●		▲3		▲3		▲1				353		353		4.91%		4.91%		376		376		▲23		▲23		368		368		368		100.00%		100.00%		376		376		376		▲8		▲8		▲8

				913		鳥取県 トットリケン		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		米子空港ビル ヨナゴ クウコウ		航空事業者、航空旅客及び貨物に対する役務の提供		1,725		607		27		368				0		0		0.00%		3.75%				0		63				▲63				1,118		1,079		39				64		55		9				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				914		鳥取県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		鳥取県環境管理事業センター トットリケン カンキョウ カンリ ジギョウ		産業廃棄物処理施設の確保		210		120		7		91				0		0		0.00%		3.75%		-		-		-				-				90		-		-		○		▲9		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		915		鳥取県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		鳥取県産業振興機構 トットリケン サンギョウ シンコウ キコウ		県内中小企業に対する企業化支援の推進、人材育成の推進、販路開拓の支援、産学金官の連携		10,378		8,892		15		7,500				0		279		0.13%		3.75%		-		-		-				-				1,487		-		-				5		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				916		鳥取県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		鳥取県農業農村担い手育成機構 トットリケン ノウギョウ ノウソン ニナ テ イクセイ キコウ		新規就農者の育成及び担い手への農地集積		655		101		2		30				23		0		0.01%		3.75%				34		0				▲12				555		564		▲9		◎		▲9		▲11		2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				917		鳥取県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		鳥取県造林公社（林業公社）		分収造林契約に基づく森林資源の造成及び整備の推進		47,138		31,251		1		24,970				6,040		0		2.74%		3.75%				6,430		0				▲390				15,887		15,474		414				0		0		0				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				918		鳥取県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		鳥取県林業担い手育成財団		林業労働者の確保と雇用条件の改善のための支援業務		729		23		271		3				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				707		707		▲1		○		▲1		1		▲1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				919		鳥取県		地方住宅供給公社 チホウ ジュウタク キョウキュウ コウシャ		鳥取県住宅供給公社 トットリケン ジュウタク キョウキュウ コウシャ		住居環境の良好な住宅及びその用に供する宅地の供給		4,076		4,053		4		3,511				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				23		35		▲12		○		▲11		13		▲23				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		920		鳥取県鳥取市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		鳥取県産業振興機構		県内中小企業に対する企業化支援の推進、人材育成の推進、販路開拓の支援、産学金官の連携		10,378		8,892		2		0				0		284		0.55%		11.25%		-		-		-				-				1,487		-		-				5		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				921		鳥取県鳥取市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		鳥取市土地開発公社		道路、公園、その他の公共施設用地等の取得造成		9,165		9,083		5		1,430				1,420		0		2.74%		11.25%				894		0				527				82		82		1				1		1		▲1				2,550		2,550		4.93%		4.93%		5,306		5,306		▲2,756		▲2,756		8,847		7,099		7,099		80.25%		80.25%		6,946		6,824		6,824		1,901		275		275

				922		鳥取県米子市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		米子市開発公社		公共用地の管理、駐車場の管理運営、商業施設等の賃貸		666		212		1		0				190		0		0.60%		11.74%				770		0				▲580				455		111		344				64		121		▲58				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				923		鳥取県境港市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		境港市土地開発公社		公共用地の取得、管理、処分		4,292		3,930		3		3,870				0		0		0.00%		13.76%		○		0		4,333				▲4,333				362		338		25				25		18		8		◎		3,538		3,344		44.51%		42.07%		4,170		3,565		▲632		▲221		3,541		3,538		3,345		99.91%		94.46%		4,223		4,170		3,565		▲682		▲632		▲220

				924		鳥取県智頭町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		智頭町土地開発公社		土地の先行取得、処分		123		110		5		0				108		0		3.00%		15.00%				108		0				0				13		14		▲1		○		▲1		1		▲2				87		87		2.42%		2.42%		87		87		0		0		108		108		87		100.00%		80.56%		108		87		87		0		21		0

				925		鳥取県湯梨浜町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		湯梨浜町土地開発公社		土地の取得・造成・処分等		228		163		3		0				0		171		2.69%		14.30%				0		174				▲4				65		70		▲6		◎		▲6		▲8		3				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		224		224		224		100.00%		100.00%		237		237		237		▲13		▲13		▲13

				926		鳥取県日吉津村		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		ひえづ物産		不動産の貸付業務		79		39		10		0				27		0		1.96%		15.00%		-		-		-				-				40		-		-				1		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				927		鳥取県日吉津村		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		日吉津村土地開発公社		土地の先行取得・管理		427		353		5		0		◎		352		0		26.00%		15.00%		○		460		67				▲174				74		69		5				5		5		1		◎		321		321		23.70%		23.70%		422		422		▲101		▲101		322		321		321		99.58%		99.58%		422		422		422		▲100		▲101		▲101

				928		鳥取県日南町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		日南町小水力発電公社		小水力発電の事業		365		318		11		0				174		0		4.82%		15.00%				199		200				▲225				48		35		13				13		11		3				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				929		鳥取県江府町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		江府町地域振興		ミネラルウォーター製造販売		124		70		49		0				61		0		2.87%		15.00%				70		0				▲10				55		50		6				8		5		3				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				930		島根県		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		島根県林業公社（林業公社）		分収方式による造林事業		83,325		60,694		225		33,681		◎		20,236		0		6.99%		3.75%		○		21,087		0				▲852				22,632		22,827		▲195				1		▲5		5				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				931		島根県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		島根県環境管理センター シマネケン カンキョウ カンリ		産業廃棄物の処理に関する事業の実施		6,937		4,098		70		0				2,926		0		1.01%		3.75%				2,456		0				471				2,839		1,931		909				42		▲16		58				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				932		島根県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		しまね農業振興公社 ノウギョウ シンコウ コウシャ		農地中間管理事業等		2,346		1,849		1		1,562				17		50		0.02%		3.75%				39		559				▲531				497		498		▲2		●		▲6		▲3		▲3				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				933		島根県		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		島根県土地開発公社 シマネケン トチ カイハツ コウシャ		公用地・公共用地の取得造成管理等		14,018		11,503		30		0				4,790		1,169		2.06%		3.75%		○		4,939		6,181				▲5,161				2,516		2,480		37				37		36		1				4,799		4,799		1.66%		1.66%		4,946		4,946		▲147		▲147		11,399		9,475		9,469		83.12%		83.07%		11,274		9,625		9,599		125		▲150		▲130

				934		島根県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		しまね産業振興財団 サンギョウ シンコウ ザイダン		産学官連携支援、設備貸与等		2,871		2,185		147		899				0		0		0.00%		3.75%		-		-		-				-				687		-		-				20		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				935		島根県松江市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		松江市観光振興公社 マツエシ カンコウ シンコウ コウシャ		温泉配当事業、遊覧船運航事業		925		482		2		0				262		0		0.46%		11.25%				292		0				▲30				443		419		25				13		8		5				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				936		島根県松江市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		松江勤労福祉振興協会 マツエ キンロウ フクシ シンコウ キョウカイ		勤労者の福祉の向上を目的とした勤労者の教養・文化の向上、健康・体力の増進に関する事業		1,921		639		100		0				631		0		1.11%		11.25%				883		0				▲252				1,282		1,137		146				12		18		▲6				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				937		島根県松江市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		松江市土地開発公社 マツエシ トチ カイハツ コウシャ		公拡法による事業		5,337		4,427		6		231				4,071		0		7.18%		11.25%				4,587		0				▲516				911		876		35				35		72		▲37				4,070		4,070		7.18%		7.18%		5,072		5,004		▲1,002		▲934		4,733		4,733		4,733		100.00%		100.00%		5,094		5,094		5,004		▲361		▲361		▲271

				938		島根県浜田市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		ゆうひパーク浜田		ゆうひパーク浜田の管理運営		487		365		9		108				0		0		0.00%		12.43%				0		0				0				122		120		2				3		▲7		9				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				939		島根県浜田市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		浜田市土地開発公社		公共用地の先行取得、造成、販売		1,078		332		5		0				0		282		1.36%		12.43%		-		-		-				-				747		-		-				24		-		-				0		0		0.00%		0.00%		-		-		-		-		759		377		377		49.76%		49.76%		-		-		-		-		-		-

				940		島根県出雲市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		出雲市土地開発公社 イズモシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の取得、造成、処分、管理住宅用地の造成事業		1,420		878		5		0				849		0		1.79%		11.29%				926		0				▲78				543		543		1		◎		▲4		▲7		3				587		587		1.24%		1.24%		591		591		▲4		▲4		933		933		933		100.00%		100.00%		969		947		947		▲36		▲14		▲14

				941		島根県益田市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		益田市総合サービス マスダシ ソウゴウ		図書館、火葬場等の管理・運営及び市窓口業務の業務委託		206		89		50		0				40		0		0.26%		12.76%				60		0				▲20				117		114		3				5		2		3				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				942		島根県安来市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		安来市土地開発公社 ヤスギシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地、公有地等取得造成		828		753		1		0				688		0		4.72%		12.81%				801		0				▲113				76		76		1				1		2		▲2				649		0		4.46%		0.00%		660		0		▲11		0		689		650		0		94.38%		0.00%		699		660		0		▲10		▲10		0

				943		島根県江津市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		江津市土地開発公社 ゴウツシ トチ カイハツ コウシャ		土地の取得、造成、処分		914		672		3		0				611		0		6.84%		13.53%				611		0				0				243		251		▲9		●		▲9		▲4		▲5		◎		899		899		10.06%		10.06%		900		900		▲2		▲2		899		899		899		100.00%		100.00%		901		901		901		▲2		▲2		▲2

		●		944		島根県雲南市		地方住宅供給公社 チホウ ジュウタク キョウキュウ コウシャ		島根県住宅供給公社 シマネケン ジュウタク キョウキュウ コウシャ		宅地開発、住宅宅地の積立分譲、公営住宅の管理代行など		11,011		6,117		0		0				94		0		0.49%		12.54%		-		-		-				-				4,894		-		-				17		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				945		島根県奥出雲町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		奥出雲椎茸 オクイズモ シイタケ		菌床椎茸及びホダ木の生産販売他		489		467		99		0				330		0		4.05%		13.71%				330		0				0				22		2		21				21		1		20				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				946		島根県奥出雲町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		奥出雲町土地開発公社 オクイズモチョウ トチ カイハツ コウシャ		公有地の先行取得		616		532		5		0				531		0		6.52%		13.71%				680		120				▲269				84		81		4				4		4		1				0		0		0.00%		0.00%		613		575		▲613		▲575		601		567		514		94.30%		85.49%		681		613		575		▲80		▲46		▲61

				947		島根県奥出雲町		一般社団法人 イッパン シャダンホウジン		奥出雲町農業公社 オクイズモチョウ ノウギョウ コウシャ		農地利用集積円滑化事業		277		241		53		2				199		0		2.44%		13.71%				204		0				▲6				36		28		8		○		▲4		10		▲13				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		948		島根県奥出雲町		地方住宅供給公社 チホウ ジュウタク キョウキュウ コウシャ		島根県住宅供給公社 シマネケン ジュウタク キョウキュウ コウシャ		宅地開発、住宅宅地の積立分譲、公営住宅の管理代行など		11,011		6,117		0		0				84		0		1.02%		13.71%		-		-		-				-				4,894		-		-				17		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				949		島根県川本町		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		川本町農業公社 カワモトチョウ ノウギョウ コウシャ		農地保有合理化、営農指導		5		3		3		1				1		0		0.04%		15.00%				0		0				1				3		12		▲10		◎		▲7		▲10		3				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				950		島根県吉賀町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		エポックかきのきむら		菌床製造事業、道の駅管理事業		88		77		9		12				0		0		0.00%		15.00%				0		0				0				11		11		▲1				1		▲1		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				951		島根県隠岐の島町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		あいらんど		観光施設等の管理		55		208		494		29				0		0		0.00%		13.49%				0		0				0		●		▲154		▲125		▲30		◎		▲27		▲36		9				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				952		岡山県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		岡山空港ターミナル オカヤマ クウコウ		空港ターミナルビルの貸室業		2,985		889		261		7				280		0		0.06%		3.75%				366		0				▲86				2,097		2,003		94				115		96		19				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				953		岡山県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		岡山県環境保全事業団 オカヤマケン カンキョウ ホゼン ジギョウダン		廃棄物処理処分事業など環境保全のための事業		17,102		6,122		100		0				2,916		0		0.66%		3.75%				3,642		0				▲727				10,981		10,710		272				268		468		▲200				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				954		岡山県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		岡山県福祉事業団 オカヤマケン フクシ ジギョウダン		岡山県総合福祉会館の管理・運営		904		451		3		327				104		0		0.02%		3.75%				174		0				▲70				453		472		▲19		◎		▲6		▲9		3				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				955		岡山県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		水島港国際物流センター ミズシマ コウ コクサイ ブツリュウ		水島港国際物流センターの管理運営等		1,443		310		300		0				8		0		0.00%		3.75%				20		0				▲13				1,133		1,114		19				29		64		▲35				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				956		岡山県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		岡山県産業振興財団 オカヤマケン サンギョウ シンコウ ザイダン		商工業の高度化及び情報化、産業技術の振興等に関する諸事業を推進し、地域産業の発展に寄与		12,902		9,896		6		7,714				0		0		0.00%		3.75%		-		-		-				-				3,007		-		-				120		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				957		岡山県		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		おかやまの森整備公社（林業公社） モリ セイビ コウシャ リンギョウ コウシャ		環境保全を重視した森林の整備等		67,090		57,572		195		15,500		◎		0		57,519		13.07%		3.75%		○		0		58,904				▲1,385				9,518		8,474		1,045				1,093		1,090		3				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				958		岡山県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		岡山県林業振興基金 オカヤマケン リンギョウ シンコウ キキン		林業労働者の社会保険加入に係る助成事業等		1,936		2		1,650		0				0		460		0.10%		3.75%				0		460				0				1,935		1,928		7				6		▲2		8				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				959		岡山県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		岡山県農林漁業担い手育成財団 オカヤマケン ノウリン ギョギョウ ニナ テ イクセイ ザイダン		農林漁業の担い手育成等		834		60		375		29				0		0		0.00%		3.75%		-		-		-				-				774		-		-		○		▲1		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				960		岡山県		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		岡山県土地開発公社 オカヤマケン トチ カイハツ コウシャ		公共用地の先行取得、土地造成事業の推進等		12,091		7,533		100		0				7,281		0		1.65%		3.75%				7,030		0				251				4,559		4,505		54				54		106		▲53				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		7,395		0		0		0.00%		0.00%		7,166		0		0		229		0		0

				961		岡山県岡山市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		岡山市土地開発公社		公共用地・公用地の先行取得、管理、処分		11,543		10,626		20		4,000				6,518		0		3.94%		11.25%				14,690		0				▲8,173				918		864		54				54		29		26				10,337		9,909		6.25%		5.99%		17,795		17,325		▲7,458		▲7,416		11,150		10,337		9,909		92.71%		88.87%		18,258		17,795		17,325		▲7,108		▲7,458		▲7,416

				962		岡山県倉敷市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		倉敷市開発公社 クラシキシ カイハツ コウシャ		倉敷市から受託した公益事業の推進、水島緑地の管理		355		352		3		0				330		0		0.31%		11.25%				444		0				▲115				3		3		0				0		0		0				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				963		岡山県倉敷市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		倉敷市船穂農業公社 クラシキシ フナオ ノウギョウ コウシャ		農地利用集積円滑化事業、農作業受委託事業、新規就農者支援事業、堆肥センター管理事業		263		138		50		0				132		0		0.12%		11.25%				132		0				0				125		126		▲1		◎		▲1		▲1		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				964		岡山県倉敷市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		ふなおワイナリー		果実酒の製造ならびに販売、加工施設の管理		38		21		4		0				14		0		0.01%		11.25%				14		0				0				18		14		4				6		5		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				965		岡山県倉敷市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		倉敷市開発ビル クラシキシ カイハツ		再開発ビルの賃貸		2,120		216		90		28				0		0		0.00%		11.25%				0		17				▲17				1,904		1,902		3				4		▲2		5				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				966		岡山県津山市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		津山市都市整備公社 ツヤマシ トシ セイビ コウシャ		津山市市営住宅・公営駐車場等の管理及び宿泊施設・食堂等の管理運営		2,212		1,300		3		0				1,161		0		4.16%		11.91%				1,269		0				▲108				913		845		68				68		56		13				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				967		岡山県玉野市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		玉野市土地開発公社		土地の取得・造成・処分		314		112		10		110				0		210		1.43%		12.80%		-		-		-				-				202		-		-		○		▲19		-		-				0		0		0.00%		0.00%		-		-		-		-		284		284		284		100.00%		100.00%		-		-		-		-		-		-

				968		岡山県笠岡市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		笠岡市土地開発公社 カサオカシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地先行取得		1,623		1,166		10		1,165				0		0		0.00%		12.90%				0		1,320				▲1,320				458		458		1				1		1		1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		1,535		1,535		1,469		100.00%		95.70%		1,893		1,893		1,813		▲358		▲358		▲344

				969		岡山県井原市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		井原市土地開発公社 イバラシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の取得、管理、処分		1,168		583		10		383				200		0		1.52%		12.93%				220		0				▲20				586		584		3				3		3		▲1				621		621		4.72%		4.72%		631		0		▲10		621		1,146		1,146		1,146		100.00%		100.00%		1,160		1,160		529		▲14		▲14		617

				970		岡山県総社市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		総社市土地開発公社 ソウジャシ トチ カイハツ コウシャ		土地等の先行取得		376		326		10		326				0		0		0.00%		12.71%				0		0				0				51		51		1				1		1		▲1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		332		325		325		97.99%		97.99%		332		325		325		▲1		0		0

				971		岡山県高梁市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		高梁市土地開発公社 タカハシシ トチ カイハツ コウシャ		市事業委託による土地取得・処分		237		226		10		0				0		0		0.00%		12.79%				0		247				▲247				11		11		1				1		1		1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		221		0		0		0.00%		0.00%		224		0		0		▲3		0		0

				972		岡山県新見市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		新見市土地開発公社 ニイミシ トチ カイハツ コウシャ		公有用地の先行取得、分譲宅地の造成・販売		221		115		6		0				115		0		0.68%		12.65%				115		0				0				106		106		1				1		2		▲1				144		0		0.85%		0.00%		144		0		0		0		213		213		70		100.00%		32.66%		213		213		70		0		0		0

				973		岡山県美作市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		美作市土地開発公社 ミマサカ シ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の取得、管理、処分		1,043		783		810		784				0		1,680		11.31%		12.79%				0		1,680				0				260		378		▲118		○		▲118		8		▲126				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		970		857		857		88.32%		88.32%		1,978		1,629		1,629		▲1,008		▲772		▲772

				974		岡山県美作市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		大原農業振興センター オオハラ ノウギョウ シンコウ		農業施設運営管理		28		22		5		0				9		0		0.06%		12.79%				9		0				0				7		4		3				3		▲1		4				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				975		岡山県浅口市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		浅口市土地開発公社 アサクチシ トチ カイハツ コウシャ		公有地の拡大の推進に関する法律に基づく土地の取得、造成その他の管理及び処分。		304		88		10		87				0		0		0.00%		13.36%				0		0				0				216		219		▲3		◎		▲3		▲18		15				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		221		218		218		98.51%		98.51%		271		271		271		▲50		▲53		▲53

				976		岡山県新庄村		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		メルヘン・プラザ		特産品の製造販売		72		12		15		3				0		0		0.00%		15.00%		-		-		-				-				60		-		-				7		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				977		岡山県鏡野町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		未来奥津 ミライ オクツ		道の駅、公衆浴場等の管理運営		116		103		60		62				0		0		0.00%		13.96%				0		0				0				13		16		▲3		◎		▲3		▲7		5				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				978		広島県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		ひろしま産業振興機構 サンギョウ シンコウ キコウ		県内産業の技術の高次化の促進，新事業の創出，中小企業等の経営・技術革新等の総合的な支援		8,793		2,230		66		1,673				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				6,564		6,635		▲72		◎		▲74		▲90		17				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				979		広島県		地方道路公社 チホウ ドウロ コウシャ		広島県道路公社 ヒロシマケン ドウロ コウシャ		有料道路の維持管理		23,316		16,991		6,325		0				1,429		0		0.23%		3.75%				2,046		0				▲618				6,325		6,325		0				0		0		0				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		980		広島県		地方道路公社 チホウ ドウロ コウシャ		広島高速道路公社 ヒロシマ コウソク ドウロ コウシャ		都市高速道路の新設，改築，維持，修繕等		375,072		295,483		39,728		33,812		●		88,440		0		14.54%		3.75%		○		87,066		0				1,375				79,590		79,090		500				0		0		0				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				981		広島県		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		広島県土地開発公社 トチ		公共用地，公有地の取得，管理，処分等		29,408		9,257		30		1,533				184		0		0.03%		3.75%				33		0				151				20,152		19,968		184				184		205		▲21				0		0		0.00%		0.00%		-		-		-		-		4,698		4,074		4,074		86.72%		86.72%		-		-		-		-		-		-

				982		広島県		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		広島県森林整備・農業振興財団 ヒロシマケン シンリン セイビ ノウギョウ シンコウ ザイダン		森林整備，農地集積，新規就農促進，林業従事者の育成確保などを総合的に実施		2,103		452		3		26				0		0		0.00%		3.75%		-		-		-				-				1,652		-		-		○		▲50		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				983		広島県広島市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		広島市都市整備公社		学校建設・下水道施設等の管理		2,495		2,168		217		0				823		0		0.29%		11.25%		-		-		-				-				328		-		-				83		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				984		広島県広島市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		広島市文化財団 ブンカ ザイダン		市民の文化活動の振興、生涯学習を支援する体制の整備等		3,981		2,884		2,174		0				0		266		0.09%		11.25%				0		252				14				1,097		1,220		▲123		◎		▲112		▲266		155				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				985		広島県広島市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		広島駅南口開発		再開発ビルの管理運営		32,406		27,583		3,762		4,150				0		0		0.00%		11.25%				0		0				0				4,824		4,487		337				496		71		425				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				986		広島県広島市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		広島高速交通 ヒロシマ コウソク コウツウ		広島新交通１号線（アストラムライン）の運営管理		35,319		35,777		5,100		15,892				15,500		0		5.53%		11.25%				15,500		0				0		◎		▲459		▲928		470				626		459		167				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				987		広島県広島市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		広島地下街開発		地下街の管理運営		13,744		20,204		5,500		6,672				12,422		0		4.43%		11.25%				12,764		0				▲343		●		▲6,460		▲6,402		▲59		●		▲58		▲25		▲33				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		988		広島県広島市		地方道路公社 チホウ ドウロ コウシャ		広島高速道路公社 ヒロシマ コウソク ドウロ コウシャ		都市高速道路の新設，改築，維持，修繕等		375,072		295,483		39,728		33,813		●		88,440		0		31.53%		11.25%		○		87,066		0				1,375				79,590		79,090		500				0		0		0				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				989		広島県呉市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		呉市土地開発公社 クレシ トチカイハツコウシャ		公有用地の取得，造成及び処分		5,642		3,707		5		0				3,433		0		5.92%		11.25%				4,418		0				▲986				1,936		1,936		1				1		1		▲1				1,996		1,996		3.44%		3.44%		2,010		2,010		▲14		▲14		2,632		2,632		2,632		100.00%		100.00%		2,647		2,647		2,647		▲15		▲15		▲15

				990		広島県呉市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		斎島汽船 イツキ シマ キセン		斎島航路，三角航路の運営		23		48		10		0				0		58		0.10%		11.25%				0		36				22		●		▲25		▲15		▲11		●		▲37		▲27		▲11				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				991		広島県尾道市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		尾道駅前都市開発		尾道駅前再開発ビルの管理運営		1,102		496		150		0				0		200		0.56%		11.58%				225		0				▲25				606		574		33				51		39		12				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				992		広島県福山市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		福山市土地開発公社 フクヤマシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地先行取得・内陸団地造成事業		2,375		441		5		13				427		0		0.43%		11.25%				1,252		0				▲826				1,935		1,878		58				58		161		▲104				1,487		1,358		1.49%		1.36%		1,809		1,417		▲322		▲59		1,754		1,754		1,624		100.00%		92.60%		2,688		2,688		2,255		▲934		▲934		▲631

				993		広島県府中市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		府中市土地開発公社 フチュウシ トチ カイハツ コウシャ		土地の取得、造成その他管理及び処分		1,514		1,195		2		342				845		0		7.05%		13.06%				1,090		0				▲245				319		272		47				47		61		▲14		◎		1,415		1,415		11.81%		11.81%		1,680		1,680		▲265		▲265		1,415		1,415		1,415		100.00%		100.00%		1,680		1,680		1,680		▲265		▲265		▲265

				994		広島県大竹市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		阿多田島汽船 アタ タ シマ キセン		離島への旅客定期，不定期航路事業		50		96		2		0				0		20		0.26%		13.86%				0		20				0		◎		▲46		▲47		2				2		▲5		6				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				995		広島県大竹市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		大竹市土地開発公社 オオタケシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の先行取得，公社独自の団地造成事業等		3,496		3,804		5		1,100				0		0		0.00%		13.86%				0		0				0		●		▲309		▲293		▲17		◎		▲17		▲86		70				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		3,440		2,719		2,719		79.04%		79.04%		4,362		2,751		2,751		▲922		▲32		▲32

				996		広島県東広島市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		東広島市土地開発公社		公共用地の取得、造成その他の管理及び処分		2,387		2,290		3		0				1,503		0		3.48%		11.38%				1,503		0				0				98		48		51				51		7		44				1,371		365		3.18%		0.85%		1,175		368		196		▲3		2,247		1,208		393		53.76%		17.49%		1,544		1,208		400		703		0		▲7

				997		広島県廿日市市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		廿日市市土地開発公社 ハツカイチシ ト チ カイハツ コウシャ		公共用地、公用地等の取得、管理、処分等		3,013		2,409		5		0				2,279		0		8.38%		11.95%				1,705		0				574				605		661		▲57		◎		▲57		▲368		312				407		407		1.50%		1.50%		444		444		▲37		▲37		2,408		407		407		16.90%		16.90%		2,234		444		444		174		▲37		▲37

				998		広島県安芸高田市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		安芸高田アグリフーズ アキタカタ		精米・無洗米と惣菜の製造販売		626		609		12		0				241		0		1.79%		12.91%				241		0				0				17		▲62		79				79		85		▲7				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				999		広島県江田島市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		江田島市土地開発公社 エタジマ シ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の取得・造成・処分		130		110		5		110				0		0		0.00%		13.33%				0		0				0				20		20		▲1		●		▲1		▲1		▲1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		120		120		120		100.00%		100.00%		120		120		120		0		0		0

				1000		広島県府中町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		府中町土地開発公社 フチュウチョウ トチカイハ		公共用地の先行取得、管理		1,525		1,362		5		0		◎		1,362		0		14.78%		13.48%		○		1,564		0				▲202				163		163		▲1		○		▲1		1		▲1		◎		1,480		1,291		16.06%		14.01%		1,539		1,209		▲59		82		1,515		1,479		1,291		97.62%		85.19%		1,721		1,539		1,209		▲206		▲60		82

				1001		山口県		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		山口県環境保全事業団		産業廃棄物最終処分場の設置・運営		2,448		1,590		22		479				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				858		671		188				298		282		16				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1002		山口県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		やまぐち産業振興財団		県内の産業技術の高度化、中小企業等の振興発展、新たな産業の創出支援		10,738		6,726		2,344		5,816				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				4,013		4,048		▲36		●		▲36		▲11		▲25				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1003		山口県		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		山口県国際総合センター ヤマグチケン コクサイ ソウゴウ		国際経済交流の促進、産業及び貿易の振興		2,707		1,763		509		0				0		30		0.01%		3.75%				0		48				▲18				944		886		58				58		54		5				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1004		山口県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		やまぐち農林振興公社（林業公社） ノウリン シンコウ コウシャ リンギョウ コウシャ		農地中間管理・担い手支援・森林整備・緑化推進		49,988		37,905		24		22,289		●		13,998		1,470		4.07%		3.75%		○		14,017		0				1,450				12,084		12,083		1				1		▲4		5				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1005		山口県		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		やまぐち森林担い手財団 シンリン ニナ テ ザイダン		林業担い手確保・育成		300		5		103		5				0		0		0.00%		3.75%				0		3				▲3				295		292		4				4		3		2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1006		山口県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		テレビ山口 ヤマグチ		テレビ番組制作・放送		5,462		1,335		25		39				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				4,128		3,751		377				547		478		69				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1007		山口県下関市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		下関市土地開発公社 シモノセキ シ トチ カイハツ コウシャ		土地の取得、造成その他の管理及び処分		2,751		2,671		10		600				2,050		0		3.02%		11.25%				2,229		0				▲179				80		195		▲116		●		▲116		▲28		▲89				2,650		2,650		3.90%		3.90%		2,840		2,840		▲190		▲190		2,675		2,675		2,675		100.00%		100.00%		2,899		2,899		2,899		▲224		▲224		▲224

				1008		山口県萩市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		萩海運		離島航路の旅客、貨物の海上運送		36		313		86		0				300		40		1.74%		12.52%				320		40				▲20		◎		▲278		▲347		69				69		▲80		149				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1009		山口県防府市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		防府市土地開発公社		土地の先行取得、造成、処分		1,731		1,211		10		0				1,211		0		5.29%		12.24%				1,394		0				▲184				521		521		▲1		◎		▲1		▲2		2				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		1,237		27		27		2.16%		2.16%		1,675		27		27		▲438		1		1

				1010		山口県防府市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		防府地域振興 ホウフ チイキ シンコウ		再開発ビルの駐車場の管理・運営		2,458		24		1,210		0				10		0		0.04%		12.24%				27		0				▲18				2,435		2,410		25				37		35		2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1011		山口県下松市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		下松市笠戸島開発センター クダマツシ カサ トジマ カイハツ		笠戸島家族旅行村の運営		152		135		71		88				0		0		0.00%		13.12%				0		0				0				18		17		2		●		▲19		▲11		▲9				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1012		山口県岩国市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		岩国市土地開発公社 イワクニシ トチ カイハツ コウシャ		先行用地の取得並びに公有用地の管理及び処分		2,195		1,448		10		232				1,192		338		4.09%		11.53%				1,947		261				▲680				747		750		▲3		○		▲3		2		▲5				1,019		1,019		2.73%		2.73%		1,250		1,178		▲231		▲159		1,304		1,019		1,019		78.14%		78.14%		2,160		1,475		1,403		▲856		▲456		▲384

				1013		山口県光市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		牛島海運 ウシ シマ カイウン		離島への一般旅客定期航路事業		11		29		8		0				28		0		0.22%		12.95%				22		0				6		◎		▲19		▲20		2		◎		▲44		▲46		2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1014		山口県光市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		光市土地開発公社 ヒカリシ トチ カイハツ コウシャ		住宅用地の造成、分譲		283		101		10		0				100		50		1.15%		12.95%				263		150				▲263				182		118		65		○		▲13		83		▲96				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		177		0		0		0.00%		0.00%		261		0		0		▲84		0		0

				1015		山口県柳井市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		平郡航路 ヘイグン コウロ		離島との旅客貨物運送業務		40		23		10		0				13		0		0.13%		13.34%				20		0				▲7				17		7		11				11		6		6				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1016		山口県柳井市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		柳井市土地開発公社		土地の取得、造成、処分		275		275		10		275				0		275		2.75%		13.34%				270		15				▲10				1		4		▲3		○		▲3		2		▲5				245		245		2.46%		2.46%		258		258		▲13		▲13		245		245		245		100.00%		100.00%		258		258		258		▲13		▲13		▲13

				1017		山口県周南市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		大津島巡航 オオヅ シマ ジュンコウ		大津島～徳山航路での定期船の運行		59		160		14		0				119		0		0.32%		11.55%				149		0				▲30		◎		▲101		▲139		39				39		▲16		54				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1018		山口県周南市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		周南バルクターミナル シュウナン		石炭等バルクカーゴに係る倉庫業		7,560		7,190		15		831				0		0		0.00%		11.55%				0		0				0				371		380		▲9				226		9		217				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1019		山口県山陽小野田市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		山陽小野田市土地開発公社 サンヨウ オノダシ トチ カイハツ コウシャ		公有地の先行取得		2,306		2,084		10		0		◎		2,084		0		13.05%		12.71%		○		2,137		0				▲54				223		224		▲1		◎		▲1		▲12		12		◎		2,005		2,005		12.57%		12.57%		2,138		2,138		▲133		▲133		2,112		2,112		2,112		100.00%		100.00%		2,259		2,259		2,259		▲147		▲147		▲147

				1020		山口県和木町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		和木町土地開発公社 ワキ チョウ トチ カイハツ コウシャ		土地の取得及び処分		561		435		5		0		○		435		316		32.38%		15.00%				260		0				491				126		98		29				34		▲5		39		◎		244		242		10.53%		10.42%		318		318		▲74		▲76		553		243		241		43.93%		43.57%		350		318		318		203		▲75		▲77

				1021		山口県上関町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		上関航運		離島旅客船の運営		9		53		18		0				50		0		2.50%		15.00%				25		0				25		●		▲45		▲25		▲21		●		▲57		▲38		▲20				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1022		山口県平生町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		平生町土地開発公社 ヒラオチョウ トチ カイハツ コウシャ		公有地となるべき土地の取得		58		49		5		0				49		0		1.36%		15.00%				48		0				1				9		10		▲1		●		▲1		▲1		▲1				53		53		1.46%		1.46%		52		52		1		1		53		53		53		100.00%		100.00%		52		52		52		1		1		1

				1023		徳島県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		徳島県農業開発公社		農用地の流動化促進		60		52		1		9				16		0		0.01%		3.75%				8		0				9				8		12		▲5		●		▲5		▲3		▲3				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1024		徳島県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		とくしま産業振興機構 サンギョウ シンコウ キコウ		県内中小企業支援		51,876		50,647		6		10,536		○		38,800		0		14.68%		3.75%				2,082		0				36,719				1,230		1,511		▲281				20		7		14				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1025		徳島県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		徳島県国際交流協会 トクシマケン コクサイコウリュウキョウカイ		国際交流推進・在県外国人の支援		577		55		500		46				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				523		520		4				4		4		▲1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1026		徳島県		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		徳島県土地開発公社 トクシマケン トチ カイハツ コウシャ		公共用地、公用地の取得、管理、処分を行う		781		310		10		0				243		0		0.09%		3.75%				341		0				▲99				471		487		▲16		●		▲15		▲10		▲5				242		242		0.09%		0.09%		242		242		0		0		242		242		242		100.00%		100.00%		340		242		242		▲98		0		0

		●		1027		徳島県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		関西国際空港土地保有 カンサイ コクサイ クウコウ トチ ホユウ		関西国際空港の空港用地の保有及び管理、関西国際空港の空港用地の新関西国際空港株式会社への貸付け		1,470,797		825,710		3,339		310				0		0		0.00%		3.75%		-		-		-				-				645,087		-		-				15,438		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1028		徳島県徳島市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		徳島都市開発 トクシマ トシカイハツ		再開発ビルの賃貸		11,045		7,158		650		152				0		0		0.00%		11.25%		-		-		-				-				3,887		-		-				504		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1029		徳島県徳島市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		徳島市土地開発公社 トクシマシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の取得及び処分		584		534		5		0				531		3		0.98%		11.25%				531		350				▲348				51		51		▲1		○		▲1		1		▲2				533		533		0.98%		0.98%		531		488		2		45		533		533		533		100.00%		100.00%		531		531		488		2		2		45

				1030		徳島県小松島市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		小松島市土地開発公社 コマツシマシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地、公用地等の取得、管理、処分等		33		15		11		0				15		0		0.16%		13.50%				15		0				0				18		18		▲1		◎		▲1		▲1		1				0		0		0.00%		0.00%		19		19		▲19		▲19		19		19		19		100.00%		100.00%		19		19		19		0		0		0

				1031		徳島県阿南市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		阿南市土地開発公社 アナンシ トチ カイハツ コウシャ		公有地の取得・造成・処分		689		590		5		0				590		0		2.87%		12.44%				591		0				▲1				99		98		2				2		2		1				676		676		3.29%		3.29%		676		676		0		0		676		676		676		100.00%		100.00%		676		676		676		0		0		0

				1032		徳島県美馬市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		ミマコンポスト		畜糞等を利用した堆肥の製造及び販売		52		36		1		0				12		0		0.09%		13.00%				23		0				▲12				17		13		4				4		8		▲5				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1033		徳島県三好市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		池田ケーブルネットワーク		テレビ放送の再送信と自社製作放送、インターネットサービス		283		53		50		0				30		0		0.19%		12.71%				45		0				▲15				231		173		58				73		▲10		83				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1034		徳島県三好市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		三好市土地開発公社		公有用地の先行取得、管理、処分		209		187		6		174				0		0		0.00%		12.71%		-		-		-				-				23		-		-				0		-		-				0		0		0.00%		0.00%		-		-		-		-		173		112		112		64.45%		64.45%		-		-		-		-		-		-

				1035		徳島県上勝町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		かみかついっきゅう		上勝町月ヶ谷温泉交流施設､キャンプ場、テニスコート等の管理		56		24		54		1				0		0		0.00%		15.00%		-		-		-				-				33		-		-				8		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1036		徳島県上勝町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		上勝バイオ カミカツ		菌床人工ホダ木、菌床椎茸栽培販売		132		98		331		20				0		0		0.00%		15.00%		-		-		-				-				34		-		-		○		▲90		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1037		徳島県那賀町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		きとうむら		農産物加工品の製造販売		326		371		5		275				0		0		0.00%		14.04%		-		-		-				-		○		▲45		-		-				1		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1038		徳島県松茂町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		松茂町土地開発公社		土地の取得、造成、管理及び処分		42		12		3		12				0		0		0.00%		15.00%		-		-		-				-				30		-		-		○		▲1		-		-				0		0		0.00%		0.00%		-		-		-		-		37		37		37		100.00%		100.00%		-		-		-		-		-		-

				1039		徳島県板野町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		板野町土地開発公社 イタノチョウ トチ カイハツ コウシャ		公共用地、公用地等の取得、管理、処分等		406		264		3		264				0		0		0.00%		15.00%		-		-		-				-				143		-		-		○		▲1		-		-				0		0		0.00%		0.00%		-		-		-		-		402		402		402		100.00%		100.00%		-		-		-		-		-		-

				1040		香川県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		高松空港ビル		空港ビルの管理、運営		3,071		795		467		0				0		368		0.14%		3.75%				0		409				▲41				2,276		2,165		112				169		121		49				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1041		香川県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		かがわ産業支援財団		新産業の創出、地域企業の経営基盤の強化、産業技術の高度化、科学技術の振興等		19,802		12,789		3,078		11,573				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				7,013		7,034		▲21		◎		▲51		▲67		17				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1042		香川県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		香川県農地機構		農地中間管理事業		2,342		820		1,266		8				45		0		0.02%		3.75%				73		0				▲29				1,523		1,526		▲4		○		▲4		16		▲20				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1043		香川県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		瀬戸大橋高速鉄道保有		鉄道施設の改良工事及びその施設の貸付等		1,048		1,560		32		110				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0		●		▲512		▲463		▲50		◎		▲50		▲66		16				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1044		香川県高松市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		高松市土地開発公社 タカマツシ トチ カイハツ コウシャ		公有用地などの取得、管理、処分		8,151		8,102		5		8,102				0		0		0.00%		11.25%				0		0				0				50		49		1				1		1		1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		8,102		7,744		7,744		95.58%		95.58%		8,803		8,444		8,444		▲701		▲700		▲700

				1045		香川県丸亀市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		丸亀市土地開発公社		土地の先行・代行取得		1,349		1,125		5		1,102				0		0		0.00%		12.10%				0		0				0				224		223		1				1		1		1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		1,287		1,083		999		84.18%		77.67%		1,196		1,038		998		91		45		1

				1046		香川県丸亀市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		中讃ケーブルビジョン		ケーブルテレビ放送局		1,124		1,348		109		0				359		0		1.44%		12.10%				536		0				▲178		◎		▲224		▲256		33				55		55		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1047		香川県善通寺市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		善通寺市土地開発公社 ゼ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の取得・処分		318		215		5		215				0		215		2.71%		13.77%				0		215				0				104		99		6				6		5		1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		244		244		234		100.00%		95.77%		244		244		187		0		0		47

				1048		香川県さぬき市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		さぬき市土地開発公社 シ トチ カイハツ コウシャ		土地の先行取得・処分		677		664		5		0				664		85		4.70%		12.72%				748		0				0				14		13		1				1		▲1		1				663		663		4.17%		4.17%		747		747		▲84		▲84		663		663		663		100.00%		100.00%		747		747		747		▲84		▲84		▲84

				1049		香川県東かがわ市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		東かがわ市土地開発公社 ヒガシ シ トチ カイハツ コウシャ		公共用地、公有用地等の取得、管理、処分等		568		414		5		0				414		0		4.12%		13.33%				739		0				▲326				155		155		▲1		○		▲1		12		▲13				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		534		120		120		22.38%		22.38%		893		120		38		▲359		▲1		82

				1050		香川県三豊市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		三豊市土地開発公社 ミトヨシ トチ カイハツ コウシャ		公有用地、公有地の取得等		1,012		1,422		5		1,028				385		0		1.85%		12.42%				748		0				▲363		◎		▲411		▲416		6				4		▲1		4				32		32		0.15%		0.15%		30		30		2		2		973		618		618		63.50%		63.50%		1,335		618		618		▲362		▲1		▲1

				1051		香川県土庄町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		土庄町土地開発公社 トノショウチョウ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の取得および管理		216		203		5		0				202		0		4.24%		15.00%				202		0				0				14		14		1				1		1		0				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		206		0		0		0.00%		0.00%		206		0		0		0		0		0

				1052		香川県小豆島町		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		岬の分教場保存会 ミサキ ブンキョウジョウ ホゾンカイ		木造校舎と教育観光施設の管理運営		494		116		7		35				0		0		0.00%		14.62%				0		0				0				378		385		▲7				5		11		▲6				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1053		香川県三木町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		三木町土地開発公社 ミキチョウ トチ		土地の取得、造成、処分		169		158		5		158				0		0		0.00%		14.54%				0		0				0				11		11		▲1		●		▲1		▲1		▲1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		157		131		0		83.57%		0.00%		157		21		0		0		110		0

				1054		香川県宇多津町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		宇多津町土地開発公社 ウタヅチョウ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の先行取得		222		147		5		0				147		179		8.15%		15.00%				326		0				0				75		75		1				1		1		▲1				147		147		3.68%		3.68%		326		326		▲179		▲179		199		199		199		100.00%		100.00%		377		377		377		▲178		▲178		▲178

				1055		香川県多度津町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		多度津町土地開発公社 タドツチョウ トチ カイハツ コウシャ		公共土地・公用地等の取得		1,541		1,489		5		0		◎		1,489		0		27.10%		14.70%		○		1,672		0				▲184				53		53		1				1		1		▲1		◎		1,529		1,529		27.84%		27.84%		1,671		1,671		▲142		▲142		1,529		1,529		1,529		100.00%		100.00%		1,712		1,712		1,712		▲183		▲183		▲183

				1056		愛媛県		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		愛媛県廃棄物処理センター エヒメケン ハイキブツ ショリ		一般廃棄物及び産業廃棄物処理		2,624		2,440		3		1,563				0		1,643		0.46%		3.75%				0		1,833				▲190				184		161		24				27		▲87		113				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1057		愛媛県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		えひめ産業振興財団 サンギョウ シンコウ ザイダン		地域産業の高度化及び新事業創出の支援を行うとともに、県内中小企業等の情報化などを促進している。		15,874		13,019		900		10,621				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				2,855		2,924		▲70		○		▲74		2		▲76				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1058		愛媛県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		えひめ農林漁業振興機構 ノウリン ギョギョウ シンコウ キコウ		農地利用の集約化高度化を促進するとともに、農林漁業後継者の確保育成を図る。		1,546		408		11		76				13		0		0.00%		3.75%				17		0				▲4				1,139		1,139		1				1		▲11		11				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1059		愛媛県今治市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		今治勤労福祉事業団		勤労福祉施設の管理		140		81		36		18				0		0		0.00%		11.29%				0		0				0				59		50		10				16		6		10				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1060		愛媛県今治市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		今治市土地開発公社 イマバリシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の取得、管理、処分		3,289		2,994		10		2,994				0		0		0.00%		11.29%				0		0				0				295		296		▲1		◎		▲1		▲1		1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		2,994		2,994		0		100.00%		0.00%		2,994		2,994		0		▲1		▲1		0

				1061		愛媛県宇和島市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		宇和島市土地開発公社		公有地の取得・造成・管理・処分等		497		492		5		492				0		0		0.00%		11.96%				0		0				0				5		5		0				0		395		▲395				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		491		0		0		0.00%		0.00%		491		0		0		▲1		0		0

				1062		愛媛県新居浜市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		新居浜市土地開発公社 ニイハマシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の先行取得		1,456		1,397		10		279				1,097		0		4.02%		11.95%				971		0				126				60		60		1				1		1		1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		1,244		126		0		10.15%		0.00%		1,179		126		0		65		0		0

				1063		愛媛県西条市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		西条市土地開発公社 サイジョウシ トチ カイハツ コウシャ		土地の先行取得及び造成、管理等を行う。		130		24		5		24				0		0		0.00%		11.94%				0		0				0				107		106		1				1		3		▲2				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		28		28		28		100.00%		100.00%		32		32		32		▲4		▲4		▲4

				1064		愛媛県大洲市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		大洲市土地開発公社 オオズシ トチ カイハツ コウシャ		公用地の先行取得		163		152		5		0				152		0		0.97%		12.73%				295		0				▲143				11		9		2				91		11		81				152		152		0.97%		0.97%		293		293		▲141		▲141		152		152		152		100.00%		100.00%		293		293		293		▲141		▲141		▲141

				1065		愛媛県大洲市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		ひじかわ開発 カイハツ		ホテル、食堂の経営		73		17		30		4				0		0		0.00%		12.73%		-		-		-				-				56		-		-				1		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1066		愛媛県西予市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		あけはまシーサイドサンパーク		ふるさと創生館、民宿故郷、オートキャンプ場、塩風呂の管理運営		41		34		30		0				10		0		0.06%		12.67%				17		0				▲7				7		▲2		8				14		▲7		21				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1067		愛媛県西予市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		西予ＣＡＴＶ		有線テレビジョン放送の再送信及び自主放送		196		109		53		60				60		0		0.36%		12.67%				112		0				▲52				88		57		31				42		40		3				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1068		愛媛県西予市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		西予市土地開発公社		公共用地、公有地等の取得・管理処分等		443		236		10		0				236		0		1.41%		12.67%				284		0				▲49				208		195		13				13		▲1		13				235		97		1.41%		0.58%		409		74		▲174		23		397		397		125		100.00%		31.48%		417		409		74		▲20		▲12		51

				1069		愛媛県松前町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		松前町土地開発公社		公共用地、公用地等の取得、管理、処分		68		53		5		53				0		0		0.00%		14.21%				0		0				0				15		16		▲1		●		▲1		▲1		▲1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		55		0		0		0.00%		0.00%		55		0		0		0		0		0

				1070		高知県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		高知県産業振興センター コウチケン サンギョウ シンコウ		中小企業等の経営の革新や創業の促進等に関する事業を行う		15,268		12,782		41		10,645				37		0		0.01%		3.75%				64		0				▲28				2,487		2,573		▲86		○		▲2		7		▲9				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1071		高知県		一般社団法人 イッパン シャダンホウジン		高知県森林整備公社（林業公社） コウチケン シンリン セイビ コウシャ リンギョウ コウシャ		分収林事業による森林の整備		26,742		27,731		30		21,777				5,826		0		2.12%		3.75%				6,099		0				▲273		●		▲989		▲905		▲84				2		▲95		97				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1072		高知県		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		高知県土地開発公社 コウチケン トチ カイハツ コウシャ		公共施設用地等の取得、管理及び処分		8,610		8,196		10		0				7,834		0		2.84%		3.75%				7,857		0				▲24				415		399		16				3		▲2		4				5,931		5,931		2.15%		2.15%		6,482		6,482		▲551		▲551		8,268		6,027		6,027		72.89%		72.89%		8,391		6,482		6,482		▲123		▲455		▲455

				1073		高知県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		高知県農業公社 コウチケン ノウギョウ コウシャ		農地中間管理事業、青年農業者等就農支援事業等		304		247		5		223				0		0		0.00%		3.75%		-		-		-				-				57		-		-				2		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1074		高知県安芸市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		安芸市土地開発公社 アキシ トチ カイハツ コウシャ		公有地の拡大の推進		440		215		5		0				215		0		3.22%		14.17%				215		0				0				225		223		3				3		4		▲1				215		215		3.22%		3.22%		232		232		▲17		▲17		419		419		419		100.00%		100.00%		418		418		418		1		1		1

				1075		高知県南国市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		南国市土地開発公社 ナンコクシ トチ カイハツ コウシャ		公共事業等に係る用地先行取得		124		111		5		111				0		0		0.00%		13.13%				0		0				0				13		13		▲1		◎		▲1		▲1		0				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		111		111		43		100.00%		38.52%		111		111		43		▲1		▲1		▲1

				1076		高知県須崎市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		須崎市土地開発公社 スサキシ トチ カイハツ コウシャ		市有地他公共用地等の売買、公共事業に必要とする土地の取得・造成・管理		505		273		6		0				198		0		2.65%		13.90%				196		0				3				232		232		▲1		◎		▲1		▲1		1				62		60		0.83%		0.80%		61		52		1		8		494		358		355		72.52%		71.84%		491		355		346		3		3		9

				1077		高知県宿毛市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		西南地域ネットワーク		有線一般放送（テレビジョン）事業および電気通信事業		420		441		20		94				56		0		0.80%		14.07%				105		0				▲49		○		▲22		10		▲31		●		▲29		▲23		▲7				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1078		高知県土佐清水市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		土佐清水市土地開発公社 トサシミズシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の取得、造成、管理、処分		222		215		10		182				0		0		0.00%		14.72%				0		0				0				8		16		▲8		●		▲8		▲6		▲3				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		150		142		103		94.75%		68.74%		144		144		105		6		▲2		▲2

				1079		高知県香南市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		香南市土地開発公社 コウナンシ トチ カイハツ コウシャ		土地の先行取得に関する業務		295		204		10		0				203		0		1.77%		13.12%				188		0				15				92		93		▲2		○		▲2		3		▲4				213		213		1.85%		1.85%		188		188		25		25		265		250		250		94.19%		94.13%		248		248		248		17		2		2

				1080		高知県本山町		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		本山町農業公社 モ ノウギョウ コウシャ		米及び種苗生産販売等		94		46		9		15				0		15		0.65%		15.00%		-		-		-				-				49		-		-				1		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1081		高知県本山町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		れいほく地域振興 チイキ シンコウ		飲食店・地場産品加工販売		3		29		10		13				0		0		0.00%		15.00%		-		-		-				-		○		▲26		-		-		○		▲6		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1082		高知県大川村		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		むらびと本舗 ホンポ		畜産生産加工販売業（鶏、牛）		257		193		45		10				0		0		0.00%		15.00%		-		-		-				-				64		-		-				36		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1083		高知県梼原町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		梼原町土地開発公社 ユスハラチョウ トチ カイハツ コウシャ		公用地の取得、道路用地の代行取得		22		17		4		14				0		0		0.00%		15.00%				0		0				0				6		6		▲1		○		▲1		1		▲1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		8		8		0		100.00%		0.00%		9		9		0		▲1		▲1		0

				1084		高知県三原村		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		三原村農業公社 ミハラムラ ノウギョウ コウシャ		農業振興に係る業務		959		68		60		15				0		0		0.00%		15.00%		○		0		0				0				892		971		▲80		●		▲80		▲40		▲40				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1085		高知県三原村		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		三原村土地開発公社 ミハラムラ トチ カイハツ コウシャ		公有用地等の取得		263		189		5		189				0		0		0.00%		15.00%				189		0				▲189				74		75		▲1		●		▲1		▲1		▲1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		248		106		36		42.77%		14.53%		249		105		9		▲1		1		27

				1086		高知県黒潮町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		黒潮町缶詰製作所 ＠ク		缶詰食品の製造及び販売		39		27		23		10				0		10		0.19%		14.80%		-		-		-				-				12		-		-		○		▲15		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1087		福岡県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		福岡県農業振興推進機構 フクオカケン ノウギョウ シンコウ スイシン キコウ		農地中間管理事業、農業の担い手の確保及び育成事業		2,628		2,129		130		1,610				74		0		0.01%		3.75%				69		0				5				500		508		▲8		◎		▲6		▲10		5				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1088		福岡県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		福岡県中小企業振興センター フクオカケン チュウショウ キギョウ シンコウ		中小企業支援の中核拠点として、中小企業の経営の健全化を促進		5,325		3,442		2,042		2,049				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				1,883		2,313		▲430		◎		▲127		▲390		264				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1089		福岡県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		福岡県産業・科学技術振興財団 フクオカケン サンギョウ カガク ギジュツ シンコウ ザイダン		福岡県における科学技術の振興		3,793		1,297		895		87				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				2,496		2,728		▲232		◎		▲227		▲276		50				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1090		福岡県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		福岡県教育文化奨学財団 フクオカケン キョウイク ブンカ ショウガク ザイダン		教育文化活動の助成及び振興、福岡県青少年科学館の管理・運営、奨学金の貸与、福岡県学生会館の運営		40,345		36,829		2,000		36,070				846		0		0.09%		3.75%				916		0				▲71				3,517		3,180		337		◎		▲240		▲306		67				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1091		福岡県		地方道路公社 チホウ ドウロ コウシャ		福岡県道路公社 フクオカケン ドウロ コウシャ		一般有料道路の建設及び管理		93,990		67,321		19,280		0				23,332		0		2.37%		3.75%				25,999		0				▲2,667				26,670		26,670		0				0		0		0				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1092		福岡県		地方道路公社 チホウ ドウロ コウシャ		福岡北九州高速道路公社 フクオカ キタキュウシュウ コウソク ドウロ コウシャ		指定都市高速道路の建設及び管理		1,257,344		1,035,069		110,649		52,223		◎		258,631		0		26.31%		3.75%		○		268,928		0				▲10,297				222,276		222,226		50				50		51		▲1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1093		福岡県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		水素エネルギー製品研究試験センター スイソ セイヒン ケンキュウ シケン		水素エネルギー新産業の育成・集積		4,084		261		50		112				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				3,824		4,074		▲251				216		115		102				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1094		福岡県北九州市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		皿倉登山鉄道 サラ クラ トザン テツドウ		鋼索鉄道（ケーブル）事業		102		81		10		72				0		0		0.00%		11.25%				0		0				0				22		7		15				15		12		4				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1095		福岡県北九州市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		北九州高速鉄道 キタキュウシュウ コウソク テツドウ		北九州モノレールの運営		18,234		5,286		3,000		1,300				0		0		0.00%		11.25%				0		0				0				12,949		12,981		▲33		◎		▲47		▲67		21				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1096		福岡県北九州市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		北九州紫川開発 キタキュウシュウ ムラサキ カワ カイハツ		再開発ビル（商業施設及び駐車場等）の所有、賃貸、管理運営		10,039		3,160		1,527		1,125				0		0		0.00%		11.25%				0		0				0				6,879		6,826		54				82		81		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1097		福岡県北九州市		地方住宅供給公社 チホウ ジュウタク キョウキュウ コウシャ		北九州市住宅供給公社 キタキュウシュウシ ジュウタク キョウキュウ コウシャ		分譲住宅の建設・販売、賃貸住宅の建設・管理、市営住宅の維持管理等。		18,240		11,260		11		1,193				0		0		0.00%		11.25%				0		2,569				▲2,569				6,981		6,805		176				176		81		96				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1098		福岡県北九州市		地方道路公社 チホウ ドウロ コウシャ		北九州市道路公社 キタキュウシュウシ ドウロ コウシャ		有料道路「若戸大橋」及び「新若戸道路」の維持管理、料金徴収		12,536		11,794		743		0				6,008		0		2.42%		11.25%				6,523		0				▲516				743		743		0				0		0		0				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1099		福岡県北九州市		地方道路公社 チホウ ドウロ コウシャ		福岡北九州高速道路公社 フクオカ キタキュウシュウ コウソク ドウロ コウシャ		指定都市高速道路の建設及び管理		1,257,344		1,035,069		28,748		21,202		◎		100,418		0		40.38%		11.25%		○		103,579		0				▲3,162				222,276		222,226		50				50		51		▲1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1100		福岡県福岡市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		福岡コンベンションセンター		コンベンション施設の管理・運営		13,293		4,663		185		0				4,138		0		1.16%		11.25%				5,132		0				▲995				8,630		8,008		623				647		893		▲247				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1101		福岡県福岡市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		福岡市水産加工公社		魚滓の再生利用(魚粉等の製造販売)		805		646		10		0				589		0		0.16%		11.25%				737		0				▲148				159		101		59		●		▲89		▲87		▲2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1102		福岡県福岡市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		福岡市教育振興会		高校生等への奨学金の貸与等		7,058		5,872		29		0				0		5,946		1.66%		11.25%				0		5,817				130				1,186		1,133		54				0		▲1		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1103		福岡県福岡市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		福岡市施設整備公社		市有建築物の維持保全，学校施設等の建設・貸付け及び譲渡		18,764		18,572		200		0				16,959		149		4.78%		11.25%				17,443		95				▲431				192		222		▲31		○		▲31		4		▲35				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1104		福岡県福岡市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		福岡市土地開発公社		土地の取得，造成，管理，処分		8,182		6,136		40		1,542				4,576		0		1.28%		11.25%				6,116		0				▲1,541				2,046		2,036		10		●		▲24		▲18		▲6				3,171		1,940		0.89%		0.54%		4,556		3,150		▲1,385		▲1,210		6,306		3,219		1,988		51.05%		31.52%		8,059		4,556		3,150		▲1,753		▲1,337		▲1,162

				1105		福岡県福岡市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		ふくおか環境財団		廃棄物（ごみ・し尿）の収集・運搬		5,518		3,145		20		0				2,775		0		0.78%		11.25%				3,173		0				▲399				2,374		2,366		9				13		23		▲10				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1106		福岡県福岡市		地方道路公社 チホウ ドウロ コウシャ		福岡北九州高速道路公社		指定都市高速道路の建設及び管理		1,257,344		1,035,069		81,901		41,626		◎		147,600		0		41.27%		11.25%		○		156,203		0				▲8,603				222,276		222,226		50				50		51		▲1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1107		福岡県大牟田市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		大牟田市土地開発公社 オオムタシトチカイハツコウシャ		公有地、住宅用地、工業団地の取得・造成・処分及び造成地での賃貸		775		244		5		236				0		0		0.00%		11.88%		-		-		-				-				531		-		-				6		-		-				0		0		0.00%		0.00%		-		-		-		-		495		258		258		52.09%		52.09%		-		-		-		-		-		-

				1108		福岡県久留米市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		久留米市開発公社 クルメ シ カイハツ コウシャ		産業団地開発分譲		6,228		3,472		2		0				3,109		0		4.58%		11.25%				3,664		0				▲556				2,756		2,695		62				62		49		14				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1109		福岡県久留米市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		久留米市土地開発公社 クルメ シ トチ カイハツ コウシャ		公有用地先行取得		2,245		2,030		7		0				1,891		0		2.79%		11.25%				2,016		0				▲125				215		215		1				1		1		▲1				664		636		0.98%		0.94%		727		699		▲63		▲63		1,871		709		681		37.89%		36.40%		2,260		727		699		▲389		▲18		▲18

				1110		福岡県久留米市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		久留米都市開発ビル		再開発ビルの賃貸		2,477		2,352		20		2,124				0		0		0.00%		11.25%				0		0				0				126		125		1				1		5		▲4				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1111		福岡県直方市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		直方市土地開発公社 ノオ		地域の整備を図るために必要な公有地となる土地を市に代わり先行取得する		479		405		5		305				100		305		3.10%		12.94%				100		305				0				74		74		▲1		○		▲1		3		▲3				262		262		2.01%		2.01%		456		456		▲194		▲194		458		458		458		100.00%		100.00%		456		456		456		2		2		2

				1112		福岡県飯塚市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		飯塚市土地開発公社 イイヅカシ トチ カイハツ コウシャ		市有土地の買収及びあっせん		1,614		1,594		8		1,539				0		0		0.00%		11.66%				0		0				0				20		11		10				10		▲2		11				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		1,584		1,511		1,511		95.37%		95.37%		1,711		1,638		1,638		▲127		▲127		▲127

				1113		福岡県八女市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		立花ワイン		ワイン製造、販売		36		9		5		0				3		0		0.01%		12.42%				5		0				▲2				28		27		1				1		4		▲4				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1114		福岡県八女市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		立花バンブー		竹炭、竹酢液の生産、販売		23		82		10		0				35		0		0.17%		12.42%				40		0				▲5		●		▲59		▲40		▲20		●		▲30		▲6		▲24				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1115		福岡県豊前市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		豊前市土地開発公社 ブゼンシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地、公用地等の取得、管理、処分を行う		140		52		5		52				0		52		0.75%		14.07%				0		101				▲49				88		88		1				1		3		▲2				53		53		0.76%		0.76%		53		53		▲1		▲1		129		53		53		40.83%		40.83%		120		53		53		9		▲1		▲1

				1116		福岡県小郡市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		小郡市土地開発公社 オゴオリシ トチ カイハツ コウシャ		土地の取得・造成・管理・処分		372		36		5		0				36		0		0.30%		13.11%				84		0				▲49				337		334		3				3		2		1				360		360		3.12%		3.12%		405		405		▲44		▲44		360		360		360		100.00%		100.00%		405		405		405		▲45		▲45		▲45

				1117		福岡県筑紫野市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		筑紫野市土地開発公社 チクシノシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地、公用地の取得、管理、処分等		2,132		1,800		5		527				1,272		0		6.74%		12.55%				1,482		0				▲210				333		332		1				1		▲4		4				442		442		2.34%		2.34%		458		458		▲16		▲16		2,114		1,258		1,258		59.50%		59.50%		2,311		1,272		1,272		▲197		▲14		▲14

				1118		福岡県大野城市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		大野城市土地開発公社		公共用地、公有用地の取得・管理・処分		864		810		5		0				725		0		3.98%		12.58%				367		0				358				55		60		▲5		◎		▲5		▲5		1				317		317		1.75%		1.75%		317		317		0		0		810		317		317		39.21%		39.21%		406		317		317		404		0		0

				1119		福岡県宗像市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		宗像市土地開発公社 ムナカタシ トチ カイハツ コウシャ		公有、公共用地の取得、管理及び処分		261		463		5		267				197		0		1.00%		12.51%				197		0				1		●		▲203		▲202		▲1		◎		▲1		▲1		1				197		197		1.00%		1.00%		197		197		0		0		197		197		197		100.00%		100.00%		197		197		197		0		0		0

				1120		福岡県古賀市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		古賀市土地開発公社		公用地の取得・管理		456		333		6		258				75		0		0.65%		13.10%				75		0				0				123		123		▲1		◎		▲1		▲1		1				78		78		0.67%		0.67%		77		77		1		1		365		140		140		38.25%		38.25%		342		139		139		23		1		1

				1121		福岡県朝倉市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		甘木鉄道 アマギテツドウ		鉄道業務・販売業務		342		179		63		109				0		0		0.00%		12.74%				0		0				0				164		162		2		◎		▲1		▲4		3				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1122		福岡県新宮町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		新宮町土地開発公社 シングウマチ トチ カイハツ コウシャ		土地の取得、造成		1,129		790		5		140				650		0		10.81%		14.44%				250		0				400				339		334		5				5		5		1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		736		322		116		43.68%		15.82%		638		166		117		98		156		▲2

				1123		福岡県粕屋町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		粕屋町土地開発公社 カスヤマチ トチ カイハツ コウシャ		公共用地等の先行取得		149		235		5		0				235		0		2.78%		13.65%				434		0				▲200		◎		▲87		▲287		201				1		1		▲1				141		141		1.68%		1.68%		141		141		0		0		141		141		141		100.00%		100.00%		141		141		141		0		0		0

				1124		福岡県岡垣町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		岡垣町土地開発公社 オカガキマチ トチ カイハツ コウシャ		公有地の拡大の推進に関する法律第１７条に規定する公共用地の取得や住宅用地の造成事業等		227		30		10		28				0		0		0.00%		14.35%				205		0				▲205				197		174		23				23		98		▲76				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		95		0		0		0.00%		0.00%		161		0		0		▲66		0		0

				1125		福岡県遠賀町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		遠賀町土地開発公社 オンガ マチ トチカイハツコウシャ		地域の秩序ある整備を図るために必要な公有地となるべき土地等の取得		225		170		20		170				0		0		0.00%		15.00%				0		0				0				56		61		▲6		◎		▲1		▲1		1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		203		203		0		100.00%		0.00%		203		190		0		0		13		0

				1126		福岡県小竹町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		小竹町土地開発公社 コタケマチ トチ カイハツ コウシャ		公共用地、公用地等の取得、管理処分等		270		248		5		0				248		0		9.00%		15.00%				246		0				3				22		14		9				9		6		4				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		253		0		0		0.00%		0.00%		243		0		0		10		0		0

				1127		福岡県大刀洗町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		大刀洗町土地開発公社 タチアライマチ トチ カイハツ コウシャ		土地の取得・造成・処分		83		71		5		71				0		0		0.00%		15.00%				0		0				0				12		12		▲1		◎		▲1		▲58		58				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		73		73		73		100.00%		100.00%		73		73		73		0		0		0

				1128		福岡県香春町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		田川情報不動産センター タガワ ジョウホウ フドウサン		民間事業所の賃貸事業		201		95		21		0				5		0		0.15%		15.00%				15		0				▲10				106		99		7				5		6		▲2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1129		福岡県添田町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		ウッディー		森林の保全管理及び製材業		28		86		26		86				0		0		0.00%		15.00%				0		0				0		●		▲58		▲48		▲10		◎		▲10		▲24		14				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1130		福岡県添田町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		栄農社 エイ ノウ シャ		耕作放棄地の解消		5		20		13		20				0		0		0.00%		15.00%				0		0				0		●		▲16		▲9		▲7		◎		▲2		▲7		5				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1131		福岡県苅田町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		苅田町土地開発公社 カンダマチ トチ カイハツ コウシャ		地域の秩序ある整備を図るため、必要な公有地となるべき土地を地方公共団体にかわって先行取得する。		709		405		5		0				400		0		4.74%		13.64%				400		0				0				304		301		4				4		4		▲1				640		640		7.58%		7.58%		640		640		0		0		640		640		640		100.00%		100.00%		640		640		640		0		0		0

				1132		福岡県みやこ町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		犀川四季犀館 サイガワ シキ サイ カン		旧犀川町物産直売所の管理運営、農林産物の販売		62		37		3		20				0		0		0.00%		14.07%				0		0				0				25		25		1				1		▲4		4				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1133		福岡県みやこ町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		勝山町農業支援センター カツヤマ マチ ノウギョウ シエン		農業経営、農作業受託		21		20		2		10				0		10		0.14%		14.07%				0		10				0				1		▲9		10				10		▲4		14				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1134		佐賀県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		佐賀県地域産業支援センター		県内中小企業の経営の安定向上を目指し、地域産業の発展及び地域の振興を図るため、各種の事業を実施する。		6,133		4,068		8		3,323				582		0		0.22%		3.75%				511		0				72				2,066		2,014		52				21		▲22		43				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1135		佐賀県		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		佐賀県農業公社		農用地の貸借並びに売買事業、特定鉱害復旧事業、青年農業者等の確保・育成等に関する事業		1,792		932		11		809				78		0		0.03%		3.75%				70		0				9				860		851		10		○		▲1		1		▲1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1136		佐賀県		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		嘉瀬川水辺環境整備センター		嘉瀬川の水辺環境整備及びスポーツレクリエーション施設整備		237		43		5		0				16		0		0.01%		3.75%				19		0				▲3				194		189		5				5		4		2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1137		佐賀県		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		佐賀県環境クリーン財団		廃棄物処理施設の整備・運営		7,455		1,807		30		1,535				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				5,649		5,946		▲297				189		246		▲58				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1138		佐賀県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		佐賀ターミナルビル		佐賀空港ターミナルビルの管理		2,569		1,042		604		169				0		0		0.00%		3.75%				0		27				▲27				1,528		1,442		86				130		106		24				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1139		佐賀県		地方道路公社 チホウ ドウロ コウシャ		佐賀県道路公社		有料道路事業により地方の幹線道路の整備を促進して、交通の円滑化を図る		28,284		18,394		7,490		450				4,659		0		1.77%		3.75%				5,252		0				▲594				9,890		9,890		0				0		0		0				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1140		佐賀県佐賀市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		佐賀市土地開発公社		公共用地の先行取得、土地造成事業		1,667		1,037		5		939				98		0		0.18%		11.25%				0		0				98				630		602		29				29		30		▲1				805		805		1.47%		1.47%		1,819		1,350		▲1,014		▲545		1,330		1,330		1,105		100.00%		83.08%		2,282		2,100		1,632		▲952		▲770		▲527

				1141		佐賀県佐賀市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		スマイルアース		県民の森施設の管理・サービス提供		221		62		5		5				0		5		0.01%		11.25%		-		-		-				-				159		-		-		○		▲2		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1142		佐賀県佐賀市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		嘉瀬川水辺環境整備センター カセ カワ ミズベ カンキョウ セイビ		嘉瀬川の水辺環境整備及びスポーツレクリエーション施設整備		237		43		5		0				16		0		0.03%		11.25%		-		-		-				-				194		-		-				5		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1143		佐賀県唐津市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		唐津市土地開発公社		公共用地・公用地の取得、管理、処分		5,349		4,933		5		0		●		4,933		0		13.61%		11.57%		○		4,360		0				573				417		414		4				7		20		▲14				2,468		1,108		6.81%		3.06%		3,514		2,154		▲1,046		▲1,046		4,397		2,468		1,108		56.14%		25.21%		5,108		3,514		2,154		▲711		▲1,046		▲1,046

				1144		佐賀県鳥栖市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		鳥栖市土地開発公社		公共施設用地等の取得・処分・造成など		3,843		3,766		3		0		◎		3,763		0		25.95%		12.82%		○		3,960		0				▲197				78		77		1				1		▲2		2		◎		3,761		3,761		25.94%		25.94%		4,024		4,024		▲263		▲263		3,828		3,828		3,828		100.00%		100.00%		4,024		4,024		4,024		▲196		▲196		▲196

				1145		佐賀県伊万里市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		伊万里市土地開発公社 イマリシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地、公用地の取得、管理、処分		452		371		1		0				371		0		2.65%		12.86%				370		0				1				82		87		▲6		●		▲6		▲5		▲2				376		364		2.69%		2.61%		374		362		2		2		424		424		412		100.00%		97.21%		428		428		416		▲4		▲4		▲4

				1146		佐賀県嬉野市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		嬉野市土地開発公社 ウレシノシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地取得、造成、処分		1,926		1,923		2		0		●		1,923		0		24.33%		13.78%		○		1,650		0				274				3		3		▲1		●		▲1		▲1		▲1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		1,767		0		0		0.00%		0.00%		1,599		0		0		168		0		0

				1147		佐賀県神埼市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		神埼地区土地開発公社 カンザキ チク トチ カイハツ コウシャ		公共用地、公用地等の取得、造成、管理、処分及びあっせん		27		11		8		0				11		0		0.12%		13.50%				48		0				▲38				17		17		1				1		1		▲1				11		11		0.12%		0.12%		48		48		▲37		▲37		11		11		11		100.00%		100.00%		48		48		48		▲37		▲37		▲37

				1148		佐賀県基山町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		基山町土地開発公社 キヤマチョウ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の先行取得業務		124		81		2		81				0		0		0.00%		15.00%				0		0				0				43		44		▲1		●		▲1		▲1		▲1				0		0		0.00%		0.00%		122		122		▲122		▲122		122		122		122		100.00%		100.00%		122		122		122		0		0		0

				1149		佐賀県みやき町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		三養基西部土地開発公社 ミヤキ セイブ トチ カイハツ コウシャ		公共用地等の取得、造成、処分等		424		415		5		415				0		0		0.00%		14.00%				0		0				0				9		10		▲1		◎		▲1		▲1		1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		412		0		0		0.00%		0.00%		25		0		0		387		0		0

				1150		佐賀県江北町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		江北町土地開発公社 コウホクマチ トチ カイハツ コウシャ		土地の取得・造成		78		53		10		53				0		0		0.00%		15.00%				0		0				0				25		25		▲1		○		▲1		8		▲8				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		45		0		0		0.00%		0.00%		7		0		0		38		0		0

				1151		長崎県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		長崎県産業振興財団		地場企業の発展支援、企業誘致の推進、ベンチャー企業の育成支援、及び研究開発の支援など		11,599		7,430		2,418		7,153				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				4,170		4,475		▲305		●		▲129		▲42		▲87				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1152		長崎県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		長崎県漁業公社 ナガサキケン ギョギョウ コウシャ		放流用及び養殖用種苗生産		342		255		30		56				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				87		66		21				22		16		6				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1153		長崎県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		長崎県農業振興公社 ナガサキケン ノウギョウ シンコウ コウシャ		担い手農家へ農地を利用集積させるために、農地中間管理事業等を実施する。		4,474		4,448		1		355				4,030		0		1.03%		3.75%				4,112		195				▲277				27		10		17				17		13		5				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1154		長崎県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		長崎県農林水産業担い手育成基金 ナ		農林水産業の担い手の確保・育成		1,115		722		400		71				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				393		396		▲3		●		▲3		▲3		▲1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1155		長崎県		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		長崎県林業公社（林業公社）		森林所有者との契約による森林経営		42,657		30,612		51		21,877				2,875		0		0.73%		3.75%				3,047		0				▲172				12,045		11,817		229				120		▲4		124				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1156		長崎県		地方住宅供給公社 チホウ ジュウタク キョウキュウ コウシャ		長崎県住宅供給公社 ナガサキケン ジュウタク キョウキュウ コウシャ		住宅、宅地の分譲、公社賃貸住宅の管理、県営住宅の管理		10,033		6,553		7		1,677				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				3,481		3,294		187				154		174		▲21				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1157		長崎県		地方道路公社 チホウ ドウロ コウシャ		長崎県道路公社 ナガサキ ケン ドウロ コウシャ		有料道路の建設・維持管理		26,534		19,639		6,895		0				3,198		0		0.82%		3.75%				4,085		0				▲888				6,895		6,895		0				1		▲56		57				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1158		長崎県		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		長崎県土地開発公社 ナガサキケン トチ カイハツ コウシャ		公共用地、公用地の取得、造成、管理、処分		6,961		2,917		50		2,660				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				4,045		3,976		70				70		▲10		80				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		5,436		5,436		4,685		100.00%		86.18%		5,433		5,433		4,682		3		3		3

				1159		長崎県長崎市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		長崎つきまち ナガサキ		自己所有ビルの管理		1,019		721		200		55				0		0		0.00%		11.25%				0		0				0				299		272		28				57		53		4				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1160		長崎県長崎市		地方住宅供給公社 チホウ ジュウタク キョウキュウ コウシャ		長崎県住宅供給公社 ナガサキ ケン ジュウタク キョウキュウ コウシャ		住宅、宅地の分譲、公社賃貸住宅の管理、県営住宅の管理		10,033		6,553		3		286				0		0		0.00%		11.25%				0		0				0				3,481		3,294		187				154		174		▲21				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1161		長崎県長崎市		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		長崎県林業公社（林業公社） ナガサキケン リンギョウ コウシャ リンギョウ コウシャ		森林所有者との契約による森林経営		42,657		30,612		1		265				349		0		0.34%		11.25%				369		0				▲21				12,045		11,817		229				120		▲4		124				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1162		長崎県佐世保市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		佐世保市学校給食会 サセボシ ガッコウ キュウショク カイ		学校給食物資調達		53		50		3		0				0		27		0.04%		11.25%				0		27				0				4		4		0				0		0		0				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1163		長崎県佐世保市		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		長崎県林業公社（林業公社） ナガサキケン リンギョウ コウシャ リンギョウ コウシャ		森林所有者との契約による森林経営		42,657		30,612		1		257				254		0		0.41%		11.25%				270		0				▲17				12,045		11,817		229				120		▲4		124				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1164		長崎県諫早市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		諫早市土地開発公社		公共用地の取得、造成、管理、処分		5,751		5,305		5		1,244				3,987		0		10.88%		11.55%		○		4,666		0				▲679				446		423		24				74		41		34		◎		4,092		4,092		11.17%		11.17%		4,759		4,759		▲667		▲667		5,335		4,092		4,092		76.70%		76.70%		4,759		4,759		4,759		576		▲667		▲667

				1165		長崎県大村市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		大村市土地開発公社 オオムラシ トチ カイハツ コウシャ		「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく土地の取得及び処分		2,103		1,971		5		0				1,971		0		10.41%		12.55%		○		2,365		0				▲394				132		136		▲4		○		▲9		2		▲10				1,682		488		8.89%		2.58%		1,763		487		▲81		1		1,782		1,682		488		94.36%		27.41%		2,016		1,763		487		▲234		▲81		1

				1166		長崎県大村市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		大村市総合地方卸売市場 オオムラ シ ソウゴウ チホウ オロシウリ イチバ		施設・設備の維持管理		316		229		48		0				219		0		1.15%		12.55%				253		0				▲35				88		87		2				2		▲1		2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1167		長崎県平戸市		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		長崎県林業公社（林業公社） ナガサキケン リンギョウ コウシャ リンギョウ コウシャ		森林所有者との契約による森林経営		42,657		30,612		0		201				183		0		1.33%		12.88%				196		0				▲13				12,045		11,817		229				120		▲4		124				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1168		長崎県松浦市		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		長崎県林業公社（林業公社） ナガサキケン リンギョウ コウシャ リンギョウ コウシャ		森林所有者との契約による森林経営		42,657		30,612		1		85				65		0		0.66%		13.37%				70		0				▲5				12,045		11,817		229				120		▲4		124				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1169		長崎県対馬市		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		長崎県林業公社（林業公社） ナガサキケン リンギョウ コウシャ リンギョウ コウシャ		森林所有者との契約による森林経営		42,657		30,612		1		1,372				1,376		0		7.28%		12.55%				1,447		0				▲71				12,045		11,817		229				120		▲4		124				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1170		長崎県五島市		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		長崎県林業公社（林業公社） ナガサキケン リンギョウ コウシャ リンギョウ コウシャ		森林所有者との契約による森林経営		42,657		30,612		1		162				158		0		0.89%		12.61%				170		0				▲12				12,045		11,817		229				120		▲4		124				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1171		長崎県西海市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		大島町中央商店街振興公社		商業店舗の賃貸及び管理		86		41		8		38				0		0		0.00%		12.91%				0		0				0				46		43		3				4		4		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1172		長崎県西海市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		崎戸商船		一般乗合旅客自動車運送		55		137		2		0				0		10		0.07%		12.91%				0		10				0		◎		▲83		▲98		15				16		▲3		18				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1173		長崎県西海市		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		長崎県林業公社（林業公社） ナガサキケン リンギョウ コウシャ リンギョウ コウシャ		森林所有者との契約による森林経営		42,657		30,612		1		157				189		0		1.40%		12.91%				201		0				▲12				12,045		11,817		229				120		▲4		124				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1174		長崎県長与町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		西彼中央土地開発公社 セイヒ チュウオウ トチ カイハツ コウシャ		公有地の拡大の推進に関する法律に基づく土地の先行取得事務		1,218		1,210		3		0		◎		1,172		0		15.65%		13.89%		○		1,239		0				▲68				8		8		1				1		1		▲1		◎		1,131		1,131		15.12%		15.12%		1,198		1,198		▲67		▲67		1,210		1,170		1,170		96.67%		96.67%		1,277		1,237		1,237		▲67		▲67		▲67

		●		1175		長崎県長与町		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		長崎県林業公社（林業公社） ナガサキケン リンギョウ コウシャ リンギョウ コウシャ		森林所有者との契約による森林経営		42,657		30,612		1		16				20		0		0.26%		13.89%				21		0				▲2				12,045		11,817		229				120		▲4		124				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1176		長崎県時津町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		西彼中央土地開発公社		公有地の拡大の推進に関する法律に基づく土地の先行取得事務		1,218		1,210		3		0				39		0		0.64%		14.43%				39		0				0				8		8		1				1		1		▲1				39		39		0.64%		0.64%		39		39		▲1		▲1		1,210		1,170		1,170		96.67%		96.67%		1,277		1,237		1,237		▲67		▲67		▲67

		●		1177		長崎県時津町		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		長崎県林業公社（林業公社） ナガサキケン リンギョウ コウシャ リンギョウ コウシャ		森林所有者との契約による森林経営		42,657		30,612		1		12				9		0		0.14%		14.43%				9		0				▲1				12,045		11,817		229				120		▲4		124				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1178		長崎県東彼杵町		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		長崎県林業公社（林業公社） ナガサキケン リンギョウ コウシャ リンギョウ コウシャ		森林所有者との契約による森林経営		42,657		30,612		1		30				26		0		0.83%		15.00%				28		0				▲2				12,045		11,817		229				120		▲4		124				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1179		長崎県川棚町		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		長崎県林業公社（林業公社） ナガサキケン リンギョウ コウシャ リンギョウ コウシャ		森林所有者との契約による森林経営		42,657		30,612		1		18				13		0		0.33%		15.00%				14		0				▲1				12,045		11,817		229				120		▲4		124				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1180		長崎県波佐見町		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		長崎県林業公社（林業公社） ナガサキケン リンギョウ コウシャ リンギョウ コウシャ		森林所有者との契約による森林経営		42,657		30,612		1		65				65		0		1.79%		15.00%				68		0				▲4				12,045		11,817		229				120		▲4		124				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1181		長崎県小値賀町		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		小値賀町担い手公社 オヂカ チョウ ニナ テ コウシャ		農業後継者の育成等		201		77		20		32				0		0		0.00%		15.00%				0		0				0				124		105		19		●		▲4		▲4		▲1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1182		長崎県佐々町		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		長崎県林業公社（林業公社） ナガサキケン リンギョウ コウシャ リンギョウ コウシャ		森林所有者との契約による森林経営		42,657		30,612		1		70				49		0		1.40%		15.00%				54		0				▲5				12,045		11,817		229				120		▲4		124				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1183		長崎県新上五島町		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		新上五島町振興公社 シンカミゴトウチョウ シンコウ コウシャ		椿油製品製造販売・公有財産管理		43		21		1		14				0		14		0.12%		13.11%				0		16				▲2				22		20		3				4		▲1		5				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1184		長崎県新上五島町		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		長崎県林業公社（林業公社） ナガサキケン リンギョウ コウシャ リンギョウ コウシャ		森林所有者との契約による森林経営		42,657		30,612		1		139				136		0		1.18%		13.11%				136		0				0				12,045		11,817		229				120		▲4		124				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1185		熊本県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		熊本空港ビルデイング		熊本空港ターミナルビルの管理		6,836		2,513		57		260				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				4,324		4,087		237				373		345		28				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1186		熊本県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		水俣・芦北地域振興財団 ミナマタ アシキタ チイキ シンコウ ザイダン		水俣病により深刻な影響を受けた地域の安定・発展に寄与することを目的とした金融支援や地域振興に係る事業		106,535		9,514		3,000		9,462				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				97,022		95,837		1,185				1,181		1,163		18				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1187		熊本県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		くまもと産業支援財団		高度技術に立脚した産業開発を支援し、中小企業をはじめとする地域産業の総合的な振興発展を図る		9,983		2,681		310		2,089				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				7,302		7,387		▲85		◎		▲66		▲92		27				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1188		熊本県		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		熊本県林業公社（林業公社） クマモトケン リンギョウ コウシャ リンギョウ コウシャ		環境の保全及び形成に配慮した造林、育林事業の実施		31,109		31,003		8		23,912				6,941		0		1.56%		3.75%				7,182		0				▲242				106		20		86		●		▲283		▲269		▲14				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1189		熊本県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		熊本県林業従事者育成基金		林業従事者の就業環境の整備		3,149		118		2,583		3				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				3,031		2,981		50		◎		▲1		▲6		5				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1190		熊本県		地方道路公社 チホウ ドウロ コウシャ		熊本県道路公社		有料道路の建設、維持管理等		4,340		2,827		1,505		0				214		0		0.05%		3.75%				351		0				▲138				1,514		1,514		0				0		0		0				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1191		熊本県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		熊本県農業公社		農地保有合理化による農業構造等の改善		1,945		1,238		255		92				551		0		0.12%		3.75%				550		0				2				707		708		▲1				5		▲6		10				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1192		熊本県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		熊本県環境整備事業団 クマモトケン カンキョウ セイビ ジギョウダン		産業廃棄物管理型最終処分場の運営		7,018		3,661		2		3,600				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				3,357		2,532		826		●		▲118		▲24		▲95				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1193		熊本県八代市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		八代市土地開発公社 ヤツシロシ トチ カイハツ コウシャ		有佐分譲地の販売		88		57		3		57				0		0		0.00%		11.63%				0		0				0				32		57		▲25		●		▲25		▲4		▲20				0		0		0.00%		0.00%		56		0		▲56		0		56		56		56		100.00%		99.29%		56		56		0		0		0		56

				1194		熊本県人吉市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		くま川下り カワ クダ		木造船による球磨川の観光遊覧及び国民宿舎の管理運営		152		156		12		35				0		0		0.00%		13.50%				0		0				0		○		▲4		3		▲7		●		▲6		▲4		▲2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1195		熊本県水俣市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		水俣市土地開発公社		公共用地等の取得		180		171		1		104				68		0		0.82%		13.70%				75		0				▲8				9		9		1				1		1		▲1				67		67		0.82%		0.82%		178		178		▲111		▲111		171		171		171		100.00%		100.00%		178		178		178		▲7		▲7		▲7

				1196		熊本県菊池市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		菊池市土地開発公社		公有地となるべき必要な土地等の取得及び造成その他の管理等		1,556		1,172		1		1,169				0		0		0.00%		12.76%				0		0				0				385		354		31				31		▲320		351				0		0		0.00%		0.00%		1,715		1,691		▲1,715		▲1,691		1,528		1,528		1,504		100.00%		98.45%		1,715		1,715		1,691		▲187		▲187		▲187

				1197		熊本県宇土市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		宇土市土地開発公社 ウトシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地及び公有地等の取得管理処分等		333		321		1		0				321		0		3.78%		13.63%				377		0				▲57				13		21		▲9		○		▲9		6		▲14				320		186		3.77%		2.20%		367		233		▲47		▲47		320		320		187		100.00%		58.52%		367		367		233		▲47		▲47		▲46

				1198		熊本県阿蘇市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		東阿蘇観光開発		仙酔峡ロープウェイの運営		224		334		50		0				194		0		1.98%		13.37%				209		0				▲16		●		▲110		▲103		▲8		◎		▲8		▲9		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1199		熊本県阿蘇市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		阿蘇市土地開発公社		公共用地の先行取得		23		14		1		14				0		0		0.00%		13.37%				2		0				▲2				9		10		▲1		●		▲1		▲1		▲1				0		14		0.00%		0.14%		14		14		▲14		▲1		14		14		14		100.00%		100.00%		14		14		14		0		0		0

				1200		熊本県山都町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		そよ風遊学協会 カゼ ユウガク キョウカイ		宿泊施設・公園・物産館の管理運営		37		85		100		21				0		0		0.00%		13.72%				0		0				0		◎		▲48		▲49		2				2		▲7		8				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1201		熊本県五木村		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		子守唄の里五木 コモリウタ サト イツキ		農林畜水産物の製造及び加工・販売		69		44		42		13				0		0		0.00%		15.00%				0		0				0				25		18		8				57		73		▲17				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1202		熊本県山江村		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		やまえ		農林水産物の加工販売及び通信販売。公衆浴場、宿泊施設の経営、各種イベントの企画、運営、情報発信。		28		36		11		9				0		0		0.00%		15.00%				0		0				0		○		▲8		1		▲9		●		▲10		▲2		▲8				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1203		熊本県球磨村		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		球磨村ふるさと振興公社 クマムラ シンコウ コウシャ		温泉宿泊施設の管理、運営		9		22		20		10				0		0		0.00%		15.00%				0		0				0		●		▲14		▲5		▲9		●		▲9		▲6		▲3				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1204		大分県		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		大分県農業農村振興公社 オオイタケン ノウギョウ ノウソン シンコウ コウシャ		農地中間管理事業等		9,654		6,873		397		162				132		1,500		0.49%		3.75%				156		1,500				▲25				2,782		2,442		341		◎		▲78		▲82		4				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1205		大分県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		大分県産業創造機構 オオイタケン サンギョウ ソウゾウ キコウ		経営指導・取引振興		7,221		5,889		906		4,010				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				1,332		2,110		▲778		●		▲78		▲34		▲45				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1206		大分県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		大分県奨学会 オオイタケン ショウガクカイ		保護者等が県内に在住する者の大学生・高校生等に対する奨学金の貸与		10,608		6,470		476		6,468				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				4,139		4,170		▲32				6		46		▲40				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1207		大分県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		大分県畜産公社 オオイタケン チクサン コウシャ		家畜のと畜、食肉の製造及び販売並びに付帯する事業		5,455		2,809		501		0				0		375		0.11%		3.75%		-		-		-				-				2,647		-		-				93		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1208		大分県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		大分朝日放送		放送法によるテレビジョン放送		7,350		1,197		150		10				10		0		0.00%		3.75%				0		0				10				6,153		5,908		245				454		443		11				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1209		大分県		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		大分県土地開発公社 オオイタケン トチカイハツコウシャ		公共用地の取得、工業団地の造成等		6,216		4,684		30		0				1,701		0		0.51%		3.75%				1,801		257				▲357				1,532		1,566		▲34		○		▲34		1		▲35				3,880		1,968		1.17%		0.60%		1,917		1,917		1,963		51		4,697		3,912		2,000		83.29%		42.58%		5,159		1,948		1,948		▲462		1,964		52

				1210		大分県別府市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		別府扇山ゴルフ場 ベップ オウギ ヤマ ジョウ		ゴルフ場の整備及び運営		1,159		466		51		2				0		0		0.00%		12.07%				0		0				0				694		659		35				39		26		14				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1211		大分県中津市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		中津市土地開発公社		公拡法に基づく公有地となる土地の取得等の業務		838		789		5		312				470		312		3.23%		12.14%				560		0				222				50		47		3				3		▲6		9				402		388		1.66%		1.60%		0		0		402		388		769		402		388		52.28%		50.43%		570		400		386		199		2		2

				1212		大分県佐伯市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		佐伯市土地開発公社 サイキシ トチ カイハツ コウシャ		土地の取得、造成、販売		1,242		352		3		0				343		0		1.23%		11.91%				343		0				0				890		889		2				2		▲12		14				362		362		1.30%		1.30%		0		0		362		362		1,121		797		792		71.05%		70.60%		1,157		842		837		▲36		▲45		▲45

				1213		大分県豊後高田市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		豊後高田市土地開発公社		公有地の取得・造成及びその他の管理		181		74		2		74				0		0		0.00%		13.52%				0		0				0				107		113		▲6		●		▲11		▲1		▲11				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		103		98		98		95.15%		95.15%		99		99		99		4		▲1		▲1

				1214		大分県宇佐市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		宇佐市土地開発公社		土地の取得、造成、開発		184		505		4		0				498		0		2.99%		12.67%				508		0				▲11		●		▲322		▲304		▲18		●		▲18		▲18		▲1				152		152		0.92%		0.92%		0		0		152		152		153		153		153		99.80%		99.80%		176		176		176		▲23		▲23		▲23

				1215		大分県由布市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		由布市土地開発公社 ユフシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の取得、管理、処分等		109		86		13		18				68		0		0.64%		13.25%				68		0				0				23		23		1				1		1		▲1				85		85		0.81%		0.81%		0		0		85		85		85		85		85		100.00%		100.00%		85		85		67		0		0		18

				1216		大分県国東市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		国東市土地開発公社 クニサキ シ トチ カイハツ コウシャ		公共用地、公用地の取得・管理・処分等		164		35		3		0				0		40		0.31%		12.95%				40		40				▲40				129		129		1				1		▲2		2				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		153		153		153		100.00%		100.00%		158		158		131		▲5		▲5		22

				1217		大分県姫島村		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		姫島車えび養殖 ヒメシマ クルマ ヨウショク		車えびの養殖販売		205		178		181		84				0		0		0.00%		15.00%				0		0				0				28		28		1				10		17		▲8				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1218		大分県日出町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		日出町土地開発公社 ヒジマチ トチ カイハツ コウシャ		土地の取得、造成事業		334		126		2		0				126		0		2.07%		14.42%				146		0				▲20				209		209		▲1		●		▲1		▲1		▲1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		179		79		79		44.13%		44.13%		112		78		78		67		1		1

		●		1219		宮崎県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		宮崎県環境整備公社 ミヤザキケン カンキョウ セイビ コウシャ		一般廃棄物及び産業廃棄物の処理		4,985		4,626		47		36				584		1,389		0.60%		3.75%				754		1,309				▲90				359		629		▲270		●		▲106		▲85		▲21				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1220		宮崎県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		宮崎県産業振興機構 ミヤザキケン サンギョウ シンコウ キコウ		新事業支援等各種中小企業支援策の実施		3,970		3,235		16		2,670				0		0		0.00%		3.75%				0		100				▲100				736		844		▲109				344		103		242				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1221		宮崎県		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		宮崎県農業振興公社 ミヤザキケン ノウギョウ シンコウ コウシャ		農業経営拡大支援		2,801		1,474		20		44				903		500		0.42%		3.75%				913		500				▲11				1,327		1,324		3				14		20		▲6				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1222		宮崎県		一般社団法人 イッパン シャダンホウジン		宮崎県酪農公社		乳用子牛の哺育・育成預託管理、生乳生産、肉用牛生産、和牛受精卵生産等		271		485		80		0				0		120		0.04%		3.75%				0		120				0		●		▲214		▲211		▲3		◎		▲6		▲43		38				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1223		宮崎県		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		宮崎県内水面振興センター ミヤザキケン ナイ シンコウ		うなぎ稚魚の採捕・供給、内水面動植物の違法採捕防止・保護培養、内水面環境保全		137		57		15		0				0		50		0.02%		3.75%				0		87				▲37				81		66		15				15		34		▲19				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1224		宮崎県		一般社団法人 イッパン シャダンホウジン		宮崎県林業公社（林業公社） ミヤザキケン リンギョウ コウシャ リンギョウ コウシャ		森林の造成、保育管理		29,639		38,174		5		25,963				7,703		0		2.33%		3.75%				8,654		0				▲952		●		▲8,535		▲6,601		▲1,935		◎		▲201		▲628		427				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1225		宮崎県宮崎市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		宮崎市土地開発公社 ミヤザキシトチカイハツコウシャ		公共用地、公用地等の取得、管理、処分等を行う		2,192		1,612		25		0				1,474		0		1.63%		11.25%				1,917		0				▲444				580		592		▲13		◎		▲13		▲36		24				1,433		0		1.59%		0.00%		1,787		0		▲354		0		1,840		1,692		259		91.97%		14.08%		2,144		2,090		90		▲304		▲398		169

		●		1226		宮崎県宮崎市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		宮崎県環境整備公社 ミヤザキケン カンキョウ セイビ コウシャ		一般廃棄物及び産業廃棄物の処理		4,985		4,626		6		0				0		775		0.86%		11.25%				0		775				0				359		629		▲270		●		▲106		▲85		▲21				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1227		宮崎県都城市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		都城市土地開発公社 ミヤコノジョウシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地先行取得		2,103		1,257		10		1,117				0		0		0.00%		11.39%				0		0				0				847		849		▲3		◎		▲3		▲6		4				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		1,453		1,453		1,453		100.00%		100.00%		1,526		1,526		1,526		▲73		▲73		▲73

				1228		宮崎県延岡市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		延岡市土地開発公社		公有用地の先行取得		1,871		1,568		6		1,563				0		0		0.00%		11.68%				0		0				0				303		303		1				1		2		▲1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		1,583		1,562		1,480		98.70%		93.52%		1,568		1,549		1,467		15		13		13

				1229		宮崎県延岡市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		ヘルストピア延岡		余熱利用健康施設ヘルストピア延岡の管理業務及び運営業務		66		40		65		20				0		0		0.00%		11.68%				0		0				0				27		22		6				8		7		2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1230		宮崎県延岡市		一般社団法人 イッパン シャダンホウジン		宮崎県林業公社（林業公社）		森林の造成、保育管理		29,639		38,174		1		71				0		0		0.00%		11.68%				0		0				0		●		▲8,535		▲6,601		▲1,935		◎		▲201		▲628		427				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1231		宮崎県日南市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		日南市土地開発公社 ニチナンシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地、公有地等の取得造成、管理、処分		551		350		3		350				0		0		0.00%		12.71%				0		0				0				202		201		1				1		1		1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		502		502		502		100.00%		100.00%		536		536		536		▲34		▲34		▲34

				1232		宮崎県小林市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		ハーメックのじり		野尻湖多目的広場及び野尻町総合交流ターミナルの管理		62		30		80		7				0		0		0.00%		12.79%				0		0				0				33		40		▲8		●		▲8		▲5		▲3				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1233		宮崎県小林市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		のじりアグリサービス		野尻町有機センター		55		16		25		11				0		0		0.00%		12.79%				0		0				0				39		38		2				2		1		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1234		宮崎県日向市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		日向青果地方卸売市場 ヒュウガ セイカ チホウ オロシウリ イチバ		青果物・小売物卸売市場の開設、管理運営		520		209		281		0				206		0		1.31%		12.73%				176		0				30				311		314		▲3		●		▲2		▲1		▲2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1235		宮崎県日向市		一般社団法人 イッパン シャダンホウジン		宮崎県林業公社（林業公社） ミヤザキケン リンギョウ コウシャ リンギョウ コウシャ		森林の造成、保育管理		29,639		38,174		1		46				0		0		0.00%		12.73%				0		0				0		●		▲8,535		▲6,601		▲1,935		◎		▲201		▲628		427				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1236		宮崎県日向市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		日向サンパーク温泉		温泉施設、オートキャンプ場、体育施設、物産館管理運営		13		44		46		0				0		23		0.15%		12.73%		-		-		-				-		○		▲31		-		-		○		▲4		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1237		宮崎県西都市		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		宮崎県環境整備公社		一般廃棄物及び産業廃棄物の処理		4,985		4,626		1		0				0		15		0.17%		13.57%				0		15				0				359		629		▲270		●		▲106		▲85		▲21				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1238		宮崎県西都市		一般社団法人 イッパン シャダンホウジン		宮崎県林業公社（林業公社） ミヤザキケン リンギョウ コウシャ リンギョウ コウシャ		森林の造成、保育管理		29,639		38,174		1		37				0		0		0.00%		13.57%				0		0				0		●		▲8,535		▲6,601		▲1,935		◎		▲201		▲628		427				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1239		宮崎県国富町		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		宮崎県環境整備公社 ミヤザキケン カンキョウ セイビ コウシャ		一般廃棄物及び産業廃棄物の処理		4,985		4,626		1		0				0		12		0.21%		14.86%				0		12				0				359		629		▲270		●		▲106		▲85		▲21				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1240		宮崎県綾町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		綾町土地開発公社 アヤチョウ トチ カイハツ コウシャ		公用地・公共用地		121		106		5		53				0		0		0.00%		15.00%				0		0				0				16		16		▲1		○		▲1		1		▲1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		108		53		53		49.02%		49.02%		88		56		56		20		▲3		▲3

		●		1241		宮崎県綾町		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		宮崎県環境整備公社 ミヤザキケン カンキョウ セイビ コウシャ		一般廃棄物及び産業廃棄物の処理		4,985		4,626		1		0				0		5		0.16%		15.00%				0		5				0				359		629		▲270		●		▲106		▲85		▲21				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1242		宮崎県高鍋町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		高鍋めいりんの里		公衆浴場及び飲食店、農産物の販売等		21		25		21		11				0		0		0.00%		15.00%				0		0				0		◎		▲4		▲12		8				8		▲6		14				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1243		宮崎県高鍋町		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		宮崎県環境整備公社 ミヤザキケン カンキョウ セイビ コウシャ		一般廃棄物及び産業廃棄物の処理		4,985		4,626		1		0				0		20		0.41%		15.00%				0		20				0				359		629		▲270		●		▲106		▲85		▲21				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1244		宮崎県新富町		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		宮崎県環境整備公社 ミヤザキケン カンキョウ セイビ コウシャ		一般廃棄物及び産業廃棄物の処理		4,985		4,626		1		0				0		11		0.25%		15.00%				0		11				0				359		629		▲270		●		▲106		▲85		▲21				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1245		宮崎県西米良村		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		米良の庄 メラ ショウ		温泉施設・双子ｷｬﾝﾌﾟ場・村所驛運営管理、特産品開発販売、液化石油ｶﾞｽ販売等		41		32		10		0				0		19		1.35%		15.00%				0		26				▲7				10		10		1				1		3		▲2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1246		宮崎県西米良村		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		宮崎県環境整備公社 ミヤザキケン カンキョウ セイビ コウシャ		一般廃棄物及び産業廃棄物の処理		4,985		4,626		1		0				0		1		0.03%		15.00%				0		1				0				359		629		▲270		●		▲106		▲85		▲21				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1247		宮崎県西米良村		一般社団法人 イッパン シャダンホウジン		宮崎県林業公社（林業公社） ミヤザキケン リンギョウ コウシャ		森林の造成、保育管理		29,639		38,174		1		27				0		0		0.00%		15.00%				0		0				0		●		▲8,535		▲6,601		▲1,935		◎		▲201		▲628		427				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1248		宮崎県木城町		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		宮崎県環境整備公社 ミヤザキケン カンキョウ セイビ コウシャ		一般廃棄物及び産業廃棄物の処理		4,985		4,626		1		0				0		3		0.09%		15.00%				0		3				0				359		629		▲270		●		▲106		▲85		▲21				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1249		宮崎県木城町		一般社団法人 イッパン シャダンホウジン		宮崎県林業公社（林業公社） ミヤザキケン リンギョウ コウシャ リンギョウ コウシャ		森林の造成、保育管理		29,639		38,174		1		9				0		0		0.00%		15.00%				0		0				0		●		▲8,535		▲6,601		▲1,935		◎		▲201		▲628		427				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1250		宮崎県川南町		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		宮崎県環境整備公社 ミヤザキケン カンキョウ セイビ コウシャ		一般廃棄物及び産業廃棄物の処理		4,985		4,626		1		0				0		8		0.16%		15.00%				0		8				0				359		629		▲270		●		▲106		▲85		▲21				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1251		宮崎県都農町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		都農ワイン ツノ		ワインの製造・販売		606		173		83		0				112		0		3.20%		15.00%				125		0				▲14				434		401		33				59		40		20				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1252		宮崎県都農町		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		宮崎県環境整備公社 ミヤザキケン カンキョウ セイビ コウシャ		一般廃棄物及び産業廃棄物の処理		4,985		4,626		1		0				0		4		0.11%		15.00%				0		4				0				359		629		▲270		●		▲106		▲85		▲21				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1253		宮崎県門川町		一般社団法人 イッパン シャダンホウジン		宮崎県林業公社（林業公社） ミヤザキケン リンギョウ コウシャ		森林の造成、保育管理		29,639		38,174		1		12				0		0		0.00%		15.00%				0		0				0		●		▲8,535		▲6,601		▲1,935		◎		▲201		▲628		427				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1254		宮崎県諸塚村		一般社団法人 イッパン シャダンホウジン		宮崎県林業公社（林業公社） ミヤザキケン リンギョウ コウシャ リンギョウ コウシャ		森林の造成、保育管理		29,639		38,174		1		22				0		0		0.00%		15.00%				0		0				0		●		▲8,535		▲6,601		▲1,935		◎		▲201		▲628		427				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1255		宮崎県椎葉村		一般社団法人 イッパン シャダンホウジン		宮崎県林業公社（林業公社） ミヤザキケン リンギョウ コウシャ リンギョウ コウシャ		森林の造成、保育管理		29,639		38,174		1		25				0		0		0.00%		15.00%				0		0				0		●		▲8,535		▲6,601		▲1,935		◎		▲201		▲628		427				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1256		宮崎県美郷町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		南郷温泉 ナンゴウ オンセン		温泉施設管理運営及び特産品販売		39		93		60		81				0		0		0.00%		14.80%				0		0				0		◎		▲54		▲54		1				1		▲3		4				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1257		宮崎県美郷町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		レイクランド西郷 サイゴウ		温泉交流施設管理運営及び特産品販売		39		49		25		12				0		0		0.00%		14.80%				0		0				0		◎		▲10		▲27		17				17		▲5		22				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1258		宮崎県美郷町		一般社団法人 イッパン シャダンホウジン		宮崎県林業公社（林業公社） ミヤザキケン リンギョウ コウシャ リンギョウ コウシャ		森林の造成、保育管理		29,639		38,174		1		36				0		0		0.00%		14.80%				0		0				0		●		▲8,535		▲6,601		▲1,935		◎		▲201		▲628		427				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1259		宮崎県高千穂町		一般社団法人 イッパン シャダンホウジン		宮崎県林業公社（林業公社） ミヤザキケン リンギョウ コウシャ リンギョウ コウシャ		森林の造成、保育管理		29,639		38,174		1		14				0		0		0.00%		15.00%				0		0				0		●		▲8,535		▲6,601		▲1,935		◎		▲201		▲628		427				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1260		宮崎県日之影町		一般社団法人 イッパン シャダンホウジン		宮崎県林業公社（林業公社） ミヤザキケン リンギョウ コウシャ リンギョウ コウシャ		森林の造成、保育管理		29,639		38,174		1		29				0		0		0.00%		15.00%				0		0				0		●		▲8,535		▲6,601		▲1,935		◎		▲201		▲628		427				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1261		宮崎県五ヶ瀬町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		五ケ瀬ハイランド		スキー場、温泉宿泊施設		32		47		220		0				0		10		0.41%		15.00%				20		10				▲20		◎		▲15		▲72		57		○		▲3		10		▲13				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1262		宮崎県五ヶ瀬町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		五ヶ瀬ワイナリー ゴカセ		ぶどう果実酒の醸造、販売		127		13		290		0				0		20		0.82%		15.00%				0		20				0				114		119		▲5		●		▲14		▲9		▲5				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1263		宮崎県五ヶ瀬町		一般社団法人 イッパン シャダンホウジン		宮崎県林業公社（林業公社） ミヤザキケン リンギョウ コウシャ リンギョウ コウシャ		森林の造成、保育管理		29,639		38,174		1		15				0		0		0.00%		15.00%				0		0				0		●		▲8,535		▲6,601		▲1,935		◎		▲201		▲628		427				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1264		鹿児島県		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		鹿児島県森林整備公社（林業公社）		分収方式による森林整備		33,140		33,316		5		20,124				9,242		0		1.92%		3.75%				9,253		0				▲11		○		▲177		4		▲180		●		▲2		▲2		▲1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1265		鹿児島県		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		鹿児島県糖業振興協会		さとうきび品質取引対策基金等によるさとうきびの生産振興及び製糖企業の経営安定		1,656		970		275		0				0		9		0.00%		3.75%				0		9				0				686		715		▲30		○		▲7		4		▲10				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1266		鹿児島県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		鹿児島県地域振興公社		農地中間管理事業，その他		5,356		1,616		20		0				245		0		0.05%		3.75%				264		0				▲19				3,740		3,737		3				9		4		6				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1267		鹿児島県		公益社団法人 コウエキ シャダンホウジン		鹿児島県農業・農村振興協会		農林業等担い手の確保・育成，農林業技術の改善，県産農林水産物等の安心・安全等に関する事業		1,056		39		500		35				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				1,017		1,025		▲8		●		▲8		▲5		▲4				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1268		鹿児島県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		かごしま産業支援センター		中小企業者に対する支援		7,278		2,310		3,218		2,010				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				4,968		5,086		▲118		◎		▲45		▲77		33				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1269		鹿児島県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		鹿児島県環境整備公社		廃棄物処理施設の整備・運営		8,502		5,974		17		5,918				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				2,529		2,690		▲162		◎		▲31		▲952		921				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1270		鹿児島県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		鹿児島県育英財団		学生・生徒への奨学金貸与		17,573		17,108		125		16,408				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				465		444		22				21		49		▲28				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1271		鹿児島県		地方住宅供給公社 チホウ ジュウタク キョウキュウ コウシャ		鹿児島県住宅供給公社		住宅宅地の分譲・住宅等の賃貸		11,445		14,361		21		11,478				1,194		0		0.25%		3.75%				1,449		0				▲255		●		▲2,917		▲2,914		▲3		◎		▲5		▲40		36				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1272		鹿児島県		地方道路公社 チホウ ドウロ コウシャ		鹿児島県道路公社		有料道路の新設，改築，維持，修繕その他の管理		33,781		26,873		6,908		0				58		0		0.01%		3.75%				252		0				▲195				6,908		6,908		0				1,310		1,021		290				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1273		鹿児島県鹿児島市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		鹿児島市土地開発公社 カゴシマシ トチ カイハツ コウシャ		市公共用地の取得・管理・処分		496		251		10		251				0		0		0.00%		11.25%				0		0				0				245		245		▲1		○		▲1		8		▲8				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		241		241		241		100.00%		100.00%		266		266		266		▲25		▲25		▲25

				1274		鹿児島県枕崎市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		枕崎お魚センター マクラザキ サカナ		魚食普及啓蒙による水産物の販売		164		173		26		0				159		0		2.51%		14.30%				169		0				▲10		◎		▲10		▲10		1				1		1		▲1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1275		鹿児島県枕崎市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		枕崎市土地開発公社 マクラザキシ トチ カイハツ コウシャ		出資団体からの委託に基づく用地の先行取得，造成分譲		250		241		2		0				191		0		3.02%		14.30%				216		0				▲25				9		8		1				1		1		▲1				191		191		3.02%		3.02%		270		270		▲79		▲79		246		246		246		100.00%		100.00%		270		270		270		▲24		▲24		▲24

		●		1276		鹿児島県枕崎市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		南薩木材加工センター		木材の製造，乾燥加工，販売		516		468		5		0				29		0		0.44%		14.30%				31		0				▲3				49		32		18				18		8		11				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1277		鹿児島県指宿市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		指宿市土地開発公社 イブスキシ トチ		土地の取得・管理及び処分並びに住宅用地等の造成事業		2,270		1,333		6		0				1,326		0		10.35%		12.97%				1,150		0				176				937		926		12				12		1		11		◎		1,887		1,885		14.73%		14.71%		2,000		1,995		▲113		▲110		1,965		1,887		1,885		96.03%		95.93%		2,000		2,000		1,995		▲35		▲113		▲110

		●		1278		鹿児島県西之表市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		種子島空港ターミナルビル タネガシマ クウコウ		航空旅客貨物役務		325		71		34		0				19		0		0.32%		14.57%				23		0				▲4				254		257		▲3		◎		▲3		▲3		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1279		鹿児島県垂水市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		垂水市土地開発公社 タルミズシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地、公用地等の取得、管理、処分等		517		605		5		0				600		0		10.87%		14.69%		○		600		200				▲200		◎		▲89		▲93		5				5		4		2				387		387		7.02%		7.02%		387		387		0		0		388		388		388		100.00%		100.00%		388		388		388		0		0		0

				1280		鹿児島県薩摩川内市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		薩摩川内市土地開発公社 サツマセンダイ シ トチ カイハツ コウシャ		公拡法に基づく公有地の先行取得等		764		327		5		0				250		0		0.81%		11.76%				250		0				0				438		432		6				6		6		▲1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		505		253		87		50.10%		17.25%		434		253		87		71		0		0

				1281		鹿児島県日置市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		日置市土地開発公社 ヒオキシ トチ カイハツ コウシャ		土地の取得、造成及び販売		626		255		5		0				240		0		1.61%		12.79%				240		0				0				371		366		6				6		4		2				505		0		3.39%		0.00%		580		0		▲75		0		582		582		0		100.00%		0.00%		580		580		0		2		2		0

				1282		鹿児島県曽於市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		曽於市土地開発公社 ソオシ トチ カイハツ コウシャ		公共用地の取得，管理，処分		419		302		8		302				0		0		0.00%		12.92%				0		0				0				118		118		▲1		◎		▲1		▲1		1				400		400		3.00%		3.00%		400		400		0		0		400		400		400		100.00%		100.00%		400		400		400		0		0		0

				1283		鹿児島県霧島市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		霧島市土地開発公社 キリシマシ トチ カイハツ コウシャ		公拡法に基づく土地の先行取得処分等		1,800		1,133		10		1,083				0		0		0.00%		11.63%				0		0				0				667		691		▲24				1		▲10		10				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		1,341		1,341		1,056		100.00%		78.74%		2,568		2,568		2,283		▲1,227		▲1,227		▲1,227

				1284		鹿児島県いちき串木野市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		いちき串木野市土地開発公社 クシキノシ トチ カイハツ コウシャ		土地の取得、造成、その他の管理、処分、土地取得の斡旋、調査測量等		595		533		5		0				533		0		5.90%		13.51%				584		0				▲51				62		106		▲45				1		▲1		2				537		537		5.94%		5.94%		637		483		▲100		54		537		537		537		100.00%		100.00%		637		637		483		▲100		▲100		54

		●		1285		鹿児島県南さつま市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		南薩木材加工センター ナンサツ モクザイ カコウ		木材の製造，乾燥加工，販売		516		468		18		0				154		0		1.08%		12.84%				167		0				▲14				49		32		18				18		8		11				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1286		鹿児島県奄美市		一般財団法人 イッパン ザイダンホウジン		奄美市開発公社		太陽が丘総合運動公園、都市公園及び奄美振興会館の管理		1,521		1,104		30		0				940		0		5.48%		12.64%				148		0				792				418		430		▲12				262		▲21		282				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1287		鹿児島県南九州市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		南薩木材加工センター ミナミ モクザイ カコウ		木材の製造，乾燥加工，販売		516		468		19		0				252		0		1.92%		12.94%				273		0				▲22				49		32		18				18		8		11				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1288		鹿児島県姶良市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		姶良市土地開発公社 アイラ シ トチ カイハツ コウシャ		公共用地等の取得、管理、処分		2,785		610		5		460				0		0		0.00%		12.66%				537		0				▲537				2,176		2,123		53				54		18		37				0		0		0.00%		0.00%		539		0		▲539		0		2,133		2,044		0		95.83%		0.00%		2,317		2,128		0		▲184		▲84		0

				1289		鹿児島県さつま町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		さつま町土地開発公社 チョウ トチ カイハツ コウシャ		公有地の取得管理処分		522		456		2		0				414		0		4.60%		13.52%				407		0				7				67		66		1				1		▲2		3				413		413		4.60%		4.60%		469		469		▲56		▲56		512		483		483		94.45%		94.45%		469		469		469		43		14		14

		●		1290		鹿児島県中種子町		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		種子島農業公社 タネガシマ ノウギョウ コウシャ		民間農家の農作業受委託		240		70		37		0				0		33		0.85%		15.00%				0		33				0				170		185		▲16		○		▲23		8		▲31				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1291		鹿児島県中種子町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		種子島空港ターミナルビル タネガシマ クウコウ		航空旅客貨物役務		325		71		53		0				31		0		0.79%		15.00%				35		0				▲5				254		257		▲3		◎		▲3		▲3		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1292		鹿児島県南種子町		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		種子島農業公社 タネガシマ ノウギョウ コウシャ		民間農家の農作業受委託		240		70		30		0				0		8		0.22%		15.00%				0		8				0				170		185		▲16		○		▲23		8		▲31				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1293		鹿児島県南種子町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		種子島空港ターミナルビル タネガシマ クウコウ		航空旅客貨物役務		325		71		20		0				12		0		0.34%		15.00%				13		0				▲2				254		257		▲3		◎		▲3		▲3		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1294		鹿児島県和泊町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		南栄糖業 ミナミ サカエ トウ ギョウ		分蜜糖の製造・販売		963		705		5		0				70		0		1.79%		15.00%				75		0				▲5				259		120		140				209		41		168				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1295		鹿児島県和泊町		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		沖永良部農業開発組合 オキノエラブ ノウギョウ カイハツ クミアイ		農作業受託作業・堆肥供給事業		223		29		1		0				12		0		0.28%		15.00%				22		0				▲11				194		212		▲19		◎		▲19		▲28		9				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1296		鹿児島県知名町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		南栄糖業		分蜜糖の製造・販売		963		705		5		0				64		0		1.88%		15.00%				68		0				▲4				259		120		140				209		41		168				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1297		沖縄県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		那覇空港ビルディング		那覇空港国内線・国際線旅客ターミナルビルの管理運営事業		34,356		19,209		733		686				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				15,148		13,069		2,079				3,138		2,442		696				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1298		沖縄県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		沖縄県農業振興公社		農地の売買、貸借　等		1,558		359		18		18				84		0		0.02%		3.75%				80		0				4				1,199		1,170		30		●		▲17		▲10		▲8				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1299		沖縄県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		沖縄県産業振興公社		県内中小企業等の経営基盤強化及び創業の促進に関する事業並びに産業振興に必要な諸事業		10,220		9,842		37		8,669				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				378		384		▲6		◎		▲68		▲79		11				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1300		沖縄県		地方住宅供給公社 チホウ ジュウタク キョウキュウ コウシャ		沖縄県住宅供給公社		賃貸住宅の管理運営		4,946		1,457		1,015		715				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				3,490		3,476		15		○		▲8		19		▲26				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1301		沖縄県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		沖縄都市モノレール		軌道法による一般運輸（モノレール）事業		20,450		26,562		2,781		8,793				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0		◎		▲6,112		▲6,401		289				34		▲320		354				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1302		沖縄県		公益財団法人 コウエキ ザイダンホウジン		沖縄県国際交流・人材育成財団 オキナワケン コクサイ コウリュウ ジンザイ イクセイ ザイダン		奨学金貸与・給与、国際交流		13,049		766		541		540				0		0		0.00%		3.75%		-		-		-				-				12,284		-		-		○		▲37		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1303		沖縄県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		那覇空港貨物ターミナル		那覇空港貨物ターミナルビルの管理・運営		8,370		5,836		250		841				0		0		0.00%		3.75%				0		0				0				2,534		2,238		297				490		439		52				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1304		沖縄県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		沖縄県環境整備センター オキナワケン カンキョウ セイビ		公共関与による産業廃棄物管理型最終処分場の整備及び運営		650		114		340		110				0		0		0.00%		3.75%		-		-		-				-				537		-		-		○		▲50		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1305		沖縄県		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		石垣空港ターミナル イシガキ クウコウ		石垣空港旅客ターミナルビルの管理・運営		5,492		3,653		420		795				0		0		0.00%		3.75%		-		-		-				-				1,840		-		-				133		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		●		1306		沖縄県那覇市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		沖縄都市モノレール オキナワ トシ		軌道法による一般運輸（モノレール）事業		20,450		26,562		2,651		8,789				0		0		0.00%		11.25%				0		0				0		◎		▲6,112		▲6,401		289				34		▲320		354				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1307		沖縄県石垣市		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		八重山食肉センター ヤエヤマ ショクニク		家畜（牛・豚）の屠殺処理		132		141		9		125				0		0		0.00%		12.92%				0		0				0		○		▲9		23		▲31		◎		▲31		▲58		28				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				1308		沖縄県浦添市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		浦添市土地開発公社 ウラソエシ トチ カイハツ コウシャ		公共・公用地等の取得、管理、処分等		4,194		2,295		10		121				1,802		0		8.33%		12.34%		-		-		-				-				1,900		-		-				165		-		-				569		569		2.63%		2.63%		-		-		-		-		3,387		569		569		16.81%		16.81%		-		-		-		-		-		-

				1309		沖縄県沖縄市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		沖縄市土地開発公社 オキナワ シ トチ カイハツ コウシャ		公共用地、公用地等の取得、管理、処分		87		26		5		26				0		0		0.00%		11.91%				0		0				0				62		62		▲1		◎		▲1		▲1		1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		25		25		25		100.00%		100.00%		25		25		25		0		0		0

		●		1310		沖縄県豊見城市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		沖縄県町村土地開発公社 オキナワケン チョウソン トチ カイハツ コウシャ		公有用地の先行取得		4,070		3,137		7		0				73		0		0.67%		13.20%				486		0				▲413				933		917		16				16		12		5				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		3,037		1,770		540		58.30%		17.77%		2,983		1,956		536		54		▲186		4

				1311		沖縄県うるま市		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		うるま市土地開発公社		土地開発公社として行う土地の取得及び処分		21		7		10		7				0		0		0.00%		11.97%				0		0				0				15		16		▲2		◎		▲2		▲2		1				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		7		7		7		100.00%		100.00%		40		19		19		▲33		▲12		▲12

		●		1312		沖縄県読谷村		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		沖縄県町村土地開発公社 オキナワケン チョウソン トチ カイハツ コウシャ		公有用地の先行取得		4,070		3,137		11		0				32		0		0.43%		13.98%				32		0				0				933		917		16				16		12		5				0		0		0.00%		0.00%		0		0		0		0		3,037		1,770		540		58.30%		17.77%		2,983		1,956		536		54		▲186		4

		●		1313		沖縄県西原町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		沖縄県町村土地開発公社 オキナワケン チョウソン トチ カイハツ コウシャ		公有用地の先行取得		4,070		3,137		5		0				180		0		2.79%		14.25%				180		0				0				933		917		16				16		12		5				461		461		7.14%		7.14%		460		460		1		1		3,037		1,770		540		58.30%		17.77%		2,983		1,956		536		54		▲186		4

		●		1314		沖縄県与那原町		土地開発公社 トチ カイハツ コウシャ		沖縄県町村土地開発公社 オキナワケン チョウソン トチ カイハツ コウシャ		公有用地の先行取得		4,070		3,137		5		0		◎		1,200		0		32.32%		15.00%		○		1,400		0				▲200				933		917		16				16		12		5		◎		1,310		79		35.27%		2.12%		1,496		0		▲186		79		3,037		1,770		540		58.30%		17.77%		2,983		1,956		536		54		▲186		4

				1315		沖縄県久米島町		会社法法人 カイシャホウ ホウジン		オーランド		海洋深層水を活用した温浴施設		7		129		68		64				64		0		1.55%		15.00%				61		0				4		◎		▲122		▲123		1		●		▲20		▲13		▲8				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

						（注１）本調査の資料については、表示単位未満を原則として切り上げしている。 チュウ ホンチョウサ シリョウ ヒョウジ タンイ ミマン ゲンソク キ ア

						（注２）複数の地方公共団体が同一の法人に損失補償等の財政援助を行っている場合は、番号の左側に●を付している。 チュウ フクスウ チホウ コウキョウ ダンタイ ドウイツ ホウジン ソンシツ ホショウ トウ ザイセイ エンジョ オコナ バアイ バンゴウ ヒダリ カワ フ
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