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2015年度の中途採用も引き続き採用難の状況が続いた。2015年度下半期における応募者の集めやすさに

ついて、「集めにくかった」が前年同時期より微減したものの、「変わらない」が微増したこともあり、応募者の集

めにくい状況は高止まりの状況と言える（→5ページ）。また、中途採用を実施した企業に対して人員を確保でき

なかった企業も前年同時期より増加し、2013年度下半期より上昇傾向が続いている（→6ページ）。

株式会社リクルートホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO：峰岸真澄）の人と組織に関

する研究機関・リクルートワークス研究所では、民間企業における2015年度の中途採用実績に関する調査を行い、

4,504社（回収率63.5%）より回答が得られましたので、ご報告いたします。

2015年度下半期においても採用難の状況が続く

採用難が続く中で、2015年度の採用実績は、対前年増減率+0.5%と微増となっている（→3ページ）。その背景

を従業員規模別に見ると、300人未満の中小企業では前年より中途採用実績は減少しているが、300人以上の

規模の大きい企業では前年より中途採用実績が2ケタと大きく増加している。規模によって明暗が分かれる背

景として、中小企業では業績不振を背景に採用を抑制する企業と、採用意欲があったとしても採用難であるた

め採用できないことが背景にある。

2015年度の中途採用実績は規模によって明暗が分かれる

採用難の中で建設業は未経験者も採用するが、医療・福祉、飲食店などは経験者

中心

採用難が顕著な業種を中心に見ると、建設業は前年より採用実績数が減少したが、未経験者比率が高く、

未経験者を含めてより広く採用している。一方、医療・福祉や飲食店においては、未経験者の比率があまり高

くなく経験者採用が中心である（→4ページ）。中途採用の建設業については、資格が求められる職種が多く、

経験者を中心とした採用が想定されるが、採用難が続く中で未経験者にも採用対象を広げていることがうかが

える。
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【調査概要】

Ｉ ＮＤＥＸ

リクルートワークス研究所について

リクルートワークス研究所は、1999年1月に設立された、株式会社リクルートホールディングスの中にある「人」と「組織」に関する研究部門。

＜設立目的＞

リクルートグループの中・長期人材ビジネスの基礎研究。「人材マネジメント」や「労働市場」における情報発信・提言活動の推進。
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調査目的：全国の民間企業を対象に、正規社員の中途採用における求人動向を明らかにすること。

【2015年下半期調査】

調査対象：従業員規模５人以上の全国の民間企業 7,089社

調査項目：2015年度における中途採用状況、2015年度下半期における応募社の集めやすさ・人員確保の状況

調査期間：2016年2月9日～3月11日

回収社数：4,504社（回収率63.5%）

ただし、2015年度下半期の中途採用については、該当時期に採用を実施した企業2,915社に限定して集計

回収方法：電話・FAXにて回収

≪調査結果を見る際の注意点≫

※%を表示する際に小数点第2位で四捨五入しているため、%の合計が100%と一致しない場合があります

※業種別の表において、業種にその他の区分があるため、全体の合計社数が回答社数と一致しません



(C)2016 Recruit Holdings Co.,Ltd. Recruit Works Institute All Rights Reserved.3

2015年度の中途採用実績（対前年増減率）

中途採用実態調査

■2015年度の中途採用実績（対前年増減率）

2015年度の中途採用実績を対前年増減率でみると、全体では-1.6%と採用実績人数は前年とほぼ同じである。

従業員規模別でみると、5～299人企業で-4.0%と減少である一方、300人以上企業においては概ね2ケタの大幅な増加

を見せている。中小企業で採用実績数が減少している背景として、一部企業では業績が低迷し採用数を減らしたことだ

けでなく、採用を実施しても人手不足が前年より進み採用できなかったことがある。

業種別に見ると、小売業（+29.6%）、運輸業（+20.7%）は他の業種よりも増減率が高い。こうした業種は人手不足に直面

しており採用意欲は高いだけでなく、正規社員の中途採用に関しては、未経験者の採用や幅広い年齢層での採用を実

施したことが高い増減率の背景にある。一方、金融業（-34.1%）、卸売業（-15.9%）、その他製造業（-6.9%）は対前年増減

率が大きくマイナスとなっている。金融業では前年に十分に採用できた企業の反動によりマイナスに転じている。卸売業、

その他製造業においては、中小企業を中心に2015年度に進行した円高などを背景とした業績低迷により、採用を減ら

す動きが見られた。

【参考】 中途採用実績の増減率 推計方法

2014年度

実施調査

（4,192社）

2015年度

実施調査

（4,504社）

両年実施調査ともに回答があった企業2,982社

中途採用実績数の集計は、2014年度実施調査お

よび2015年度実施調査の両方に回答企業のうち、

中途採用実績の人数が明確な企業を対象とした。

よって、両年実施調査の有効回答企業のうち、

2,982社を対象として集計を行った。

注）従業員規模によってウェイトバックした値を掲載している

2014年度 2015年度

2982 -1.6% 1.29 1.27

5～299人 1429 -4.0% 1.13 1.08

300～999人 898 11.1% 6.44 7.15

1000～4999人 533 7.3% 18.47 19.82

5000人以上 122 36.0% 33.78 45.94

建設業 218 -3.1% 1.15 1.11

機械器具製造業 423 7.3% 1.35 1.45

その他製造業 620 -6.9% 1.29 1.20

情報通信業 198 1.4% 1.48 1.50

運輸業 164 20.7% 1.57 1.89

卸売業 315 -15.9% 1.25 1.05

小売業 262 29.6% 1.00 1.30

金融・保険業 230 -34.1% 1.51 1.00

不動産業 52 -2.9% 1.67 1.63

飲食店・宿泊業 104 5.3% 1.40 1.47

医療・福祉 81 -2.9% 2.30 2.23

その他サービス業 216 -3.6% 1.24 1.20

業
種
別

社　数
2015年度
中途採用
増減率

【参考】1社当たり
中途採用人数（人）

全　体

規
模
別


調査票DATAへのﾃﾞｰﾀｾｯﾄ

		２００９年秋ＩＤ ネン アキ		社名 シャメイ		業種CD ギョウシュ		本社・本店所在地 ホンシャ ホンテン ショザイチ		従業員数 ジュウギョウイン スウ		外資系状況 ガイシケイ ジョウキョウ		Ｑ１-A
前回回答
新卒採用 ゼンカイ カイトウ シンソツ サイヨウ		Ｑ１－①1
前回回答修正
新卒採用 ゼンカイ カイトウ シュウセイ シンソツ サイヨウ		Ｑ１－①2
10月1日内定数 ツキ ヒ ナイ テイスウ		Ｑ１－②3
10月以降追加予定数 ツキ イコウ ツイカ ヨテイ スウ		ＳＱ１－１		ＳＱ１－１
その他(FA) タ		Ｑ２-A
前回回答
中途採用 ゼンカイ カイトウ チュウト サイヨウ		Ｑ２－①1
前回回答修正
新卒採用 ゼンカイ カイトウ シュウセイ シンソツ サイヨウ		Ｑ２－①2
中途入社採用実績 チュウト ニュウシャ サイヨウ ジッセキ		Ｑ２－①3
雇用転換者 コヨウ テンカン シャ		Ｑ２－②		Ｑ２－②
採用見込み人数 サイヨウ ミコ ニンズウ		Ｑ３
採用対前年
(新卒者採用全体) サイヨウ タイ ゼンネン シンソツ シャ サイヨウ ゼンタイ		Ｑ３
採用対前年
(大学・大学院の新卒採用) サイヨウ タイ ゼンネン ダイガク ダイガク イン シンソツ サイヨウ		Ｑ３
採用対前年
(高校生の新卒採用) サイヨウ タイ ゼンネン コウコウ セイ シンソツ サイヨウ		Ｑ３
採用対前年
(正規社員中途採用) サイヨウ タイ ゼンネン セイキ シャイン チュウト サイ ヨウ		Ｑ３　SQ1
(大学・大学院生のん新卒採用)
増えると回答の増大率 ダイガク ダイガクイン セイ シンソツ サイヨウ フ カイトウ ゾウダイ リツ		Ｑ３　SQ1
(大学・大学院生の新卒採用)
減ると回答の減少率 ダイガク ダイガクイン セイ シンソツ サイヨウ ヘ カイトウ ゲンショウ リツ		Ｑ３　SQ2
(正規社員中途)
増えると回答の増大率 セイキ シャイン チュウト フ カイトウ ゾウダイ リツ		Ｑ３　SQ2
(正規社員中途)
減ると回答の減少率 セイキ シャイン チュウト ヘ カイトウ ゲンショウ リツ		Ｑ４
人材不足有無
現場・部門 ジンザイ ブソク ウム ゲンバ ブモン		Ｑ４　SQ1
人材不足の現場
・部門対応 ジンザイ ブソク ゲンバ ブモン タイオウ		Ｑ４　SQ1
その他(FA) タ		作業者 サギョウ シャ		入力日付(西暦年：月：日） ニュウリョク ヒヅケ セイレキ ネン ツキ ヒ		入力日時(時：分：秒) ニュウリョク ニチジ トキ フン ビョウ		作業者 サギョウ シャ		入力日付(西暦年：月：日） ニュウリョク ヒヅケ セイレキ ネン ツキ ヒ		入力日時(時：分：秒) ニュウリョク ニチジ トキ フン ビョウ

		Ｅ５		Ｃ６		Ｊ３		Ｊ４		Ｊ５		Ｈ６		Ｂ１２		Ｃ１２		Ｅ１２		Ｈ１２		Ｂ１５		Ｃ１６		Ｂ２３		Ｃ２３		Ｅ２３		Ｈ２３		Ｂ２６		Ｂ２７		Ｆ３４		Ｆ３５		Ｆ３６		Ｆ３７		Ｄ４１		Ｈ４１		Ｄ４３		Ｈ４３		Ｈ４６		Ｂ４９		Ｃ５０		Ｃ３







データ入力画面からの「調査票ＤＡＴＡシート」
へのデータセットセル位置



調査票修正画面へのﾃﾞｰﾀｾｯﾄ

		２００９年秋リクルート求人倍率調査　照会・修正画面（数字は全て半角にて入力） ネンアキ キュウジン バイリツ チョウサ ショウカイ シュウセイ ガメン スウジ スベ ハンカク ニュウリョク

																マスタ照会 ショウカイ				入力 ニュウリョク								abcd

		作業者 サギョウシャ												業種ＣＤ ギョウシュ		ERROR:#REF!		業種ＣＤ ギョウシュ		Ｃ列 レツ

														本社所在地 ホンシャ ショザイチ		ERROR:#REF!		本社本店所在地 ホンシャ ホンテン ショザイチ		Ｄ列 レツ

		調査ＩＤ チョウサ								20920001				従業員数 ジュウギョウ インズウ		ERROR:#REF!		従業員数 ジュウギョウ インズウ		Ｅ列 レツ								20720000

		企業名 キギョウ メイ				ERROR:#REF!								外資系状況 ガイシ ケイ ジョウキョウ		3



		◆２０１０年３月卒業者に対する、大学生および大学院生の新卒者採用について ネン ツキ ソツギョウシャ タイ ダイガク セイ ダイガクインセイ シンソツシャ サイヨウ

		Ｑ１		2009年4月時点での2008年4月新卒 ネン ツキ ジテン ネン ツキ シンソツ

				採用予定（前回ご回答） サイヨウ ヨテイ ゼンカイ カイトウ						①１０月1日時点での内定数 ツキ ヒ ジテン ナイテイ スウ						②１０月以降の追加採用予定数 ツキ イコウ ツイカ サイヨウ ヨテイスウ

				前回回答 ゼンカイ カイトウ		Ａ新卒採用予定数（前回ご回答） シンソツ サイヨウ ヨテイ スウ ゼンカイ カイトウ				Ｂ						Ｃ

						Ｈ列 レツ		人 ヒト		Ｉ列 レツ		人 ヒト				Ｊ列 レツ		人 ヒト										ERROR:#REF!

				【②１0月以降、追加の採用予定が1人以上とご回答の方】 ツキ イコウ ツイカ サイヨウ ヨテイ ヒト イジョウ カイトウ カタ

				ＳＱ１．2009年10月以降に採用活動を実施する理由をお答えください。 ネン ガツイコウ サイヨウ カツドウ ジッシ リユウ コタ

				Ｋ列 レツ		※△、１，２，３，４以外エラー イガイ

				4その他 タ		　Ｌ列 レツ





		◆２００９年度（2009年4月～2010年3月）の正規社員の中途採用について ネン ド ネン ツキ ネン ツキ セイキ シャイン チュウト サイ ヨウ

		Ｑ２		①2009年4月時点での ネン ツキ ジテン						2009年4月～9月末日までの ネン ツキ ガツマツ ニチ						そのうち、アルバイト・パートタイマー

				正社員の中途採用予定 セイシャイン チュウト サイヨウ ヨテイ						　中途採用実績 チュウト サイヨウ ジッセキ						などからの雇用転換者 コヨウ テンカン シャ

				前回回答 ゼンカイ カイトウ		Ａ中途採用予定数（前回ご回答） チュウト サイヨウ ヨテイ スウ ゼンカイ カイトウ				Ｂ

						Ｎ列 レツ		人 ヒト		Ｏ列 レツ		人 ヒト				Ｐ列 レツ		人 ヒト										ERROR:#REF!



				②2009年10月1日～2010年3月31日（下半期）に正規社員の中途採用の予定はありますか ネン ツキ ヒ ネン ツキ ヒ シモハンキ セイキ シャイン チュウト サイ ヨウ ヨテイ

				Ｑ列 レツ		※△、１，２，３，４以外エラー イガイ

				Ｒ列 レツ		人　※上記にて「１」を選択した人のみ入力 ヒト ジョウキ センタク ヒト ニュウリョク









		Ｑ３		2011年3月卒業者の新卒採用、正規社員の中途採用人数は、2010年度と比較してどのようになりますか ネン ツキ ソツギョウシャ シンソツ サイヨウ セイキ シャイン チュウト サイヨウ ニンズウ ネン ド ヒカク

												１（増える）２（変わらない）３（減る）４（わからない）５（以前も以後も採用しない） フ カ ヘ イゼン イゴ サイヨウ

				新卒者採用全体（2011年3月卒業者） シンソツ シャ サイヨウ ゼンタイ ネン ツキ ソツギョウシャ								Ｓ列 レツ		※△，１，２，３，４，５以外エラー イガイ

						大学生および大学院生の新卒採用 ダイガク セイ ダイガク インセイ シンソツ サイヨウ						Ｔ列 レツ		※△，１，２，３，４，５以外エラー イガイ

						高校生の新卒採用 コウコウセイ シンソツ サイヨウ						Ｕ列 レツ		※△，１，２，３，４，５以外エラー イガイ

				正規社員の中途採用（2010年度） セイキ シャイン チュウト サイヨウ ネンド								Ｖ列 レツ		※△，１，２，３，４，５以外エラー イガイ

						1　ＯＲ　3　の回答の人のみ カイトウ ヒト

				【正規社員の中途採用で、「増える」または「減る」とご回答の方】 セイキ シャイン チュウト サイヨウ フ ヘ カイトウ カタ

				ＳＱ１．大学生および大学院生の新卒採用で「増える」または「減る」とご回答の方 ダイガク セイ ダイガクイン セイ シンソツ サイヨウ フ ヘ カイトウ カタ

						「増える」と回答　⇒　約 フ カイトウ ヤク		Ｗ列 レツ		割増 ワ ゾウ				「減る」と回答　⇒　約 ヘ カイトウ ヤク		Ｘ列 レツ		割減 ワ ゲン

				ＳＱ２．正規社員の中途採用で「増える」または「減る」とご回答の方 セイキ シャイン チュウト サイ ヨウ フ ヘ カイトウ カタ

						「増える」と回答　⇒　約 フ カイトウ ヤク		Ｙ列 レツ		割増 ワ ゾウ				「減る」と回答　⇒　約 ヘ カイトウ ヤク		Ｚ列 レツ		割減 ワ ゲン





		Ｑ４		貴社では現在、人材が不足している現場・部門がありますか キシャ ゲンザイ ジンザイ フソク ゲンバ ブモン												ＡＡ列 レツ		　１．ある　２．ない

				人材が「ある」とご回答の方 ジンザイ カイトウ カタ

				ＳＱ１．人材が不足している現場・部門に対しての対応(複数選択可) ジンザイ フソク ゲンバ ブモン タイ タイオウ フクスウ センタク カ

				ＡＢ列 レツ		※△、１，２，３，４，５，６，７以外エラー イガイ

				７その他 タ		　ＡＣ列 レツ























































































































































































































































前ゼロ除く
下４桁を入力

データ照会

データ修正



調査票入力画面（2010秋版変更仕様）

		２０１０年秋リクルート求人倍率調査　入力画面（数字は全て半角にて入力） ネンアキ キュウジン バイリツ チョウサ ニュウリョク ガメン スウジ スベ ハンカク ニュウリョク														マスタ照会 ショウカイ				入力 ニュウリョク

																												abcd

		作業者 サギョウシャ												業種ＣＤ ギョウシュ		ERROR:#REF!		業種ＣＤ ギョウシュ

														本社所在地 ホンシャ ショザイチ		ERROR:#REF!		本社本店所在地 ホンシャ ホンテン ショザイチ

		調査ＩＤ チョウサ				1				21020001				従業員数 ジュウギョウ インズウ		ERROR:#REF!		従業員数 ジュウギョウ インズウ										20719999

		企業名 キギョウ メイ				ERROR:#REF!								業態変更有無 ギョウタイ ヘンコウ ウム				１．変更あった　２．変更なかった ヘンコウ ヘンコウ

														業態変更有りの場合の内容を具体的に ギョウタイ ヘンコウ ア バアイ ナイヨウ グタイテキ

		◆２０１1年３月卒業者に対する、大学生および大学院生の新卒者採用について ネン ツキ ソツギョウシャ タイ ダイガク セイ ダイガク インセイ シンソツ シャ サイヨウ

		Ｑ１		2011年３月卒業者に対する採用予定有無 ネン ツキ ソツギョウシャ タイ サイヨウ ヨテイ ウム												※　１．採用する　２．採用しない　３．未定 サイヨウ サイヨウ ミテイ

				ＳＱ１．2010年4月時点での大学・大学院採用予定人数の決定有無 ネン ガツ ジテン ダイガク ダイガク イン サイヨウ ヨテイ ニンズウ ケッテイ ウム												※　１．決めていた　２．決めていない　３．未定 キ キ ミテイ

				（前回回答） ゼンカイ カイトウ		大学・大学院計 ダイガク ダイガクイン ケイ				ＳＱ２．①１０月1日時点での内定数 ツキ ヒ ジテン ナイテイ スウ						ＳＱ２．②１０月以降の採用予定数 ツキ イコウ サイヨウ ヨテイスウ

				ERROR:#REF!				人 ヒト				人 ヒト						人 ヒト										ERROR:#REF!

				【②１0月以降、採用予定が1人以上とご回答の方】 ツキ イコウ サイヨウ ヨテイ ヒト イジョウ カイトウ カタ

				ＳＱ２－１．2010年10月以降に採用活動を実施する理由をお答えください。 ネン ガツイコウ サイヨウ カツドウ ジッシ リユウ コタ

						※△、１，２，３，４以外エラー イガイ

				４その他(FA) タ

				ＳＱ２．③コース別採用を実施していますか。 ベツ サイヨウ ジッシ								※　１．実施または実施予定　２．実施しない　３．未定 ジッシ ジッシ ヨテイ ジッシ ミテイ

						※　複数回答△、１，２，３以外エラー［１．職域限定　２．地域限定　３．その他（ＦＡ）］ フクスウ カイトウ イガイ ショクイキ ゲンテイ チイキ ゲンテイ タ

				３その他(FA) タ

		◆２０１０年度（2010年4月～2011年3月）の正規社員の中途採用について ネン ド ネン ツキ ネン ツキ セイキ シャイン チュウト サイヨウ

		Ｑ２				①2010年4月時点での ネン ツキ ジテン				2010年4月～9月末日までの ネン ツキ ガツマツ ニチ						そのうち、アルバイト・パートタイマー

				（前回回答） ゼンカイ カイトウ		正社員の中途採用予定 セイシャイン チュウト サイヨウ ヨテイ				　中途採用実績 チュウト サイヨウ ジッセキ						などからの雇用転換者 コヨウ テンカン シャ

				ERROR:#REF!				人 ヒト				人 ヒト						人 ヒト										ERROR:#REF!



				②2010年10月1日～2011年3月31日（下半期）に正規社員の中途採用の予定はありますか。 ネン ツキ ヒ ネン ツキ ヒ シモハンキ セイキ シャイン チュウト サイ ヨウ ヨテイ

						※△、１，２，３，４以外エラー イガイ

						人　※上記にて「１」を選択した人のみ入力 ヒト ジョウキ センタク ヒト ニュウリョク







		◆２０１２年３月卒業者に対する新卒採用、２０１１年度正規社員の中途採用は前年と比較してどのようになりますか。 ネン ツキ ソツギョウシャ タイ シンソツ サイヨウ ネンド セイキ シャイン チュウト サイ ヨウ ゼンネン ヒカク

		Ｑ３		2012年3月卒業者の新卒採用、正規社員の中途採用人数は、2011年度と比較してどのようになりますか ネン ツキ ソツギョウシャ シンソツ サイヨウ セイキ シャイン チュウト サイヨウ ニンズウ ネン ド ヒカク

						１（大幅に増える）２（多少増える）３（変わらない）４（多少減る）５（大幅に減る）６（わからない）７（以前も以後も採用しない） オオハバ フ タショウ フ カ タショウ ヘ オオハバ ヘ イゼン イゴ サイヨウ

				新卒者採用全体（2012年3月卒業者） シンソツ シャ サイヨウ ゼンタイ ネン ツキ ソツギョウ シャ										※△，１，２，３，４，５，６，７以外エラー イガイ

						大学生および大学院生の新卒採用 ダイガク セイ ダイガク インセイ シンソツ サイヨウ								※△，１，２，３，４，５，６，７以外エラー イガイ

						高校生の新卒採用 コウコウセイ シンソツ サイヨウ								※△，１，２，３，４，５，６，７以外エラー イガイ

				正規社員の中途採用(2011年度) セイキ シャイン チュウト サイヨウ ネン ド										※△，１，２，３，４，５，６，７以外エラー イガイ



		◆貴社では、現在、人材が不足している現場・部門がありますか。 キシャ ゲンザイ ジンザイ フソク ゲンバ ブモン

		Ｑ４		貴社では現在、人材が不足している現場・部門がありますか。 キシャ ゲンザイ ジンザイ フソク ゲンバ ブモン										　１.ある　２.ない

				人材不足が「ある」との回答の方 ジンザイ ブソク カイトウ カタ

				ＳＱ１．人材が不足している現場・部門に対しての対応（複数回答可） ジンザイ フソク ゲンバ ブモン タイ タイオウ フクスウ カイトウ カ

						※1.従業員の残業　2.人材が過剰　3.新卒を配属　4.新規に正規社員を採用　5.新規にﾊﾟｰﾄ採用　6.派遣調達　7.その他 ジュウギョウ イン ザンギョウ ジンザイ カジョウ シンソツ ハイゾク シンキ セイキ シャイン サイヨウ シンキ サイヨウ ハケン チョウタツ タ

				７その他(FA) タ



		◆２０１１年度（２０１１年４月～２０１２年３月）の正規社員の中途採用計画をどのように決める予定ですか（ＳＡ） ネンド ネン ツキ ネン ツキ セイキ シャイン チュウトサイヨウ ケイカク キ ヨテイ

		Ｑ５				※△、１，２，３，４，５，６以外エラー［１．年度期初　２．年度内　３．随時　４．未検討　５．停止　６．その他］ イガイ ネンド キショ ネンド ナイ ズイジ ミ ケントウ テイシ タ

				６その他(FA) タ























































































































































































データ登録

前ゼロ除く
下４桁を入力
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調査票DATA (2010秋仕様)

		２００９年秋ＩＤ ネン アキ		社名 シャメイ		業種CD ギョウシュ		本社・本店所在地 ホンシャ ホンテン ショザイチ		従業員数 ジュウギョウイン スウ		業態変更有無（ＳＡ） ギョウタイ ヘンコウ ウム		業態変更理由（具体的に） ギョウタイ ヘンコウ リユウ グタイテキ		Ｑ１新卒者の採用予定有無（ＳＡ） シンソツ シャ サイヨウ ヨテイ ウム		Ｑ１-ＳＱ１新卒者予定人数未決有無（ＳＡ） シンソツ シャ ヨテイ ニンズウ ミ ケツ ウム		Ｑ１－ＳＱ１2010年4月時点新卒者予定人数 ネン ツキ ジテン シンソツ シャ ヨテイ ニンズウ		Ｑ１－ＳＱ２①10月1日時点での内定数 ツキ ヒ ジテン ナイテイ スウ		Ｑ１－ＳＱ２②10月以降の採用予定数 ツキ イコウ サイヨウ ヨテイスウ		Ｑ１－ＳＱ２②10月以降の採用予定数が１人以上の理由（ＳＡ） ツキ イコウ サイヨウ ヨテイスウ ヒトリ イジョウ リユウ		Ｑ１－ＳＱ２②10月以降の採用予定数が１人以上の理由（４その他ＦＡ） ツキ イコウ サイヨウ ヨテイスウ ヒトリ イジョウ リユウ タ		Ｑ１－ＳＱ２③コース別採用予定有無（ＳＡ） ベツ サイヨウ ヨテイ ウム		Ｑ１－ＳＱ２③ＳＱコース別採用設定基準（ＭＡ） ベツ サイヨウ セッテイ キジュン		Ｑ１－ＳＱ２③ＳＱコース別採用設定基準（３その他ＦＡ） ベツ サイヨウ セッテイ キジュン タ		Ｑ２-①2010年4月時点の中途採用予定（2010春回答） ネン ツキ ジテン チュウト サイヨウ ヨテイ ハル カイトウ		Ｑ２-①1　2010年4月時点の中途採用予定（2010春回答）修正 ネン ツキ ジテン チュウト サイヨウ ヨテイ ハル カイトウ シュウセイ		Ｑ２-①2　中途採用実績人数（2010年4月～9月30日） チュウト サイヨウ ジッセキ ニンズウ ネン ツキ ツキ ヒ		Ｑ２－①3
パート派遣からの雇用転換者人数 ハケン コヨウ テンカン シャ ニンズウ		Ｑ２－②下半期中途採用予定有無（ＳＡ） シモハンキ チュウト サイ ヨウ ヨテイ ウム		Ｑ２－②下半期中途採用予定人数 シモハンキ チュウト サイ ヨウ ヨテイ ニンズウ		Ｑ３-1採用状況対前年(新卒者採用全体)［ＳＡ］ サイヨウ ジョウキョウ タイ ゼンネン シンソツ シャ サイヨウ ゼンタイ		Ｑ３-2採用状況対前年(大学生・大学院生の新卒採用)［ＳＡ］ サイヨウ ジョウキョウ タイ ゼンネン ダイガク セイ ダイガクイン セイ シンソツ サイヨウ		Ｑ３-3採用状況対前年(高校生の新卒採用)［ＳＡ］ サイヨウ ジョウキョウ タイ ゼンネン コウコウセイ シンソツ サイヨウ		Ｑ３-4採用状況対前年(正規社員の中途採用)［ＳＡ］ サイヨウ ジョウキョウ タイ ゼンネン セイキ シャイン チュウト サイヨウ		Ｑ４現場・部門の人材不足有無（ＳＡ） ゲンバ ブモン ジンザイ ブソク ウム		Ｑ４-ＳＱ現場・部門の人材不足対応（ＭＡ） ゲンバ ブモン ジンザイ ブソク タイオウ		Ｑ４-ＳＱ現場・部門の人材不足対応（７その他ＦＡ） ゲンバ ブモン ジンザイ ブソク タイオウ タ		Ｑ５　2011年度の中途採用計画（ＳＡ） ネンド チュウト サイ ヨウ ケイカク		Ｑ５　2011年度の中途採用計画（６その他ＦＡ） ネンド チュウト サイ ヨウ ケイカク タ		作業者 サギョウ シャ		入力日付(西暦年：月：日） ニュウリョク ヒヅケ セイレキ ネン ツキ ヒ		入力日時(時：分：秒) ニュウリョク ニチジ トキ フン ビョウ		作業者 サギョウ シャ		入力日付(西暦年：月：日） ニュウリョク ヒヅケ セイレキ ネン ツキ ヒ		入力日時(時：分：秒) ニュウリョク ニチジ トキ フン ビョウ
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2015年度中途採用実績

				２０１５年度の中途採用実績（対前年増減率）再推計 ネンド チュウト サイヨウ ジッセキ タイ ゼンネン ゾウゲン リツ サイ スイケイ

				【中途採用実績の増減率　推計方法】 チュウト サイヨウ ジッセキ ゾウゲン リツ スイケイ ホウホウ



						2014年度実施調査および2015年度実施調査の両方に回答企業のうち、 ネンド ジッシ チョウサ ネンド ジッシ チョウサ リョウホウ カイトウ キギョウ

						中途採用実績人数の明確な回答（実績人数が空白以外）のうち、 チュウト サイヨウ ジッセキ ニンズウ メイカク カイトウ ジッセキ ニンズウ クウハク イガイ

						2,982社を対象として集計。 シャ タイショウ シュウケイ



						2014年度実施調査（4,127社） ネンド ジッシ チョウサ シャ		※有効回答企業4,192社中、新卒推計使用サンプル ユウコウ カイトウ キギョウ シャ ナカ シンソツ スイケイ シヨウ

						2015年度実施調査（4,425社） ネンド ジッシ チョウサ シャ		※有効回答企業4,504社中、新卒推計使用サンプル ユウコウ カイトウ キギョウ シャ ナカ シンソツ スイケイ シヨウ

				■2015年度の中途採用実績（対前年増減率）



								社　数 シャ スウ		2015年度
中途採用
増減率 ネンド チュウト サイヨウ ゾウゲン リツ		【参考】1社当たり
中途採用人数（人） サンコウ シャ ア チュウト サイヨウ ニンズウ ヒト														社　数 シャ スウ		2015年度
中途採用
増減率 ネンド チュウト サイヨウ ゾウゲン リツ		【参考】1社当たり
中途採用人数（人） サンコウ シャ ア チュウト サイヨウ ニンズウ ヒト

												2014年度 ネンド		2015年度 ネンド																2014年度 ネンド		2015年度 ネンド

				全　体				2982		-1.6%		1.29		1.27								全　体				2982		-1.6%		1.29		1.27

				規模別		５～２９９人		1429		-4.0%		1.13		1.08								規模別		5～299人		1429		-4.0%		1.13		1.08

						３００～９９９人		898		11.1%		6.44		7.15										300～999人		898		11.1%		6.44		7.15

						１０００～４９９９人		533		7.3%		18.47		19.82										1000～4999人		533		7.3%		18.47		19.82

						５０００人以上		122		36.0%		33.78		45.94										5000人以上		122		36.0%		33.78		45.94

				業種別		建設業		218		-3.1%		1.15		1.11								業種別		建設業		218		-3.1%		1.15		1.11

						機械器具製造業		423		7.3%		1.35		1.45										機械器具製造業		423		7.3%		1.35		1.45

						その他製造業		620		-6.9%		1.29		1.20										その他製造業		620		-6.9%		1.29		1.20

						情報通信業		198		1.4%		1.48		1.50										情報通信業		198		1.4%		1.48		1.50

						運輸業		164		20.7%		1.57		1.89										運輸業		164		20.7%		1.57		1.89

						卸売業		315		-15.9%		1.25		1.05										卸売業		315		-15.9%		1.25		1.05

						小売業		262		29.6%		1.00		1.30										小売業		262		29.6%		1.00		1.30

						金融・保険業		230		-34.1%		1.51		1.00										金融・保険業		230		-34.1%		1.51		1.00

						不動産業		52		-2.9%		1.67		1.63										不動産業		52		-2.9%		1.67		1.63

						飲食店・宿泊業		104		5.3%		1.40		1.47										飲食店・宿泊業		104		5.3%		1.40		1.47

						医療・福祉		81		-2.9%		2.30		2.23										医療・福祉		81		-2.9%		2.30		2.23

						その他サービス業		216		-3.6%		1.24		1.20										その他サービス業		216		-3.6%		1.24		1.20



				※増減率は「(2015年度－2014年度)÷2014年度」の値（％）としています。 アタイ

				※１社当たりの中途採用人数は、従業員規模によってウェイトバックした値としています。 シャ ア チュウト サイヨウ ニンズウ ジュウギョウイン キボ アタイ

				※業種別中分類にて以下は記載されておりません。（2015年度　中途採用実態調査レポートより） ギョウシュ ベツ チュウブンルイ イカ キサイ ネンド チュウト サイヨウ ジッタイ チョウサ

				分類 ブンルイ		業種中分類名称 ギョウシュ チュウブンルイ メイショウ		社数 シャ スウ

				4		電気・ガス・熱供給・水道業 デンキ ネツ キョウキュウ スイドウ ギョウ		27

				13		教育・学習支援業 キョウイク ガクシュウ シエン ギョウ		39

				15		その他 タ		33

						計 ケイ		99





2014年度・2015年度両年有効回答2982社

		20１6年春ＩＤ ネン ハル		社名 シャメイ		業種CD ギョウシュ		本社・本店所在地 ホンシャ ホンテン ショザイチ		従業員数 ジュウギョウイン スウ		2016春　Ｑ５正規社員の中途採用実績人数【集計】 ハル セイキ シャイン チュウト サイ ヨウ ジッセキ ニンズウ シュウケイ		2015春Ｑ４正規社員の中途採用実績人数【集計】 ハル セイキ シャイン チュウト サイ ヨウ ジッセキ ニンズウ シュウケイ		業種大（4分類） ギョウシュ ダイ ブンルイ		業種大（5分類） ギョウシュ ダイ ブンルイ		業種中 ギョウシュ ナカ		従業員規模 ジュウギョウ イン キボ		ブロック		求人倍率調査ID キュウジン バイリツ チョウサ		２０１5年春ＩＤ ネン ハル

		20160002		社会福祉法人札幌恵友会		51		1		508		5		3		4		5		12		5		1		a0100002		20150001

		20160003		株式会社シビテック		55		1		97		4		6		4		5		14		3		1		a0100003		20150004

		20160004		株式会社アインファーマシーズ		51		1		7025		100		75		4		5		12		8		1		a0100004		20150005

		20160005		株式会社北海道三喜		26		1		610		1		1		2		3		8		5		1		a0100005		20150006

		20160006		札信警備株式会社		56		1		80		3		6		4		5		14		3		1		a0100006		20150008

		20160007		北海道植物株式会社		22		1		12		0		0		2		3		7		1		1		a0100007		20150009

		20160009		春雪さぶーる株式会社		4		1		566		8		4		1		2		2		5		1		a0100009		20150012

		20160011		株式会社エコノス		29		1		525		7		7.5		2		3		8		5		1		a0100011		20155416

		20160014		株式会社クワザワ		22		1		389		15		32		2		3		7		5		1		a0100014		20150016

		20160015		イオン北海道株式会社		24		1		10000		3		2		2		3		8		8		1		a0100015		20150017

		20160016		株式会社テクノラボ		39		1		109		0		2		4		5		5		4		1		a0100016		20150018

		20160017		宏栄建設株式会社		2		1		6		1		1		1		1		1		1		1		a0100017		20150019

		20160019		雪印種苗株式会社		1		1		329		0		2		1		1		15		5		1		a0100019		20150021

		20160020		DCMホーマック株式会社		24		1		8358		9		9		2		3		8		8		1		a0100020		20150023

		20160021		岡本興業株式会社		2		1		150		15.5		8		1		1		1		4		1		a0100021		20150024

		20160022		寿ハイヤー株式会社		43		1		170		10		10		4		5		6		4		1		a0100022		20150025

		20160025		安全永楽交通株式会社		43		1		180		2		1		4		5		6		4		1		a0100025		20150028

		20160026		株式会社ハイデックス和島		55		1		29		2		1		4		5		14		1		1		a0100026		20150029

		20160027		北陽ビジネスフォーム株式会社		20		1		38		2		1		1		2		2		2		1		a0100027		20150030

		20160029		北海道日野自動車株式会社		27		1		347		0		8		2		3		8		5		1		a0100029		20150031

		20160031		秋田ホーチキ株式会社		3		5		12		3		2		1		1		1		1		2		a0500002		20155421

		20160032		株式会社秋田温泉さとみ		50		5		120		5		12		4		5		11		4		2		a0500003		20150033

		20160033		学校法人聖園学園		52		5		55		0		1		4		5		13		3		2		a0500004		20150034

		20160034		秋田トヨタ自動車株式会社		27		5		214		0		0		2		3		8		4		2		a0500005		20150035

		20160035		千代田興業株式会社		9		5		139		7		15		1		2		2		4		2		a0500006		20150036

		20160036		むつみ造園土木株式会社		2		5		123		2		2		1		1		1		4		2		a0500007		20150037

		20160037		秋田日産自動車株式会社		27		5		223		0		0		2		3		8		4		2		a0500008		20150038

		20160040		株式会社秋田銀行		30		5		2199		1		2		3		4		9		7		2		a0500011		20150042

		20160041		マックスバリュ東北株式会社		24		5		7200		0		0		2		3		8		8		2		a0500012		20150043

		20160042		秋田住友ベーク株式会社		6		5		178		0		0		1		2		2		4		2		a0500013		20150044

		20160044		株式会社大成電機		3		5		20		3		2		1		1		1		1		2		a0500015		20150046

		20160045		仙北農業共済組合		34		5		42		0		0		3		4		9		2		2		a0500016		20150047

		20160046		金谷商事株式会社		49		5		75		3		3		4		5		11		3		2		a0500017		20150048

		20160047		有限会社石川農園		4		5		10		0		0		1		2		2		1		2		a0500018		20150050

		20160048		小林工業株式会社		17		5		224		5		2		1		2		3		4		2		a0500019		20150051

		20160050		能代第一急便株式会社		44		5		28		0		0		4		5		6		1		2		a0500021		20150053

		20160051		社会福祉法人能代市社会福祉協議会		51		5		151		0		0		4		5		12		4		2		a0500022		20150054

		20160052		株式会社大森土木		2		5		41		3		4		1		1		1		2		2		a0500023		20150055

		20160053		小玉醸造株式会社		4		5		53		1		2		1		2		2		3		2		a0500024		20150056

		20160054		田中建設株式会社		2		5		90		5		10		1		1		1		3		2		a0500025		20150057

		20160055		社会福祉法人琴丘ふくし会		51		5		62		2		0		4		5		12		3		2		a0500026		20150058

		20160058		株式会社小板橋建設		2		5		30		1		6		1		1		1		2		2		a0500028		20150060

		20160059		株式会社高橋建業		2		5		14		2		2		1		1		1		1		2		a0500029		20150061

		20160060		株式会社北日本銀行		30		3		1158		0		0		3		4		9		6		2		a0300001		20150063

		20160061		学校法人岩手医科大学		52		3		2903		5		5		4		5		13		7		2		a0300002		20150064

		20160062		株式会社テレビ岩手		38		3		110		1		0		4		5		5		4		2		a0300003		20150066

		20160065		小岩井農牧株式会社		1		13		350		2		4		1		1		15		5		4		a1300001		20150067

		20160068		社会福祉法人いきいき牧場		51		3		76		0		3		4		5		12		3		2		a0300008		20150069

		20160069		株式会社ジョイス		24		3		2500		4		1		2		3		8		7		2		a0300009		20150070

		20160071		株式会社アイ・ビー・シー開発センター		54		3		11		0		0		4		5		14		1		2		a0300011		20150072

		20160072		株式会社岩電		22		3		160		5		10		2		3		7		4		2		a0300012		20150073

		20160073		株式会社岩手ホテルアンドリゾート		50		3		420		0		0		4		5		11		5		2		a0300013		20150074

		20160074		株式会社タカヤ		2		3		194		3		2		1		1		1		4		2		a0300014		20150075

		20160076		株式会社丸江		24		3		320		2		2		2		3		8		5		2		a0300016		20150077

		20160077		株式会社東北佐竹製作所		10		3		270		0		0		1		2		3		4		2		a0300017		20150078

		20160078		岩手東芝エレクトロニクス株式会社		16		3		1690		0		0		1		2		3		6		2		a0300018		20150079

		20160079		株式会社小田島		22		3		369		0		1		2		3		7		5		2		a0300019		20150080

		20160080		株式会社伊藤組		2		3		119		1		1		1		1		1		4		2		a0300020		20150081

		20160081		和同産業株式会社		10		3		261		2		2		1		2		3		4		2		a0300021		20150082

		20160086		株式会社東北テーケィアール		17		3		180		0		0		1		2		3		4		2		a0300026		20150086

		20160087		ＵＤトラックス岩手株式会社		27		3		80		3		3		2		3		8		3		2		a0300027		20150087

		20160088		株式会社水清建設		2		3		35		7		1		1		1		1		2		2		a0300028		20150088

		20160090		株式会社阿部繁孝商店		4		3		624		26		56		1		2		2		5		2		a0300030		20150089

		20160091		株式会社十文字チキンカンパニー		4		3		1066		0		0		1		2		2		6		2		a0300031		20150090

		20160092		有限会社佐甚商店		48		3		6		0		0		4		5		4		1		2		a0300032		20155431

		20160093		トーバン印刷株式会社		20		3		36		2		4		1		2		2		2		2		a0300033		20150091

		20160094		株式会社オヤマ		21		3		660		10		20		1		2		2		5		2		a0300034		20150092

		20160097		医療法人芙蓉会		51		2		783		72		69		4		5		12		5		2		a0200002		20150093

		20160098		株式会社石舘薬店		29		2		8		0		1		2		3		8		1		2		a0200003		20150096

		20160100		株式会社青森銀行		30		2		2230		1		0		3		4		9		7		2		a0200005		20150098

		20160101		株式会社みちのく銀行		30		2		2269		4		10		3		4		9		7		2		a0200006		20150100

		20160102		文化タクシー株式会社		43		2		74		12		5		4		5		6		3		2		a0200007		20150101

		20160103		株式会社中野グループ		56		2		560		0		0		4		5		14		5		2		a0200008		20150102

		20160104		八戸酒類株式会社		4		2		29		1		2		1		2		2		1		2		a0200009		20150103

		20160105		株式会社丸吉		1		2		20		0		1		1		1		15		1		2		a0200010		20150104

		20160106		医療法人清照会		51		2		308		14		10		4		5		12		5		2		a0200011		20150105

		20160107		医療法人謙昌会		51		2		330		5		0		4		5		12		5		2		a0200012		20150107

		20160109		株式会社津軽新報社		41		2		51		0		2		4		5		5		3		2		a0200014		20150108

		20160110		東北化学薬品株式会社		22		2		231		0		2		2		3		7		4		2		a0200015		20150109

		20160111		有限会社エコ・ネット		56		2		13		1		2		4		5		14		1		2		a0200016		20155435

		20160113		五所川原リネンサプライ協業組合		56		2		25		1		2		4		5		14		1		2		a0200018		20150111

		20160115		日産プリンス青森販売株式会社		27		2		189		3		1		2		3		8		4		2		a0200020		20150113

		20160116		かねさ株式会社		4		2		66		0		0		1		2		2		3		2		a0200021		20150114

		20160117		三八五エクスプレス株式会社		44		2		103		0		0		4		5		6		4		2		a0200022		20150115

		20160118		株式会社よこまち		24		2		540		0		0		2		3		8		5		2		a0200023		20150116

		20160120		株式会社アストモスガスセンター八戸		44		2		33		2		0		4		5		6		2		2		a0200025		20150118

		20160124		株式会社ハチカン		4		2		772		4		0		1		2		2		5		2		a0200029		20150123

		20160128		函館信用金庫		32		1		152		1		0		3		4		9		4		1		a0100032		20150126

		20160130		函館どつく株式会社		21		1		599		7		18		1		2		2		5		1		a0100033		20150128

		20160131		有限会社道南セキュリティーサービス		56		1		20		4		4		4		5		14		1		1		a0100034		20150129

		20160132		佐川急便株式会社　函館店		44		13		91		0		1		4		5		6		3		4		a1300002		20150130

		20160133		株式会社塩見製材所		21		1		10		0		0		1		2		2		1		1		a0100035		20150131

		20160134		医療法人社団滋恒会		51		1		47		4		9		4		5		12		2		1		a0100036		20150132

		20160136		株式会社た志満		49		1		38		1		2		4		5		11		2		1		a0100038		20150134

		20160137		株式会社新宮商行		22		1		214		0		0		2		3		7		4		1		a0100039		20150135

		20160138		小樽信用金庫		32		1		159		0		0		3		4		9		4		1		a0100040		20150136

		20160139		北海道ワイン株式会社		4		1		78		1		5		1		2		2		3		1		a0100041		20150138

		20160141		渡島信用金庫		32		1		98		4		5		3		4		9		3		1		a0100043		20150140

		20160142		社会福祉法人　幸清会		51		1		600		20		13		4		5		12		5		1		a0100044		20150141

		20160144		北海道NSソリューションズ株式会社		39		1		255		0		0		4		5		5		4		1		a0100046		20150144

		20160145		株式会社高木工業		9		1		102		5		10		1		2		2		4		1		a0100047		20150145

		20160146		一般財団法人苫小牧保健センター		51		1		110		5		1		4		5		12		4		1		a0100048		20150148

		20160147		トヨタカローラ苫小牧株式会社		27		1		208		0		0		2		3		8		4		1		a0100049		20150150

		20160148		株式会社三星		4		1		290		10		7.5		1		2		2		4		1		a0100050		20150151

		20160149		苫小牧熱サービス株式会社		48		1		46		0		0		4		5		4		2		1		a0100051		20150152

		20160150		池田建設株式会社		2		1		65		3		1		1		1		1		3		1		a0100052		20155439

		20160151		株式会社第一滝本館		50		1		250		2		0		4		5		11		4		1		a0100053		20150153

		20160153		北海道曹達株式会社		6		1		137		1		0		1		2		2		4		1		a0100055		20150155

		20160154		苫小牧北倉港運株式会社		46		1		47		2		0		4		5		6		2		1		a0100056		20150156

		20160156		北海道労働金庫		32		1		812		6		3		3		4		9		5		1		a0100058		20150159

		20160157		株式会社ピーアールセンター		54		1		42		0		0		4		5		14		2		1		a0100059		20150160

		20160158		株式会社シーズ・ラボ		39		1		91		1		1		4		5		5		3		1		a0100060		20150161

		20160159		株式会社エイチ・アイ・ディ		39		1		233		0		0		4		5		5		4		1		a0100061		20150158

		20160160		北海道漁業協同組合連合会		57		1		351		4		0		4		5		14		5		1		a0100062		20150162

		20160161		道東エア・ウォーター株式会社		48		1		14		0		2		4		5		4		1		1		a0100063		20150163

		20160162		ハートランドフェリー株式会社		47		1		61		1		2		4		5		6		3		1		a0100064		20150181

		20160163		株式会社つうけん		37		1		850		3		3		4		5		5		5		1		a0100065		20150007

		20160164		エス・テー・ビー興発株式会社		42		1		37		2		2		4		5		10		2		1		a0100066		20150164

		20160165		北海道厚生農業協同組合連合会		51		1		5000		0		0		4		5		12		8		1		a0100067		20150165

		20160166		株式会社ほっきょう		56		1		100		0		0		4		5		14		4		1		a0100068		20150166

		20160167		サンエース株式会社　札幌		22		1		34		0		3		2		3		7		2		1		a0100069		20150167

		20160169		キャリアバンク株式会社		56		1		380		0		0		4		5		14		5		1		a0100071		20150168

		20160170		株式会社ベルックス		56		1		2300		10		3		4		5		14		7		1		a0100072		20150169

		20160171		札幌駅総合開発株式会社		42		1		230		2		3		4		5		10		4		1		a0100073		20150170

		20160172		新和グループ		50		1		790		4		0		4		5		11		5		1		a0100074		20150171

		20160174		株式会社ほくやく・竹山ホールディングス		22		1		1501		0		0		2		3		7		6		1		a0100076		20150172

		20160176		マックスバリュ北海道株式会社		24		1		5150		0		0		2		3		8		8		1		a0100078		20150173

		20160177		札幌市農業協同組合		57		1		433		0		0		4		5		14		5		1		a0100079		20150174

		20160179		北海道マツダ販売株式会社		27		1		1000		10		11		2		3		8		6		1		a0100081		20150177

		20160180		大同舗道株式会社		2		1		50		1		1		1		1		1		3		1		a0100082		20150178

		20160183		株式会社レンタコム北海道		53		1		60		1		0		4		5		14		3		1		a0100085		20150184

		20160184		株式会社デジタル・ブレイン		39		1		21		0		0		4		5		5		1		1		a0100086		20150185

		20160185		竹山食品工業株式会社		4		1		60		0		3		1		2		2		3		1		a0100087		20150186

		20160186		エムエムエスマンションマネージメントサービス株式会社		55		1		1267		3		8		4		5		14		6		1		a0100088		20150187

		20160187		株式会社ピヴォ		42		1		15		1		0		4		5		10		1		1		a0100089		20150190

		20160191		株式会社データベース		48		1		440		0		0		4		5		4		5		1		a0100093		20150192

		20160192		株式会社農土コンサル		55		1		39		0		1		4		5		14		2		1		a0100094		20150193

		20160193		共和コンクリート工業株式会社		8		1		840		0		0		1		2		2		5		1		a0100095		20150194

		20160194		札幌信用金庫		32		1		395		0		2		3		4		9		5		1		a0100096		20150195

		20160196		株式会社りんゆう観光		46		1		55		0		0		4		5		6		3		1		a0100098		20150197

		20160197		札幌日産自動車株式会社		27		1		703		9		12		2		3		8		5		1		a0100099		20150198

		20160198		北海道ガス株式会社		48		1		828		0		0		4		5		4		5		1		a0100100		20150199

		20160199		中道リース株式会社		36		1		161		1		3		3		4		9		4		1		a0100101		20150200

		20160200		伊藤組土建株式会社		2		1		333		1		6		1		1		1		5		1		a0100102		20150201

		20160201		株式会社キムラ		22		1		195		0		0		2		3		7		4		1		a0100103		20150202

		20160202		岩田地崎建設株式会社		2		1		652		5		8		1		1		1		5		1		a0100104		20150203

		20160205		株式会社北海道新聞社		41		1		1588		17		6		4		5		5		6		1		a0100107		20150206

		20160206		道央農業協同組合		57		1		397		0		1		4		5		14		5		1		a0100108		20150207

		20160207		ダイコク交通株式会社		43		1		228		11		21		4		5		6		4		1		a0100109		20150208

		20160208		株式会社稲田組		2		1		38		2		2		1		1		1		2		1		a0100110		20150209

		20160209		オリンポス債権回収株式会社		36		1		63		0		5		3		4		9		3		1		a0100111		20150210

		20160212		日糧製パン株式会社		4		1		1567		14		3		1		2		2		6		1		a0100114		20150214

		20160213		札幌トヨペット株式会社		27		1		889		0		0		2		3		8		5		1		a0100115		20150215

		20160214		丸彦渡辺建設株式会社		2		1		453		16		9		1		1		1		5		1		a0100116		20150216

		20160217		有限会社イビ		4		1		13		1		1		1		2		2		1		1		a0100119		20150219

		20160223		株式会社セーフティーステップ		53		1		42		3		1		4		5		14		2		1		a0100125		20150222

		20160224		クレードル興農株式会社		4		1		200		1		2		1		2		2		4		1		a0100126		20150223

		20160227		フュージョン株式会社		39		1		70		7		9		4		5		5		3		1		a0100129		20150226

		20160229		株式会社ラルズ		24		1		5627		0		2		2		3		8		8		1		a0100131		20150228

		20160230		東和レジスター札幌販売株式会社		22		1		7		0		0		2		3		7		1		1		a0100132		20150229

		20160232		北原電牧株式会社		9		1		37		0		1		1		2		2		2		1		a0100134		20150232

		20160234		三愛地所株式会社		42		1		50		1		2		4		5		10		3		1		a0100136		20150234

		20160235		神原商亊株式会社		22		1		50		0		0		2		3		7		3		1		a0100137		20150236

		20160236		株式会社シンレキ		21		1		8		0		0		1		2		2		1		1		a0100138		20150237

		20160237		社会福祉法人晃裕会		51		1		13		1		4		4		5		12		1		1		a0100139		20150238

		20160238		株式会社野村佛檀店		29		1		26		1		0		2		3		8		1		1		a0100140		20150239

		20160239		空知信用金庫		32		1		220		0		0		3		4		9		4		1		a0100141		20150240

		20160240		公南山明建設株式会社		2		1		56		0		0		1		1		1		3		1		a0100142		20150241

		20160241		北宝建設株式会社		2		1		48		0		2		1		1		1		2		1		a0100143		20150242

		20160242		夕張市農業協同組合		57		1		100		0		0		4		5		14		4		1		a0100144		20150243

		20160243		株式会社モリタン		4		1		450		5		1		1		2		2		5		1		a0100145		20150244

		20160244		株式会社阿部建設		2		1		45		0		0		1		1		1		2		1		a0100146		20155450

		20160248		藤川電設工業株式会社		3		1		26		2		2		1		1		1		1		1		a0100150		20150247

		20160249		北日本木材株式会社		21		1		60		0		3		1		2		2		3		1		a0100151		20150248

		20160251		千代田電装工業株式会社		22		1		116		2		3		2		3		7		4		1		a0100153		20150249

		20160254		株式会社道新たちばな販売所		29		1		100		1		0		2		3		8		4		1		a0100156		20150252

		20160255		旭川日産自動車株式会社		27		1		252		1		3		2		3		8		4		1		a0100157		20150253

		20160256		旭川信用金庫		32		1		386		0		1		3		4		9		5		1		a0100158		20150254

		20160257		美瑛通運株式会社		44		1		39		1		0		4		5		6		2		1		a0100159		20150255

		20160260		株式会社トヨタレンタリース旭川		53		1		96		4		2		4		5		14		3		1		a0100162		20150259

		20160261		株式会社富士工業		56		1		206		19		0		4		5		14		4		1		a0100163		20150260

		20160263		株式会社森田自動車工業		57		1		48		4		6		4		5		14		2		1		a0100165		20150264

		20160264		株式会社和秀		2		1		6		1		0		1		1		1		1		1		a0100166		20150265

		20160265		北いぶき農業協同組合		57		1		168		0		4		4		5		14		4		1		a0100167		20150266

		20160266		株式会社トーホー電器		28		1		8		0		0		2		3		8		1		1		a0100168		20150267

		20160269		安東産業株式会社		29		1		40		1		1		2		3		8		2		1		a0100171		20150269

		20160270		日新運輸株式会社		44		1		34		0		0		4		5		6		2		1		a0100172		20150270

		20160271		株式会社道北アークス		24		1		2700		17		18		2		3		8		7		1		a0100173		20150271

		20160275		株式会社共成レンテム		53		1		665		0		0		4		5		14		5		1		a0100177		20150274

		20160276		株式会社柳月		4		1		685		0		0		1		2		2		5		1		a0100178		20155458

		20160277		河井ローダー建設株式会社		2		1		55		0		0		1		1		1		3		1		a0100179		20150275

		20160278		株式会社ダイイチ		24		1		1600		5		5		2		3		8		6		1		a0100180		20150276

		20160279		株式会社藤丸		23		1		170		0		0		2		3		8		4		1		a0100181		20150277

		20160280		帯広信用金庫		32		1		509		2		2		3		4		9		5		1		a0100182		20150278

		20160281		千葉工務店株式会社		2		1		8		0		0		1		1		1		1		1		a0100183		20150279

		20160282		釧路ビーエスタイヤ株式会社		22		1		29		0		0		2		3		7		1		1		a0100184		20150280

		20160283		株式会社トヨタレンタリース釧路		53		1		59		0		0		4		5		14		3		1		a0100185		20150282

		20160284		釧路信用組合		32		1		127		2		1		3		4		9		4		1		a0100186		20150283

		20160286		株式会社太平洋製作所		2		1		30		0		0		1		1		1		2		1		a0100188		20150285

		20160287		三ッ輪ベンタス株式会社		21		1		72		0		0		1		2		2		3		1		a0100189		20150286

		20160288		釧路ガス株式会社		48		1		104		1		4		4		5		4		4		1		a0100190		20150287

		20160289		金星釧路ハイヤー株式会社		43		1		200		0		0		4		5		6		4		1		a0100191		20150288

		20160290		学校法人豊川学園		52		1		25		0		0		4		5		13		1		1		a0100192		20150289

		20160291		鶴雅グループ㈱阿寒グランドホテル		50		1		700		68		45		4		5		11		5		1		a0100193		20150291

		20160292		太平洋設備株式会社		3		1		123		4		2		1		1		1		4		1		a0100194		20155459

		20160293		釧根開発株式会社		2		1		91		0		1		1		1		1		3		1		a0100195		20150292

		20160294		有限会社中標津ファームサービス		1		1		9		4		0		1		1		15		1		1		a0100196		20150293

		20160295		羅臼漁業協同組合		57		1		77		0		0		4		5		14		3		1		a0100197		20150294

		20160296		大坂漁業株式会社		1		1		65		0		0		1		1		15		3		1		a0100198		20150295

		20160297		株式会社カネヒロ		4		1		120		0		1		1		2		2		4		1		a0100199		20150296

		20160298		大地みらい信用金庫		32		1		288		2		2		3		4		9		4		1		a0100200		20150297

		20160300		北見信用金庫		32		1		330		0		0		3		4		9		5		1		a0100202		20150299

		20160301		株式会社土田電業社		3		1		6		0		1		1		1		1		1		1		a0100203		20150300

		20160302		網走交通株式会社		44		1		240		2		1		4		5		6		4		1		a0100204		20150301

		20160304		株式会社久光組		2		1		15		0		0		1		1		1		1		1		a0100206		20150302

		20160305		北星信用金庫		32		1		197		0		0		3		4		9		4		1		a0100207		20150303

		20160306		稚内信用金庫		32		1		300		0		0		3		4		9		5		1		a0100208		20150304

		20160307		株式会社小野寺		58		1		35		0		1						15		2		1		a0100209		20150306

		20160308		株式会社スタッフサービス・ホールディングス		56		13		3170		14		1		4		5		14		7		4		a1300003		20150308

		20160309		新電元工業株式会社		16		13		1429		15		21		1		2		3		6		4		a1300004		20150310

		20160310		ＪＦＥ物流株式会社		47		13		1504		0		1		4		5		6		6		4		a1300005		20150312

		20160311		ＪＦＥ商事鉄鋼建材株式会社		22		13		272		4		12		2		3		7		4		4		a1300006		20150313

		20160312		日本政策金融公庫		30		13		8500		51		40		3		4		9		8		4		a1300007		20150314

		20160313		三興メイビス株式会社		22		13		90		1		1		2		3		7		3		4		a1300008		20150317

		20160315		株式会社ジャフコ		36		13		120		3		2		3		4		9		4		4		a1300010		20150319

		20160317		株式会社サンケイビル		42		13		148		9		6		4		5		10		4		4		a1300012		20150322

		20160318		株式会社UACJ		9		13		3429		5		1		1		2		2		7		4		a1300013		20150323

		20160320		JFE商事薄板建材株式会社		22		13		96		0		1		2		3		7		3		4		a2700001		20155470

		20160325		藤永製薬株式会社		7		13		140		4		3		1		2		2		4		4		a1300019		20150326

		20160326		株式会社野村総合研究所		39		13		9012		54		47		4		5		5		8		4		a1300020		20150327

		20160327		株式会社東京ファイナンシャルプランナーズ		55		13		40		5		6		4		5		14		2		4		a1300021		20150329

		20160328		日本郵船株式会社		47		13		1737		4		4		4		5		6		6		4		a1300022		20150330

		20160330		ウエスタン・アセット・マネジメント株式会社		36		13		23		2		1		3		4		9		1		4		a1300024		20150335

		20160331		アビームコンサルティング株式会社		55		13		4145		350		300		4		5		14		7		4		a1300025		20150336

		20160332		株式会社東京金融取引所		36		13		95		2		0		3		4		9		3		4		a1300026		20150338

		20160333		日本化薬株式会社		6		13		1836		26		20		1		2		2		6		4		a1300027		20150339

		20160334		NYKバルクプロジェクト貨物輸送株式会社		47		13		181		0		1		4		5		6		4		4		a1300028		20150342

		20160335		株式会社國際旅行社		46		13		32		1		0		4		5		6		2		4		a1300029		20150343

		20160337		有限会社ケイ・ジェイ・アイ・コーポレーション		22		13		6		0		0		2		3		7		1		4		a1300031		20150345

		20160340		アストモスエネルギー株式会社		48		13		350		1		4		4		5		4		5		4		a1300034		20155474

		20160341		日鉄住金テックスエンジ株式会社		2		13		11095		31		26		1		1		1		8		4		a1300035		20155475

		20160351		三菱電機ビルテクノサービス株式会社		12		13		8949		37		31		1		2		3		8		4		a1300045		20150347

		20160353		日鉄住金鋼管株式会社		9		13		989		2		0		1		2		2		5		4		a1300047		20150349

		20160354		浜友観光株式会社		50		22		1500		2		5		4		5		11		6		6		a2200001		20150350

		20160356		太陽石油株式会社		6		13		661		13		0		1		2		2		5		4		a1300049		20150351

		20160357		エヌ・ティ・ティ・データ・ジェトロニクス株式会社		39		13		599		15		29		4		5		5		5		4		a1300050		20150355

		20160359		中国塗料株式会社		6		34		407		1		1		1		2		2		5		9		a3400001		20150356

		20160366		株式会社ユニフルーティージャパン		22		13		65		3		3		2		3		7		3		4		a1300057		20155486

		20160367		株式会社マルハン		50		13		11475		320		330		4		5		11		8		4		a1300058		20150364

		20160372		株式会社アダストリア		26		13		10046		22		4		2		3		8		8		4		a1300063		20150371

		20160373		東邦ホールディングス株式会社		22		13		8414		0		15		2		3		7		8		4		a1300064		20150372

		20160374		株式会社リクルートマネジメントソリューションズ		55		13		374		24		22		4		5		14		5		4		a1300065		20150373

		20160378		大和製罐株式会社		9		13		1393		2		1		1		2		2		6		4		a1300069		20155494

		20160382		株式会社読売新聞東京本社		41		13		4715		0		8		4		5		5		7		4		a1300073		20150315

		20160384		株式会社産業経済新聞社		41		13		1893		4		8		4		5		5		6		4		a1300075		20150380

		20160385		三菱商事株式会社		22		13		6322		10		14		2		3		7		8		4		a1300076		20150381

		20160387		ＮＳユナイテッド海運株式会社		47		13		211		0		1		4		5		6		4		4		a1300078		20150383

		20160388		株式会社クラレ		6		13		8398		2		30		1		2		2		8		4		a1300079		20150384

		20160392		株式会社三菱総合研究所		39		13		874		19		22		4		5		5		5		4		a1300083		20150388

		20160396		協和発酵キリン株式会社		7		13		7424		15		25		1		2		2		8		4		a1300087		20150393

		20160397		東邦亜鉛株式会社		9		13		700		3		2		1		2		2		5		4		a1300088		20150716

		20160404		三井住友ファイナンス＆リース株式会社		36		13		1469		12		15		3		4		9		6		4		a1300095		20150966

		20160406		白銅株式会社		22		13		381		2		3		2		3		7		5		4		a1300096		20150399

		20160408		明和産業株式会社		22		13		223		3		1		2		3		7		4		4		a1300098		20150402

		20160410		古河電気工業株式会社		9		13		3590		9		5		1		2		2		7		4		a1300100		20150403

		20160414		古河機械金属株式会社		9		13		2456		21		14		1		2		2		7		4		a1300104		20150408

		20160416		旭硝子株式会社		8		13		7515		11		5		1		2		2		8		4		a1300106		20150410

		20160417		東宝株式会社		41		13		327		5		1		4		5		5		5		4		a1300107		20150411

		20160421		川崎汽船株式会社		47		13		676		14		22		4		5		6		5		4		a1300111		20150414

		20160424		双日株式会社		22		13		2331		13		18		2		3		7		7		4		a1300114		20150417

		20160426		東日本高速道路株式会社		46		13		2189		11		7		4		5		6		7		4		a1300116		20150419

		20160428		株式会社シイエスシイ		39		13		63		1		1		4		5		5		3		4		a1300118		20150423

		20160429		オリエント時計株式会社		19		13		194		2		3		1		2		3		4		4		a1300119		20150424

		20160430		日本ライトン株式会社		22		13		76		2.5		6		2		3		7		3		4		a1300120		20150425

		20160431		ＤＯＷＡホールディングス株式会社		9		13		5941		7		0		1		2		2		8		4		a1300121		20150426

		20160432		株式会社栄電子		22		13		89		3		8		2		3		7		3		4		a1300122		20150428

		20160433		株式会社ミクニ		18		13		2022		13		27		1		2		3		7		4		a1300123		20150430

		20160434		新生プロパティファイナンス株式会社		36		13		41		0		4		3		4		9		2		4		a1300124		20150884

		20160436		株式会社日立産機システム		12		13		3000		9		11		1		2		3		7		4		a1300126		20150432

		20160437		東京センチュリーリース株式会社		53		13		1047		13		19		4		5		14		6		4		a1300127		20150433

		20160438		サイバネットシステム株式会社		39		13		360		32		25		4		5		5		5		4		a1300128		20150434

		20160439		株式会社ファーコス		51		13		1384		80		64		4		5		12		6		4		a1300129		20155504

		20160440		東京周波株式会社		22		13		102		3		2		2		3		7		4		4		a1300130		20150435

		20160444		株式会社協和		21		13		220		1		0		1		2		2		4		4		a1300133		20150440

		20160445		朝日信用金庫		32		13		1543		0		3		3		4		9		6		4		a1300134		20150441

		20160446		株式会社キングジム		21		13		401		2		2		1		2		2		5		4		a1300135		20150443

		20160447		株式会社アイリス		22		13		500		2		2		2		3		7		5		4		a1300136		20150445

		20160449		日本エレベーター製造株式会社		3		13		599		11		16		1		1		1		5		4		a1300138		20150447

		20160450		株式会社東京自働機械製作所		10		13		321		1		2		1		2		3		5		4		a1300139		20150448

		20160451		株式会社サンライズ貿易		22		13		80		2.5		0		2		3		7		3		4		a1300140		20150449

		20160452		価値開発株式会社		50		13		14		1		0		4		5		11		1		4		a1300141		20150450

		20160453		株式会社ウィクレソフト・ジャパン		39		13		131		46		52		4		5		5		4		4		a1300142		20150451

		20160456		株式会社ベスト		22		13		129		0		0		2		3		7		4		4		a1300145		20150452

		20160457		三和工機株式会社		10		13		980		6		7		1		2		3		5		4		a1300146		20150453

		20160458		向井建設株式会社		3		13		725		1		2		1		1		1		5		4		a1300147		20155512

		20160460		株式会社太陽エージェンシー		54		13		46		4		6		4		5		14		2		4		a1300149		20150455

		20160461		株式会社ＫＳＫ		39		13		1638		90		100		4		5		5		6		4		a1300150		20150457

		20160466		株式会社青山メインランド		42		13		193		5		18		4		5		10		4		4		a1300155		20150461

		20160468		和光堂株式会社		4		13		480		0		0		1		2		2		5		4		a1300157		20150463

		20160469		株式会社ルネサスイーストン		22		13		503		0		0		2		3		7		5		4		a1300158		20150464

		20160470		アース製薬株式会社		6		13		1200		5		15		1		2		2		6		4		a1300159		20150465

		20160471		株式会社ＲＩＳＥ		42		13		8		0		0		4		5		10		1		4		a1300160		20150468

		20160472		株式会社平凡社		41		13		48		0		0		4		5		5		2		4		a1300161		20150470

		20160475		株式会社ディーエムエス		54		13		550		2		5		4		5		14		5		4		a1300163		20150472

		20160482		ゼビオコーポレート株式会社		29		7		5243		200		4		2		3		8		8		2		a0700003		20150475

		20160483		みずほ情報総研株式会社		39		13		4700		28		35		4		5		5		7		4		a1300169		20150476

		20160486		イオンプロダクトファイナンス株式会社		35		13		400		50		19		3		4		9		5		4		a1300172		20150480

		20160487		株式会社ヴィクトリア		29		13		1560		0		0		2		3		8		6		4		a1300173		20155518

		20160488		富士ゼロックスシステムサービス株式会社		39		13		1766		18		22.5		4		5		5		6		4		a1300174		20155519

		20160492		公立学校共済組合		58		13		250		0		0						15		4		4		a1300178		20150483

		20160493		三幸株式会社		56		13		3700		60		46		4		5		14		7		4		a1300179		20150484

		20160494		日本製紙株式会社		6		13		5158		1		1		1		2		2		8		4		a1300180		20155465

		20160496		関東電化工業株式会社		6		13		554		12		4		1		2		2		5		4		a1300182		20150487

		20160497		ＪＦＥコンテイナー株式会社		21		13		271		0		0		1		2		2		4		4		a1300183		20150489

		20160498		日本出版貿易株式会社		22		13		130		1		0		2		3		7		4		4		a1300184		20150490

		20160499		コマニー株式会社		21		17		896		15		42		1		2		2		5		5		a1700002		20150493

		20160502		日本紙通商株式会社		22		13		420		0		0		2		3		7		5		4		a1300187		20150496

		20160505		日新火災海上保険株式会社		34		13		2392		4		0		3		4		9		7		4		a1300190		20150498

		20160506		商船三井ロジスティクス株式会社		47		13		351		0		1		4		5		6		5		4		a1300191		20150499

		20160507		リケンテクノス株式会社		6		13		812		2		6		1		2		2		5		4		a1300192		20150717

		20160509		理研ビタミン株式会社		4		13		1261		8		3		1		2		2		6		4		a1300194		20150501

		20160510		太平電業株式会社		10		13		1586		3		0		1		2		3		6		4		a1300195		20150502

		20160511		日清アソシエイツ株式会社		4		13		6146		10		11		1		2		2		8		4		a1300196		20150503

		20160513		パシフィックコンサルタンツ株式会社		55		13		2319		24		30		4		5		14		7		4		a1300198		20152119

		20160514		株式会社シンコーミュージｯク・エンタテイメント		41		13		86		1		0		4		5		5		3		4		a1300199		20150505

		20160515		美津濃株式会社		21		27		2500		20		4		1		2		2		7		7		a2700004		20150506

		20160516		昭和産業株式会社		4		13		1128		19		15		1		2		2		6		4		a1300200		20150508

		20160517		ＮＥＣプラットフォームズ株式会社		13		13		5429		7		0		1		2		3		8		4		a1300201		20150509

		20160521		株式会社極東商会		22		13		326		4		0		2		3		7		5		4		a1300205		20151212

		20160525		日本出版販売株式会社		22		13		2016		0		4		2		3		7		7		4		a1300209		20150517

		20160526		三菱ＵＦＪニコス株式会社		35		13		3286		5		55		3		4		9		7		4		a1300210		20150518

		20160529		東京鐵鋼株式会社		9		13		669		9		7		1		2		2		5		4		a1300213		20150521

		20160530		日経印刷株式会社		20		13		421		7		11		1		2		2		5		4		a1300214		20150523

		20160532		ブラック＆ホワイトスポーツウェア株式会社		21		13		176		0		2		1		2		2		4		4		a1300216		20151026

		20160533		株式会社千修		20		13		220		11		5		1		2		2		4		4		a1300217		20150525

		20160536		株式会社ディア・ライフ		42		13		15		5		8		4		5		10		1		4		a1300220		20150528

		20160538		ぷらっとホーム株式会社		17		13		41		2		4		1		2		3		2		4		a1300222		20150531

		20160539		住友精化株式会社		6		27		869		7		2		1		2		2		5		7		a2700005		20150532

		20160542		トヨタホーム東京株式会社		2		13		390		7.5		3		1		1		1		5		4		a1300225		20150534

		20160543		株式会社アペックス		4		23		1800		30		30		1		2		2		6		6		a2300001		20150535

		20160544		株式会社ジーエスアイクレオス		22		13		395		7		5		2		3		7		5		4		a1300226		20150536

		20160546		株式会社アイネス		39		13		1550		5		6		4		5		5		6		4		a1300228		20150540

		20160547		株式会社リケン		18		13		1519		6		3		1		2		3		6		4		a1300229		20150542

		20160548		株式会社アーク情報システム		39		13		129		0		1		4		5		5		4		4		a1300230		20150543

		20160550		株式会社オッシュマンズ・ジャパン		29		13		200		6		12		2		3		8		4		4		a1300232		20150544

		20160551		株式会社鷺宮製作所		16		13		1240		5		6		1		2		3		6		4		a1300233		20150546

		20160552		ハパックロイドジャパン株式会社		47		13		87		8		2		4		5		6		3		4		a1300234		20150547

		20160553		株式会社プレック研究所		55		13		130		4		2		4		5		14		4		4		a1300235		20150548

		20160555		株式会社クリーク・アンド・リバー社		58		13		291		25		30						15		4		4		a1300237		20150550

		20160558		ゼニス羽田ホールディングス株式会社		21		13		13		0		0		1		2		2		1		4		a1300240		20150554

		20160560		丸紅セーフネット株式会社		34		13		101		0		0		3		4		9		4		4		a1300242		20150559

		20160562		株式会社坂口		22		13		123		0		3		2		3		7		4		4		a1300244		20150561

		20160563		株式会社ベルパーク		37		13		1720		44		21		4		5		5		6		4		a1300245		20150564

		20160566		旭ダイヤモンド工業株式会社		10		13		1017		5		9		1		2		3		6		4		a1300248		20150565

		20160567		東京メトロポリタンテレビジョン株式会社		33		13		136		0		2		3		4		9		4		4		a1300249		20150566

		20160570		日本私立学校振興・共済事業団		57		13		338		3		0		4		5		14		5		4		a1300252		20150569

		20160571		前田建設工業株式会社		2		13		2949		9		4		1		1		1		7		4		a1300253		20150570

		20160572		三菱マテリアルテクノ株式会社		10		13		1115		5		23		1		2		3		6		4		a1300254		20150571

		20160573		ニチレキ株式会社		21		13		714		0		0		1		2		2		5		4		a1300255		20150572

		20160574		石垣食品株式会社		4		13		12		3		0		1		2		2		1		4		a1300256		20150573

		20160575		能美防災株式会社		17		13		1640		8		21		1		2		3		6		4		a1300257		20150574

		20160576		株式会社トヨタレンタリース東京		53		13		835		0		0		4		5		14		5		4		a1300258		20150575

		20160577		株式会社日新		46		14		1768		9		3		4		5		6		6		4		a1400002		20150576

		20160579		東工コーセン株式会社		22		13		180		2		1		2		3		7		4		4		a1300260		20150578

		20160583		東洋鋼鈑株式会社		9		13		1215		1		2		1		2		2		6		4		a1300264		20150583

		20160586		興研株式会社		21		13		391		2		8		1		2		2		5		4		a1300267		20150586

		20160587		ＫＤＤＩ株式会社		37		13		10671		50		50		4		5		5		8		4		a1300268		20150587

		20160589		株式会社オリエントコーポレーション		35		13		7490		17		0		3		4		9		8		4		a1300270		20150590

		20160590		ハウス食品株式会社		4		13		1655		2		0		1		2		2		6		4		a1300271		20153935

		20160591		一般財団法人日本海事協会		57		13		1583		12		15		4		5		14		6		4		a1300272		20150591

		20160592		セコム損害保険株式会社		34		13		523		7		9		3		4		9		5		4		a1300273		20150595

		20160595		橋本総業株式会社		22		13		793		33		10		2		3		7		5		4		a1300276		20150598

		20160599		鶴岡株式会社		5		13		80		0		0		1		2		2		3		4		a1300279		20150599

		20160600		岩崎電気株式会社		19		13		1000		10		5		1		2		3		6		4		a1300280		20150600

		20160601		大日精化工業株式会社		6		13		2470		10		13		1		2		2		7		4		a1300281		20155545

		20160603		日ノ出産業株式会社		58		13		32		2		0						15		2		4		a1300283		20150605

		20160606		株式会社丸上		22		13		59		0		0		2		3		7		3		4		a1300286		20150606

		20160607		中央ビルト工業株式会社		9		13		110		4		4		1		2		2		4		4		a1300287		20150607

		20160608		西川産業株式会社		22		13		998		0		2		2		3		7		5		4		a1300288		20150608

		20160610		株式会社大山		22		13		120		5		3		2		3		7		4		4		a1300290		20150611

		20160611		京極運輸商事株式会社		44		13		248		1		0		4		5		6		4		4		a1300291		20150612

		20160612		新日本空調株式会社		3		13		1068		8		15		1		1		1		6		4		a1300292		20150613

		20160614		ジェコス株式会社		22		13		653		0		1		2		3		7		5		4		a1300293		20150617

		20160618		京都きもの友禅株式会社		26		13		737		40		50		2		3		8		5		4		a1300296		20150618

		20160619		畑龍商事株式会社		22		13		20		0		0		2		3		7		1		4		a1300297		20150623

		20160620		杉村株式会社		22		13		29		2		2		2		3		7		1		4		a1300298		20150624

		20160621		株式会社建研		2		13		130		3		13		1		1		1		4		4		a1300299		20150625

		20160622		川研ファインケミカル株式会社		6		13		309		9		9		1		2		2		5		4		a1300300		20150626

		20160623		塩水港精糖株式会社		4		13		50		0		0		1		2		2		3		4		a1300301		20150627

		20160624		株式会社トーヨーコーポレーション		22		13		110		1		1		2		3		7		4		4		a1300302		20150628

		20160626		株式会社スペース		55		13		892		22		18		4		5		14		5		4		a1300304		20150630

		20160633		東京シティ・エアターミナル株式会社		42		13		46		0		0		4		5		10		2		4		a1300311		20150638

		20160637		株式会社イケダペットファーム		29		13		99		0		0		2		3		8		3		4		a1300315		20150640

		20160639		山万株式会社		42		13		116		6		5		4		5		10		4		4		a1300317		20150644

		20160641		旭日産業株式会社		22		13		346		11		4		2		3		7		5		4		a1300319		20150645

		20160642		日短キャピタルグループ株式会社		36		13		8		0		0		3		4		9		1		4		a1300320		20150646

		20160645		株式会社三井三池製作所		10		13		400		2		10		1		2		3		5		4		a1300323		20150649

		20160646		岡三証券株式会社		33		13		2596		51		47		3		4		9		7		4		a1300324		20150651

		20160648		株式会社ダイテック		39		23		245		0		0		4		5		5		4		6		a2300003		20156317

		20160651		株式会社ツカモトコーポレーション		22		13		340		0		1		2		3		7		5		4		a1300328		20150653

		20160652		星光ＰＭＣ株式会社		6		13		467		0		3		1		2		2		5		4		a1300329		20150654

		20160653		伊藤忠紙パルプ株式会社		22		13		156		3		2		2		3		7		4		4		a1300330		20150655

		20160654		日鉄住金鋼板株式会社		9		13		800		0		0		1		2		2		5		4		a1300331		20150659

		20160655		東レ・メディカル株式会社		19		13		590		4		6		1		2		3		5		4		a1300332		20150660

		20160658		日本地震再保険株式会社		34		13		29		0		3		3		4		9		1		4		a1300335		20150662

		20160659		株式会社エミネント		26		27		300		0		0		2		3		8		5		7		a2700006		20150663

		20160661		立花証券株式会社		33		13		465		1		0		3		4		9		5		4		a1300337		20150643

		20160663		株式会社日本南天		39		13		40		1		0		4		5		5		2		4		a1300339		20150665

		20160664		花王カスタマーマーケティング株式会社		22		13		6645		29		28		2		3		7		8		4		a1300340		20150667

		20160667		山和証券株式会社		33		13		150		4		3		3		4		9		4		4		a1300343		20150668

		20160668		医療法人社団兜中央会中島クリニック		51		13		45		1		3		4		5		12		2		4		a1300344		20150669

		20160669		エスビー食品株式会社		4		13		1219		0		0		1		2		2		6		4		a1300345		20150670

		20160671		平和不動産株式会社		42		13		101		1		0		4		5		10		4		4		a1300346		20150672

		20160673		藍澤證券株式会社		33		13		500		10		12		3		4		9		5		4		a1300348		20150674

		20160674		株式会社浅沼商会		22		13		98		0		1		2		3		7		3		4		a1300349		20150675

		20160676		高島屋保険株式会社		34		13		30		4		2		3		4		9		2		4		a1300351		20150677

		20160677		株式会社フェローテック		16		13		130		8		4		1		2		3		4		4		a1300352		20150678

		20160678		株式会社大洋工芸		57		27		200		6		3		4		5		14		4		7		a2700007		20150680

		20160680		株式会社日本旅行		46		13		2668		5		4		4		5		6		7		4		a1300354		20150683

		20160681		日本パーカライジング株式会社		6		13		1089		8		10		1		2		2		6		4		a1300355		20150685

		20160682		エイト証券株式会社		33		13		17		2		6		3		4		9		1		4		a1300356		20150686

		20160683		三井海洋開発株式会社		10		13		159		10		10		1		2		3		4		4		a1300357		20155567

		20160686		三井住友海上プライマリー生命保険株式会社		34		13		362		12		11		3		4		9		5		4		a1300360		20150688

		20160687		ワタベウェディング株式会社		56		26		600		2		0		4		5		14		5		7		a2600001		20150690

		20160689		中央電気工業株式会社		9		15		280		0		0		1		2		2		4		5		a1500001		20150687

		20160690		サイボウズ株式会社		39		13		511		15		10		4		5		5		5		4		a1300362		20151247

		20160693		高島屋スペースクリエイツ株式会社		2		13		320		28		2		1		1		1		5		4		a1300365		20150692

		20160696		株式会社コーセー		7		13		6595		0		0		1		2		2		8		4		a1300368		20150695

		20160697		野村アセットマネジメント株式会社		36		13		973		10		4		3		4		9		5		4		a1300369		20150696

		20160698		神鋼商事株式会社		22		13		545		5		4		2		3		7		5		4		a1300370		20150697

		20160700		株式会社廣瀬商会		22		13		142		2		2		2		3		7		4		4		a1300372		20150700

		20160702		ソーダニッカ株式会社		22		13		250		0		5		2		3		7		4		4		a1300374		20150702

		20160705		長瀬産業株式会社		22		27		973		8		14		2		3		7		5		7		a2700008		20150705

		20160708		マービー株式会社		26		13		90		0		0		2		3		8		3		4		a1300379		20155575

		20160709		イワキ株式会社		22		13		284		6		8		2		3		7		4		4		a1300380		20150708

		20160711		三井製糖株式会社		4		13		446		1		3		1		2		2		5		4		a1300382		20150711

		20160713		株式会社建設技術研究所		55		13		1400		60		30		4		5		14		6		4		a1300384		20150713

		20160714		鳥居薬品株式会社		7		13		1210		5		2		1		2		2		6		4		a1300385		20150718

		20160720		日新製糖株式会社		4		13		238		0		0		1		2		2		4		4		a1300390		20150721

		20160722		株式会社クレハ		6		13		1864		2		3		1		2		2		6		4		a1300392		20150723

		20160724		トスコ株式会社		5		13		63		1		1		1		2		2		3		4		a1300394		20150725

		20160726		日清紡ホールディングス株式会社		18		13		3046		4		5		1		2		3		7		4		a1300396		20150727

		20160728		株式会社守谷商会		22		13		523		0		0		2		3		7		5		4		a1300398		20150728

		20160730		特種東海製紙株式会社		6		13		881		1		2		1		2		2		5		4		a1300400		20155580

		20160731		小宮山印刷株式会社		20		13		115		7		4		1		2		2		4		4		a1300401		20155581

		20160732		リテラ・クレア証券株式会社		33		13		140		4		1		3		4		9		4		4		a1300402		20150730

		20160733		丸紅食料株式会社		22		13		170		7.5		10		2		3		7		4		4		a1300403		20150731

		20160734		サントリー食品インターナショナル株式会社		4		13		19375		6		11		1		2		2		8		4		a1300404		20150734

		20160735		東洋熱工業株式会社		3		13		850		2		0		1		1		1		5		4		a1300405		20150736

		20160737		本州化学工業株式会社		6		13		360		0		2		1		2		2		5		4		a1300407		20150739

		20160740		株式会社アパマンショップホールディングス		42		13		815		30		150		4		5		10		5		4		a1300410		20155585

		20160743		トーアエイヨー株式会社		7		13		600		2		1		1		2		2		5		4		a1300413		20150740

		20160744		株式会社ベストメディア		39		13		8		1		0		4		5		5		1		4		a1300414		20150742

		20160745		株式会社明光商会		21		13		226		32		5.5		1		2		2		4		4		a1300415		20150744

		20160747		イシグロ株式会社		22		13		690		44		30		2		3		7		5		4		a1300417		20150748

		20160749		三建設備工業株式会社		3		13		1068		0		0		1		1		1		6		4		a1300419		20150751

		20160750		三京証券株式会社		33		13		24		0		3		3		4		9		1		4		a1300420		20150752

		20160751		フジライトカーペット株式会社		22		13		59		0		0		2		3		7		3		4		a1300421		20150753

		20160752		日鉄住金物流株式会社		47		13		7811		0		0		4		5		6		8		4		a1300422		20150755

		20160754		株式会社フジキ		22		13		73		10		17		2		3		7		3		4		a1300424		20150758

		20160755		グレースケミカルズ株式会社		6		14		29		0		0		1		2		2		1		4		a1400003		20150760

		20160761		株式会社Mizkan J　plus Holdings 		4		23		3510		3		11		1		2		2		7		6		a2300004		20150763

		20160762		株式会社英国屋		21		13		110		0		1		1		2		2		4		4		a1300430		20150764

		20160763		株式会社パシフィックアートセンター		58		13		470		7		0						15		5		4		a1300431		20150765

		20160767		国際紙パルプ商事株式会社		22		13		703		9		12		2		3		7		5		4		a1300435		20150769

		20160768		株式会社アターブル松屋		49		13		400		0		6		4		5		11		5		4		a1300436		20150770

		20160769		日本情報通信株式会社		39		13		770		5		0		4		5		5		5		4		a1300437		20150772

		20160771		株式会社ホウスイ		22		13		179		2		5		2		3		7		4		4		a1300439		20150775

		20160772		株式会社ダルトン		22		13		348		10		2		2		3		7		5		4		a1300440		20150776

		20160773		渡辺パイプ株式会社		22		13		3890		90		300		2		3		7		7		4		a1300441		20150778

		20160774		テーブルマーク株式会社		4		13		1606		7		4		1		2		2		6		4		a1300442		20150779

		20160775		中央魚類株式会社		22		13		196		0		0		2		3		7		4		4		a1300443		20155598

		20160776		株式会社山八		22		13		76		4		6		2		3		7		3		4		a1300444		20155599

		20160781		月島機械株式会社		10		13		689		1		0		1		2		3		5		4		a1300449		20150782

		20160783		株式会社リクルートコミュニケーションズ		39		13		922		100		1		4		5		5		5		4		a1300451		20150783

		20160785		三井不動産ビルマネジメント株式会社		42		13		1245		0		2		4		5		10		6		4		a1300453		20150650

		20160786		株式会社リクルートゼクシィなび		56		13		419		32		17		4		5		14		5		4		a1300454		20150374

		20160787		ヤマトホームコンビニエンス株式会社		44		13		5138		0		0		4		5		6		8		4		a1300455		20150787

		20160788		東京テアトル株式会社		41		13		495		0		3		4		5		5		5		4		a1300456		20150788

		20160789		王子不動産株式会社		42		13		260		6		7		4		5		10		4		4		a1300457		20150789

		20160790		株式会社文祥堂		22		13		195		1		11		2		3		7		4		4		a1300458		20150790

		20160793		株式会社桜ゴルフ		58		13		28		1		0						15		1		4		a1300461		20150794

		20160794		草野産業株式会社		22		13		140		1		1		2		3		7		4		4		a1300462		20150800

		20160801		株式会社エヌアイデイ		39		13		956		5		12		4		5		5		5		4		a1300469		20150804

		20160802		株式会社日立ハイテクソリューションズ		22		13		790		2		2		2		3		7		5		4		a1300470		20150805

		20160804		住商グローバル・ロジスティクス株式会社		47		13		1282		5		4		4		5		6		6		4		a1300472		20150806

		20160805		株式会社リクルートスタッフィング		56		13		1896		32		15		4		5		14		6		4		a1300473		20150807

		20160807		株式会社朝日新聞社		41		13		4597		2		7		4		5		5		7		4		a1300475		20150809

		20160809		東映株式会社		41		13		328		2		2		4		5		5		5		4		a1300477		20150811

		20160810		ソマール株式会社		6		13		301		1		2		1		2		2		5		4		a1300478		20150812

		20160812		株式会社松屋		23		13		818		0		0		2		3		8		5		4		a1300480		20150814

		20160814		株式会社時事通信社		41		13		1000		0		0		4		5		5		6		4		a1300482		20150817

		20160815		株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア		29		13		4000		110		60		2		3		8		7		4		a1300483		20155617

		20160818		日本酒類販売株式会社		22		13		1080		0		0		2		3		7		6		4		a1300486		20150820

		20160822		株式会社内田洋行		22		13		1313		0		1		2		3		7		6		4		a1300490		20150823

		20160824		クボタ空調株式会社		10		13		316		0		0		1		2		3		5		4		a1300492		20150825

		20160825		日本相互証券株式会社		33		13		123		1		1		3		4		9		4		4		a1300493		20150826

		20160826		片倉工業株式会社		5		13		482		3		4		1		2		2		5		4		a1300494		20150827

		20160829		日本冶金工業株式会社		9		13		1067		3		0		1		2		2		6		4		a1300497		20150831

		20160833		築地魚市場株式会社		22		13		196		0		2		2		3		7		4		4		a1300501		20150835

		20160834		菱洋エレクトロ株式会社		22		13		473		25		5		2		3		7		5		4		a1300502		20150836

		20160836		松竹株式会社		41		13		530		4		0		4		5		5		5		4		a1300504		20150837

		20160837		日本バイリーン株式会社		5		13		983		21		6		1		2		2		5		4		a1300505		20150838

		20160839		東都水産株式会社		22		13		226		0		0		2		3		7		4		4		a1300507		20150840

		20160841		キグナス石油株式会社		22		13		97		2		2		2		3		7		3		4		a1300509		20150842

		20160842		丸善石油化学株式会社		6		13		954		8		3		1		2		2		5		4		a1300510		20150843

		20160843		東京貿易ホールディングス株式会社		58		13		22		2		1						15		1		4		a1300511		20150844

		20160844		東京貿易テクノロジー株式会社		22		13		8		0		1		2		3		7		1		4		a1300512		20150845

		20160845		東京貿易マシナリー株式会社		22		13		120		4		4		2		3		7		4		4		a1300513		20150846

		20160846		東京貿易金属株式会社		22		13		41		2		1		2		3		7		2		4		a1300514		20150847

		20160847		ユニデンホールディングス株式会社		13		13		90		10		6		1		2		3		3		4		a1300515		20150848

		20160848		長谷川香料株式会社		6		13		1003		3		1		1		2		2		6		4		a1300516		20150714

		20160851		オリックス・システム株式会社		39		13		201		17		11		4		5		5		4		4		a1300519		20150852

		20160852		三菱製鋼株式会社		9		13		753		3		2		1		2		2		5		4		a1300520		20150853

		20160853		キッコーマンソイフーズ株式会社		4		13		370		7.5		4		1		2		2		5		4		a1300521		20150854

		20160854		平野通信機材株式会社		22		13		91		1		3		2		3		7		3		4		a1300522		20150855

		20160855		ニチアス株式会社		8		13		1550		10		12		1		2		2		6		4		a1300523		20150856

		20160857		日本紙パルプ商事株式会社		22		13		933		3		6		2		3		7		5		4		a1300525		20150858

		20160858		野村貿易株式会社		22		13		250		3		4		2		3		7		4		4		a1300526		20150860

		20160862		興銀リース株式会社		36		13		537		14		5		3		4		9		5		4		a1300530		20150864

		20160863		日本コンピュータシステム株式会社		39		13		406		23		30		4		5		5		5		4		a1300531		20150868

		20160864		株式会社エヌ・ティ・ティ・ソルコ		57		13		11400		0		0		4		5		14		8		4		a1300532		20155628

		20160870		三井石油開発株式会社		1		13		162		4		5		1		1		15		4		4		a1300538		20150871

		20160871		三井倉庫ホールディングス株式会社		45		13		962		9		15		4		5		6		5		4		a1300539		20150872

		20160872		日本経営システム株式会社		55		13		80		1		0		4		5		14		3		4		a1300540		20150874

		20160873		株式会社エクセル		22		13		163		5		3		2		3		7		4		4		a1300541		20150875

		20160875		株式会社エヌ・ティ・ティ　ピー・シーコミュニケーションズ		37		13		591		4		0		4		5		5		5		4		a1300543		20150877

		20160876		エヌエス環境株式会社		55		13		431		8		13		4		5		14		5		4		a1300544		20150878

		20160879		株式会社ジェーピークリエイト		39		13		19		1		1		4		5		5		1		4		a1300547		20150879

		20160880		株式会社日本海事新聞社		41		13		39		3		0		4		5		5		2		4		a1300548		20150880

		20160881		タカセ株式会社		46		13		99		1		0		4		5		6		3		4		a1300549		20150881

		20160882		帝国ヒューム管東日本株式会社		8		13		6		0		0		1		2		2		1		4		a1300550		20150882

		20160883		株式会社ＤＴＳ		39		13		2790		20		16		4		5		5		7		4		a1300551		20150883

		20160885		トラスコ中山株式会社		22		13		2086		6		55		2		3		7		7		4		a1300553		20150888

		20160887		株式会社阪急阪神エクスプレス		46		27		1085		0		11		4		5		6		6		7		a2700009		20150891

		20160888		株式会社ストライダーズ		58		13		6		2		1						15		1		4		a1300554		20150893

		20160890		郵船ロジスティクス株式会社		47		13		1716		12.5		9		4		5		6		6		4		a1300556		20150894

		20160893		学校法人芝学園		52		13		148		0		0		4		5		13		4		4		a1300559		20150897

		20160894		藤倉化成株式会社		6		13		400		3		1		1		2		2		5		4		a1300560		20150898

		20160895		株式会社キヤノンエスキースシステム株式会社		39		13		22		1		3		4		5		5		1		4		a1300561		20150899

		20160896		興人フィルム＆ケミカルズ株式会社		6		13		225		3		2		1		2		2		4		4		a1300562		20150901

		20160899		三菱化学物流株式会社		44		13		1127		0		0		4		5		6		6		4		a1300564		20150905

		20160901		株式会社日刊自動車新聞社		41		13		122		2		1		4		5		5		4		4		a1300566		20150907

		20160903		株式会社ジューテック		22		13		900		9		21		2		3		7		5		4		a1300568		20150909

		20160905		株式会社コトブキ		21		13		310		3		3		1		2		2		5		4		a1300570		20150486

		20160906		富士港運株式会社		47		13		610		2		10		4		5		6		5		4		a1300571		20150912

		20160907		株式会社世界貿易センタービルディング		42		13		109		0		1		4		5		10		4		4		a1300572		20150913

		20160908		ヤマトグローバルエキスプレス株式会社		44		13		2536		0		0		4		5		6		7		4		a1300573		20150914

		20160910		ＪＦＥミネラル株式会社		9		13		855		0		0		1		2		2		5		4		a1300575		20150917

		20160911		りんかい日産建設株式会社		2		13		504		12		10		1		1		1		5		4		a1300576		20150918

		20160912		ポケットカード株式会社		35		13		543		0		3		3		4		9		5		4		a1300577		20150920

		20160913		佐鳥電機株式会社		22		13		484		4		15		2		3		7		5		4		a1300578		20150921

		20160917		株式会社トラスト・テック		57		13		2343		840		700		4		5		14		7		4		a1300582		20150926

		20160918		ＳＢアットワーク株式会社		39		13		81		1		3		4		5		5		3		4		a1300583		20150927

		20160920		株式会社アサヒセキュリティ		55		13		4800		530		1		4		5		14		7		4		a1300585		20150928

		20160921		ジャパン・バン・ラインズ株式会社		47		13		144		8		20		4		5		6		4		4		a1300586		20150929

		20160923		丸善株式会社		52		13		2647		0		0		4		5		13		7		4		a1300588		20155653

		20160927		昭和電線ホールディングス株式会社		9		13		6204		8		1		1		2		2		8		4		a1300592		20150935

		20160940		ＥＭＧマーケティング合同会社		6		13		2312		7.5		0		1		2		2		7		4		a1300605		20150945

		20160941		兼松株式会社		22		13		813		6		12		2		3		7		5		4		a1300606		20150946

		20160942		三井住友カード株式会社		35		13		2392		8		4		3		4		9		7		4		a1300607		20150947

		20160944		トッパン・フォームズ株式会社		20		13		1854		20		27		1		2		2		6		4		a1300609		20150949

		20160947		日本技術貿易株式会社		55		13		300		4		6		4		5		14		5		4		a1300612		20150954

		20160949		日精株式会社		19		13		280		1		2		1		2		3		4		4		a1300614		20150956

		20160955		宇部興産株式会社		6		13		3726		3		8		1		2		2		7		4		a1300619		20150962

		20160958		沖電気工業株式会社		13		13		3881		30		20		1		2		3		7		4		a1300621		20150965

		20160962		株式会社長谷工コーポレーション		2		13		8458		198		150		1		1		1		8		4		a1300625		20150970

		20160970		片岡物産株式会社		22		13		259		5		0		2		3		7		4		4		a1300633		20150980

		20160971		東ソー株式会社		6		13		3473		7		2		1		2		2		7		4		a1300634		20150981

		20160972		株式会社紀文食品		4		13		1754		3		3		1		2		2		6		4		a1300635		20150982

		20160978		都築電気株式会社		39		13		1440		4		2		4		5		5		6		4		a1300641		20150987

		20160979		日本水産株式会社		4		13		2494		2		5		1		2		2		7		4		a1300642		20150988

		20160981		八洲電機株式会社		22		13		710		6		2		2		3		7		5		4		a1300644		20150990

		20160982		株式会社カナデン		22		13		615		0		0		2		3		7		5		4		a1300645		20150991

		20160983		株式会社商船三井		47		13		1375		8		5		4		5		6		6		4		a1300646		20150992

		20160986		日進通商株式会社		22		13		28		2		2		2		3		7		1		4		a1300649		20150996

		20160989		オリコン株式会社		41		13		215		15		13		4		5		5		4		4		a1300652		20150998

		20160991		株式会社アコモデーションファースト		56		13		350		31		35		4		5		14		5		4		a1300654		20151001

		20160993		株式会社ＨＣＭ		51		13		1400		100		60		4		5		12		6		4		a1300656		20151002

		20160994		株式会社デンナーシステムズ		56		13		10		0		0		4		5		14		1		4		a1300657		20151003

		20160996		株式会社フレネットＨＩＢＩＹＡ		22		13		75		0		0		2		3		7		3		4		a1300659		20151005

		20160997		三和コンピュータ株式会社		39		13		495		0		0		4		5		5		5		4		a1300660		20151006

		20160999		ネクストウェア株式会社		39		27		280		8		14		4		5		5		4		7		a2700012		20151008

		20161000		双日インフィニティ株式会社		55		13		540		0		0		4		5		14		5		4		a1300662		20151009

		20161004		株式会社エヌ・アンド・シー		56		13		1775		450		120		4		5		14		6		4		a1300666		20151013

		20161007		株式会社日比谷花壇		57		13		1512		10		2		4		5		14		6		4		a1300669		20151017

		20161009		三菱地所ホーム株式会社		2		13		391		3		6		1		1		1		5		4		a1300671		20151020

		20161010		富士ゼロックス株式会社		13		13		8530		43		42		1		2		3		8		4		a1300672		20151021

		20161011		明治産業株式会社		22		13		361		3		8		2		3		7		5		4		a1300673		20151022

		20161018		伊藤忠ハウジング株式会社		42		13		161		0		0		4		5		10		4		4		a1300680		20151032

		20161020		株式会社ナイガイ		22		13		168		0		0		2		3		7		4		4		a1300682		20151233

		20161025		市街地開発株式会社		56		13		12		0		0		4		5		14		1		4		a1300687		20151038

		20161026		株式会社アールドゥヴィーヴルジャパン		26		13		17		3		0		2		3		8		1		4		a1300688		20151041

		20161027		株式会社サンエー・インターナショナル		5		13		500		3		40		1		2		2		5		4		a1300689		20151042

		20161028		日本オラクル株式会社		39		13		2600		200		200		4		5		5		7		4		a1300690		20151043

		20161032		株式会社アビステ		22		13		460		30		40		2		3		7		5		4		a1300694		20151045

		20161034		ソーシャル・エコロジー・プロジェクト株式会社		56		13		5		0		2		4		5		14		1		4		a1300696		20151048

		20161035		エコナックホールディングス株式会社		42		13		46		1		1		4		5		10		2		4		a1300697		20151049

		20161037		東急不動産株式会社		42		13		533		8		3		4		5		10		5		4		a1300699		20151671

		20161047		株式会社アジアゲートホールディングス		42		13		10		5		2		4		5		10		1		4		a1300708		20151058

		20161048		伊藤忠商事株式会社		22		13		4364		6		6		2		3		7		7		4		a1300709		20151059

		20161050		鹿島建設株式会社		2		13		10160		20		11		1		1		1		8		4		a1300711		20151062

		20161052		伊藤忠食品株式会社		22		27		760		0		0		2		3		7		5		7		a2700013		20151065

		20161054		日本国土開発株式会社		2		13		958		10		10		1		1		1		5		4		a1300714		20151068

		20161055		株式会社東京スター銀行		30		13		1681		162		170		3		4		9		6		4		a1300715		20151069

		20161056		株式会社ツムラ		7		13		3063		14		29		1		2		2		7		4		a1300716		20151070

		20161060		伊藤忠メタルズ株式会社		22		13		172		1		2		2		3		7		4		4		a1300720		20151074

		20161061		ソニー生命保険株式会社		34		13		6553		100		37		3		4		9		8		4		a1300721		20151076

		20161062		株式会社ホギメディカル		19		13		814		12		13		1		2		3		5		4		a1300722		20151077

		20161063		日本ファシリオ株式会社		3		13		418		1		5		1		1		1		5		4		a1300723		20151078

		20161069		ＫＮＴＶ株式会社		38		13		25		0		1		4		5		5		1		4		a1300729		20151040

		20161070		株式会社アトックス		56		13		1577		113		100		4		5		14		6		4		a1300730		20150766

		20161071		ウチヤマコーポレーション株式会社		22		13		128		2		2		2		3		7		4		4		a1300731		20151085

		20161072		日本金属株式会社		9		13		555		1		0		1		2		2		5		4		a1300732		20151086

		20161073		株式会社ソルクシーズ		39		13		480		6		5		4		5		5		5		4		a1300733		20151087

		20161074		丸紅不動産販売株式会社		42		13		43		0		0		4		5		10		2		4		a1300734		20151090

		20161082		三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社		39		13		2636		15		10		4		5		5		7		4		a1300742		20150589

		20161083		三田エンジニアリング株式会社		57		13		103		4		0		4		5		14		4		4		a1300743		20151100

		20161084		日本コンクリート工業株式会社		21		13		334		10		5		1		2		2		5		4		a1300744		20151101

		20161085		大東港運株式会社		47		13		314		3		6		4		5		6		5		4		a1300745		20151102

		20161086		株式会社ＮＴＴファシリティーズ		2		13		2911		28		57		1		1		1		7		4		a1300746		20151103

		20161088		一般財団法人関東電気保安協会		56		13		2954		50		93		4		5		14		7		4		a1300748		20151990

		20161094		株式会社ヤマプラス		22		13		43		1		1		2		3		7		2		4		a1300754		20151105

		20161095		リック株式会社		2		13		507		0		2		1		1		1		5		4		a1300755		20151106

		20161097		株式会社日本色材工業研究所		7		13		500		6		26		1		2		2		5		4		a1300757		20151108

		20161098		ＳＭＢＣファイナンスサービス株式会社		36		13		500		3		4		3		4		9		5		4		a1300758		20151109

		20161099		日本電気通信システム株式会社		39		13		3491		0		0		4		5		5		7		4		a1300759		20151110

		20161100		富士物流株式会社		45		13		453		0		1		4		5		6		5		4		a1300760		20151111

		20161101		ＮＥＣフィールディング株式会社		39		13		5200		3		1		4		5		5		8		4		a1300761		20151112

		20161103		株式会社ジャステック		39		13		1168		4		5		4		5		5		6		4		a1300762		20151115

		20161105		株式会社日本レストランエンタプライズ		49		13		8336		42		31		4		5		11		8		4		a1300764		20151119

		20161106		医療法人社団敬友会　敬友クリニック高輪		51		13		40		1		1		4		5		12		2		4		a1300765		20151120

		20161108		株式会社ジャクエツ		21		18		614		7		0		1		2		2		5		5		a1800001		20155055

		20161112		日立金属株式会社		9		13		6306		3		0		1		2		2		8		4		a1300770		20150979

		20161113		株式会社サンリツ		47		13		288		0		5		4		5		6		4		4		a1300771		20151124

		20161114		株式会社富士通ラーニングメディア		52		13		419		0		0		4		5		13		5		4		a1300772		20151126

		20161116		株式会社ココスジャパン		49		13		12706		0		0		4		5		11		8		4		a1300774		20151131

		20161117		ダンロップタイヤ中央株式会社		22		13		498		9		6		2		3		7		5		4		a1300775		20151133

		20161119		株式会社ビッグボーイジャパン		49		13		270		0		5		4		5		11		4		4		a1300776		20151135

		20161124		株式会社富士通システムズ・イースト		39		13		4950		5		6		4		5		5		7		4		a1300781		20151264

		20161125		ソニーグローバルソリューションズ株式会社		39		13		667		0		0		4		5		5		5		4		a1300782		20151475

		20161130		日立工機株式会社		10		13		4855		5		3		1		2		3		7		4		a1300787		20151141

		20161131		株式会社近鉄エクスプレス		47		13		1201		0		0		4		5		6		6		4		a1300788		20151142

		20161132		株式会社TFF		19		13		192		2		5		1		2		3		4		4		a1300789		20151145

		20161135		日本板硝子株式会社		8		13		2000		22		1		1		2		2		7		4		a1300792		20151148

		20161136		日本電気株式会社		13		13		23982		70		100		1		2		3		8		4		a1300793		20151149

		20161137		キヤノンマーケティングジャパン株式会社		22		13		5325		7		0		2		3		7		8		4		a1300794		20151150

		20161142		株式会社ソラスト		51		13		24742		1000		50		4		5		12		8		4		a1300797		20151156

		20161146		ポリプラスチックス株式会社		6		13		800		10		11		1		2		2		5		4		a1300801		20151159

		20161148		ミネベア株式会社		16		20		3718		107		57		1		2		3		7		5		a2000001		20151161

		20161149		ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社		39		13		2250		0		4		4		5		5		7		4		a1300803		20151162

		20161150		学校法人慶應義塾		52		13		5656		10		2		4		5		13		8		4		a1300804		20151163

		20161151		株式会社東京機械製作所		10		13		332		2		4		1		2		3		5		4		a1300805		20151164

		20161153		株式会社テノックス		3		13		162		4		6		1		1		1		4		4		a1300807		20151166

		20161156		森永製菓株式会社		4		13		2477		1		0		1		2		2		7		4		a1300810		20151169

		20161157		三信電気株式会社		22		13		541		15		3		2		3		7		5		4		a1300811		20151170

		20161160		あおみ建設株式会社		2		13		343		14		0		1		1		1		5		4		a1300814		20151174

		20161161		安田倉庫株式会社		45		13		375		2		2		4		5		6		5		4		a1300815		20151175

		20161162		株式会社オンワード樫山		22		13		5363		0		0		2		3		7		8		4		a1300816		20151176

		20161163		日本カーバイド工業株式会社		6		13		434		2		1		1		2		2		5		4		a1300817		20151177

		20161164		水ing株式会社		10		13		3500		27		22		1		2		3		7		4		a1300818		20151178

		20161172		さくら情報システム株式会社		39		13		1086		5		6		4		5		5		6		4		a1300825		20151184

		20161174		日本化学産業株式会社		6		13		337		16		11		1		2		2		5		4		a1300826		20151186

		20161175		須賀工業株式会社		3		13		602		2		3		1		1		1		5		4		a1300827		20151187

		20161176		株式会社コトブキゴルフ		29		13		76		4		0		2		3		8		3		4		a1300828		20151189

		20161177		ヤマト・インダストリー株式会社		21		13		163		3		4		1		2		2		4		4		a1300829		20151190

		20161178		青山商事株式会社		26		34		3517		8		45		2		3		8		7		9		a3400002		20151193

		20161179		トミーヒルズ株式会社		33		13		87		3		0		3		4		9		3		4		a1300830		20151194

		20161183		株式会社日立産業制御ソリューションズ		39		8		4139		2		1		4		5		5		7		3		a0800002		20151195

		20161185		イハラケミカル工業株式会社		6		13		247		1		2		1		2		2		4		4		a1300834		20151197

		20161187		株式会社センチュリーホーム		2		8		285		0		3		1		1		1		4		3		a0800003		20151200

		20161190		ナカ工業株式会社		9		13		580		15		18		1		2		2		5		4		a1300838		20151202

		20161191		株式会社峰尚商會		22		13		12		0		0		2		3		7		1		4		a1300839		20151204

		20161195		株式会社エーワ		21		13		45		0		0		1		2		2		2		4		a1300843		20151207

		20161196		株式会社岩瀬歯科商会		22		13		240		7		14		2		3		7		4		4		a1300844		20151208

		20161199		株式会社理研グリーン		22		13		140		1		3		2		3		7		4		4		a1300847		20151211

		20161200		株式会社台和		21		13		320		2		1		1		2		2		5		4		a1300848		20151213

		20161201		株式会社鈴乃屋		26		13		600		0		0		2		3		8		5		4		a1300849		20151214

		20161205		クミアイ化学工業株式会社		6		13		461		0		0		1		2		2		5		4		a1300853		20151218

		20161206		株式会社大王製作所		21		13		30		4		0		1		2		2		2		4		a1300854		20151219

		20161207		トモエ商事株式会社		22		13		190		10		5		2		3		7		4		4		a1300855		20151222

		20161208		株式会社鮒忠		49		13		320		10		10		4		5		11		5		4		a1300856		20151224

		20161210		伊藤景パック産業株式会社		21		13		190		0		0		1		2		2		4		4		a1300858		20151225

		20161211		株式会社ライトウェル		39		13		190		8		4		4		5		5		4		4		a1300859		20151226

		20161215		ＪＦＥコンフォーム株式会社		2		14		68		1		2		1		1		1		3		4		a1400005		20151230

		20161217		株式会社プリンセストラヤ		22		13		170		0		0		2		3		7		4		4		a1300864		20151234

		20161218		東洋合成工業株式会社		6		13		579		6		6		1		2		2		5		4		a1300865		20151235

		20161219		ヤバネスポーツ株式会社		22		13		35		1		0		2		3		7		2		4		a1300866		20151236

		20161223		株式会社シンエイ		22		13		700		0		1		2		3		7		5		4		a1300870		20151240

		20161224		紅屋オフセット株式会社		20		13		70		0		0		1		2		2		3		4		a1300871		20151241

		20161225		株式会社青木電機工業所		3		13		10		0		1		1		1		1		1		4		a1300872		20151242

		20161226		公益社団法人日本測量協会		55		13		105		2		1		4		5		14		4		4		a1300873		20151244

		20161228		株式会社はせがわ		25		13		1143		2		4		2		3		8		6		4		a1300875		20151245

		20161229		日の丸交通株式会社		43		13		1600		70		160		4		5		6		6		4		a1300876		20151246

		20161230		三井ダイレクト損害保険株式会社		34		13		585		0		0		3		4		9		5		4		a1300877		20151248

		20161232		株式会社北斗社		20		13		70		1		1		1		2		2		3		4		a1300878		20151250

		20161233		株式会社大木		22		13		1155		14		10		2		3		7		6		4		a1300879		20151251

		20161240		株式会社東京ドーム		50		13		822		0		0		4		5		11		5		4		a1300886		20151258

		20161242		藤田観光株式会社		50		13		4700		35		28		4		5		11		7		4		a1300888		20151261

		20161245		社会福祉法人東京福祉会		56		13		280		0		0		4		5		14		4		4		a1300891		20151266

		20161251		株式会社双文社		20		13		53		4		5		1		2		2		3		4		a1300897		20151270

		20161252		明治ロジテック株式会社		44		13		478		1		3		4		5		6		5		4		a1300898		20151272

		20161257		装いの道株式会社		52		13		151		0		0		4		5		13		4		4		a1300903		20151277

		20161258		メディキット株式会社		19		13		162		1		2		1		2		3		4		4		a1300904		20151278

		20161259		株式会社スパンクリートコーポレーション		2		13		109		2		4		1		1		1		4		4		a1300905		20151280

		20161262		株式会社シード		19		13		804		3		1		1		2		3		5		4		a1300908		20151281

		20161263		東京スバル株式会社		27		13		1056		5		2		2		3		8		6		4		a1300909		20151282

		20161264		株式会社太平エンジニアリング		3		13		2165		1		0		1		1		1		7		4		a1300910		20151283

		20161265		東邦レマック株式会社		22		13		200		0		0		2		3		7		4		4		a1300911		20151284

		20161266		ヨネックス株式会社		21		13		1186		35		23		1		2		2		6		4		a1300912		20151286

		20161267		オカモト株式会社		8		13		1456		0		1		1		2		2		6		4		a1300913		20151288

		20161268		ジャパン・プラス株式会社		21		13		60		2		2		1		2		2		3		4		a1300914		20151289

		20161270		東京インキ株式会社		6		13		750		3		7		1		2		2		5		4		a1300916		20151292

		20161271		小島電機工業株式会社		22		13		421		10		10		2		3		7		5		4		a1300917		20151293

		20161272		株式会社コモディイイダ		24		13		5600		0		0		2		3		8		8		4		a1300918		20151295

		20161274		株式会社ＮａＩＴＯ		22		13		384		5		2		2		3		7		5		4		a1300920		20151297

		20161275		城北信用金庫		32		13		2057		6		12		3		4		9		7		4		a1300921		20151298

		20161276		株式会社アドバネクス		9		13		451		11		5		1		2		2		5		4		a1300922		20151299

		20161277		日本特殊塗料株式会社		6		13		664		7		2		1		2		2		5		4		a1300923		20151300

		20161280		三恵技研工業株式会社		18		13		580		5		7		1		2		3		5		4		a1300925		20151303

		20161284		株式会社吉野家		49		13		3846		34		35		4		5		11		7		4		a1300929		20151307

		20161287		花嫁わた株式会社		55		13		25		0		0		4		5		14		1		4		a1300932		20151310

		20161288		トークシステム株式会社		22		13		143		3		1		2		3		7		4		4		a1300933		20151327

		20161289		井関農機株式会社		10		13		800		3		12		1		2		3		5		4		a1300934		20151311

		20161290		株式会社ＡＤＥＫＡ		6		13		1545		2		6		1		2		2		6		4		a1300935		20151312

		20161291		クリナップ株式会社		21		13		2778		53		32		1		2		2		7		4		a1300936		20151313

		20161292		株式会社トップ		19		13		800		0		0		1		2		3		5		4		a1300937		20151314

		20161294		大野ゴム工業株式会社		6		13		267		0		0		1		2		2		4		4		a1300939		20151316

		20161297		足立成和信用金庫		32		13		570		0		0		3		4		9		5		4		a1300942		20151319

		20161299		オークシャツ株式会社		5		13		42		0		0		1		2		2		2		4		a1300944		20151321

		20161301		株式会社星医療酸器		22		13		450		30		31		2		3		7		5		4		a1300946		20151323

		20161302		日研電機株式会社		16		13		10		0		0		1		2		3		1		4		a1300947		20151325

		20161305		株式会社アベルコ		22		13		675		7		21		2		3		7		5		4		a1300950		20151326

		20161307		東栄信用金庫		32		13		176		1		0		3		4		9		4		4		a1300952		20151329

		20161308		ミヨシ油脂株式会社		4		13		542		5		3		1		2		2		5		4		a1300953		20151330

		20161312		株式会社マルゴ		26		13		15		0		1		2		3		8		1		4		a1300957		20151335

		20161313		トーハク物流サービス株式会社		44		13		35		1		2		4		5		6		2		4		a1300958		20151336

		20161314		亀有信用金庫		32		13		527		1		0		3		4		9		5		4		a1300959		20151337

		20161318		照手株式会社		22		13		58		0		1		2		3		7		3		4		a1300963		20151340

		20161320		小池酸素工業株式会社		10		13		447		5		2		1		2		3		5		4		a1300965		20151342

		20161321		SBSロジコム株式会社		44		13		5000		34		15		4		5		6		8		4		a1300966		20151343

		20161322		ＪＦＥシステムズ株式会社		39		13		1585		5		5		4		5		5		6		4		a1300967		20151344

		20161323		株式会社東京ピオ		22		13		31		2		4		2		3		7		2		4		a1300968		20151345

		20161328		シグマ光機株式会社		19		13		350		10		4		1		2		3		5		4		a1300973		20151348

		20161331		オザキ株式会社		9		13		53		0		0		1		2		2		3		4		a1300976		20155772

		20161334		ダイヤミック株式会社		22		13		130		0		0		2		3		7		4		4		a1300979		20151354

		20161337		株式会社昭電		17		13		370		9		9		1		2		3		5		4		a1300982		20151356

		20161338		東京東信用金庫		32		13		1658		0		9		3		4		9		6		4		a1300983		20151357

		20161342		株式会社小森コーポレーション		10		13		1089		0		15		1		2		3		6		4		a1300987		20151363

		20161343		株式会社セブン＆アイ・フードシステムズ		49		13		19357		20		10		4		5		11		8		4		a1300988		20151364

		20161345		岡部株式会社		9		13		686		10		7		1		2		2		5		4		a1300990		20151365

		20161347		木徳神糧株式会社		22		13		380		0		2		2		3		7		5		4		a1300992		20151367

		20161350		島村楽器株式会社		29		13		1800		0		7.5		2		3		8		6		4		a1300995		20151369

		20161352		柴又運輸株式会社		44		13		200		3		5		4		5		6		4		4		a1300997		20151372

		20161353		株式会社マリモクラフト		22		13		235		3		1		2		3		7		4		4		a1300998		20151374

		20161355		蔵王産業株式会社		22		13		189		10		5		2		3		7		4		4		a1301000		20151375

		20161356		財団法人日本予防医学協会		51		13		400		2		0		4		5		12		5		4		a1301001		20151376

		20161358		大出産業株式会社		2		13		43		0		1		1		1		1		2		4		a1301003		20151377

		20161359		株式会社ディアイティ		13		13		80		0		2		1		2		3		3		4		a1301004		20151378

		20161361		株式会社ダイエー		24		13		20400		0		0		2		3		8		8		4		a1301006		20151382

		20161365		株式会社峰村金属工事		3		13		13		1		1		1		1		1		1		4		a1301010		20151383

		20161366		株式会社フコックス		44		13		406		10		20		4		5		6		5		4		a1301011		20151385

		20161367		株式会社ＩＨＩ汎用ボイラ		21		13		186		5		5		1		2		2		4		4		a1301012		20151386

		20161371		日鐵住金建材株式会社		9		13		929		5		13		1		2		2		5		4		a1301016		20151391

		20161373		サムシングホールディングス株式会社		55		13		384		49		38		4		5		14		5		4		a1301018		20151394

		20161379		ＳＣＳＫサービスウェア株式会社		39		13		5300		30		30		4		5		5		8		4		a1301024		20151051

		20161380		株式会社アット東京		39		13		180		15		9		4		5		5		4		4		a1301025		20151398

		20161381		株式会社川島織物セルコン		5		26		1090		0		0		1		2		2		6		7		a2600003		20151399

		20161382		株式会社東光高岳		12		13		1827		4		5		1		2		3		6		4		a1301026		20151401

		20161384		戸田ビルパートナーズ株式会社		56		13		510		7		3		4		5		14		5		4		a1301028		20151404

		20161386		東洋建設株式会社		2		13		1260		10		5		1		1		1		6		4		a1301030		20151405

		20161387		テーラーメイドゴルフ株式会社		29		13		440		2		2		2		3		8		5		4		a1301031		20151406

		20161388		日本コークス工業株式会社		9		13		558		0		2		1		2		2		5		4		a1301032		20151408

		20161391		昭和シェル石油株式会社		6		13		862		2		2		1		2		2		5		4		a1301035		20151411

		20161396		株式会社日立物流		44		13		1956		14		6		4		5		6		6		4		a1301040		20151416

		20161399		株式会社ヤマタネ		45		13		316		1		2		4		5		6		5		4		a1301043		20151420

		20161401		リコーリース株式会社		53		13		762		7		5		4		5		14		5		4		a1301045		20151424

		20161406		ユーシーカード株式会社		35		13		270		3		4		3		4		9		4		4		a1301050		20151431

		20161411		ヤマトマテリアル株式会社		22		13		88		2		5		2		3		7		3		4		a1301054		20151435

		20161412		富士通エフ・アイ・ピー株式会社		39		13		3829		0		0		4		5		5		7		4		a1301055		20151436

		20161413		株式会社ホテルグランパシフィック		50		13		520		10		7		4		5		11		5		4		a1301056		20151437

		20161414		株式会社ＩＨＩ		10		13		8500		70		44		1		2		3		8		4		a1301057		20151438

		20161416		大木建設株式会社		2		13		213		3		2		1		1		1		4		4		a1301059		20151440

		20161417		株式会社LIXIL住宅研究所		56		13		190		0		0		4		5		14		4		4		a1301060		20151441

		20161418		日鉄住金ドラム株式会社		9		13		260		0		0		1		2		2		4		4		a1301061		20151442

		20161422		国分首都圏株式会社		22		13		625		0		0		2		3		7		5		4		a1301065		20151446

		20161424		増島エアーサービス株式会社		3		13		37		1		0		1		1		1		2		4		a1301066		20151450

		20161425		いすゞ自動車首都圏株式会社		27		13		1778		8		6		2		3		8		6		4		a1301067		20151451

		20161426		滝山運輸株式会社		44		13		290		2		1		4		5		6		4		4		a1301068		20151452

		20161427		ＪＫホールディングス株式会社		22		13		1600		10		29		2		3		7		6		4		a1301069		20151453

		20161428		日本化学工業株式会社		6		13		560		0		0		1		2		2		5		4		a1301070		20151455

		20161429		NECソリューションイノベータ株式会社		39		13		11893		10		16		4		5		5		8		4		a1301071		20151457

		20161430		オルガノ株式会社		10		13		1061		20		6		1		2		3		6		4		a1301072		20151458

		20161431		トーヨーカネツ株式会社		10		13		283		1		8		1		2		3		4		4		a1301073		20151459

		20161432		マルゼン商事株式会社		22		13		48		1		3		2		3		7		2		4		a1301074		20151460

		20161435		株式会社フジテレビジョン		38		13		1407		1		0		4		5		5		6		4		a1301077		20151463

		20161437		株式会社日立ソリューションズ		39		13		5122		1		5		4		5		5		8		4		a1301079		20151466

		20161441		パナソニックコンシューマーマーケティング株式会社		22		27		7369		98		83		2		3		7		8		7		a2700016		20151477

		20161442		パナソニック映像株式会社		41		27		97		1		4		4		5		5		3		7		a2700017		20151478

		20161454		三和電気株式会社		17		13		70		0		0		1		2		3		3		4		a1301094		20151481

		20161455		株式会社井門エンタープライズ		25		13		210		3		1		2		3		8		4		4		a1301095		20151482

		20161456		株式会社東機貿		22		13		300		14		20		2		3		7		5		4		a1301096		20151484

		20161457		東京トヨタカーライフサービス株式会社		57		13		38		1		0		4		5		14		2		4		a1301097		20151485

		20161458		佐川グローバルロジスティクス株式会社		45		13		4600		107		59		4		5		6		7		4		a1301098		20151486

		20161459		黒田電気株式会社		22		13		357		10		8		2		3		7		5		4		a1301099		20151487

		20161461		不二倉業株式会社		44		13		120		1		1		4		5		6		4		4		a1301101		20151489

		20161462		三菱総研ＤＣＳ株式会社		39		13		2007		20		21		4		5		5		7		4		a1301102		20151490

		20161463		大成温調株式会社		3		13		659		7		11		1		1		1		5		4		a1301103		20151491

		20161464		キヤノンＩＴソリューションズ株式会社		39		13		3287		8		0		4		5		5		7		4		a1301104		20151492

		20161465		プリマハム株式会社		4		13		2500		3		0		1		2		2		7		4		a1301105		20151494

		20161466		三菱鉛筆株式会社		21		13		815		0		0		1		2		2		5		4		a1301106		20151495

		20161467		三菱鉛筆東京販売株式会社		22		13		140		0		0		2		3		7		4		4		a1301107		20151496

		20161468		三愛石油株式会社		22		13		504		3		0		2		3		7		5		4		a1301108		20151497

		20161469		株式会社ロキテクノ		21		13		455		3		13		1		2		2		5		4		a1301109		20151499

		20161474		株式会社ＵＥＸ		22		13		277		8		5		2		3		7		4		4		a1301114		20151503

		20161476		キヤノンシステムアンドサポート株式会社		22		13		5768		31		48		2		3		7		8		4		a1301116		20151505

		20161477		沖ウィンテック株式会社		3		13		641		3		0		1		1		1		5		4		a1301117		20151506

		20161478		京セラケミカル株式会社		6		13		534		2		5		1		2		2		5		4		a1301118		20152626

		20161479		株式会社システム・デザイン・アソシエイツ		39		13		10		0		1		4		5		5		1		4		a1301119		20151507

		20161480		巴工業株式会社		10		13		430		10		4		1		2		3		5		4		a1301120		20151552

		20161483		東洋ガラス株式会社		8		13		894		0		2		1		2		2		5		4		a1301123		20151509

		20161484		株式会社冨士工		2		13		155		2		5		1		1		1		4		4		a1301124		20151510

		20161485		株式会社ＩＭＡＧＩＣＡ		58		13		448		0		0						15		5		4		a1301125		20151512

		20161486		日本土地山林株式会社		1		13		80		0		0		1		1		15		3		4		a1301126		20151513

		20161487		サコス株式会社		53		13		393		2		2		4		5		14		5		4		a1301127		20151514

		20161488		東罐興業株式会社		21		13		2020		1		10		1		2		2		7		4		a1301128		20151515

		20161495		日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社		39		13		953		7		6		4		5		5		5		4		a1301135		20151522

		20161498		株式会社フルキャストホールディングス		56		13		945		45		21		4		5		14		5		4		a1301137		20151527

		20161502		株式会社ポーラファルマ		7		13		244		5		1		1		2		2		4		4		a1301140		20151538

		20161512		富士電機ＩＴセンター株式会社		39		13		275		2		2		4		5		5		4		4		a1301149		20151543

		20161516		デクセリアルズ株式会社		17		13		2366		29		35		1		2		3		7		4		a1301153		20151548

		20161517		株式会社イノアックコーポレーション		6		23		1690		10		5		1		2		2		6		6		a2300007		20151549

		20161518		株式会社千代田グラビヤ		20		13		407		19		17		1		2		2		5		4		a1301154		20151550

		20161530		マリンフーズ株式会社		4		13		1060		3		6		1		2		2		6		4		a1301166		20151557

		20161532		日本バルカー工業株式会社		6		13		420		0		2		1		2		2		5		4		a1301167		20151559

		20161536		光村印刷株式会社		20		13		750		2		2		1		2		2		5		4		a1301171		20155821

		20161538		株式会社日本アクセス		22		13		3592		43		6		2		3		7		7		4		a1301173		20151565

		20161539		三井金属鉱業株式会社		9		13		10804		13		2		1		2		2		8		4		a1301174		20151566

		20161544		東京日産自動車販売株式会社		27		13		889		2		2		2		3		8		5		4		a1301179		20151571

		20161545		コベルコ建機株式会社		10		13		1156		10		9		1		2		3		6		4		a1301180		20151517

		20161550		日本コムシス株式会社		3		13		3046		0		0		1		1		1		7		4		a1301185		20151574

		20161553		前田道路株式会社		2		13		2284		2		0		1		1		1		7		4		a1301188		20151577

		20161554		トピー実業株式会社		22		13		300		0		1		2		3		7		5		4		a1301189		20151578

		20161556		タニコー株式会社		9		13		1450		30		120		1		2		2		6		4		a1301191		20151580

		20161557		日計電測株式会社		17		13		27		2		1		1		2		3		1		4		a1301192		20151581

		20161558		株式会社オーテム		3		13		72		0		1		1		1		1		3		4		a1301193		20155827

		20161559		株式会社雄電社		3		13		282		1		0		1		1		1		4		4		a1301194		20151582

		20161560		学校法人昭和大学		52		13		6713		0		0		4		5		13		8		4		a1301195		20151583

		20161562		株式会社大田花き		58		13		200		1		0						15		4		4		a1301197		20151584

		20161564		エクシオインフラ株式会社		2		13		140		0		4		1		1		1		4		4		a1301199		20151585

		20161566		マークテック株式会社		6		13		138		2		5		1		2		2		4		4		a1301201		20151588

		20161568		東京都競馬株式会社		50		13		93		0		0		4		5		11		3		4		a1301203		20151590

		20161570		株式会社ニシヤマ		22		13		351		5		10		2		3		7		5		4		a1301205		20151592

		20161572		株式会社東栄商会		48		13		16		0		0		4		5		4		1		4		a1301207		20151594

		20161573		株式会社ヤマダコーポレーション		10		13		227		3		0		1		2		3		4		4		a1301208		20151595

		20161576		株式会社ケアサービス		51		13		1339		115		300		4		5		12		6		4		a1301211		20151598

		20161577		岩井機械工業株式会社		10		13		440		0		1		1		2		3		5		4		a1301212		20151599

		20161581		株式会社エージーピー		57		13		220		11		0		4		5		14		4		4		a1301216		20151602

		20161585		日本エボナイト株式会社		8		13		100		4.5		2.5		1		2		2		4		4		a1301220		20151606

		20161586		株式会社荏原製作所		10		13		3999		38		28		1		2		3		7		4		a1301221		20151607

		20161588		ソレキア株式会社		22		13		845		2		0		2		3		7		5		4		a1301223		20151612

		20161589		蒲田ゴム株式会社		22		13		83		2		1		2		3		7		3		4		a1301224		20151610

		20161590		オーケー株式会社		24		13		8845		120		149		2		3		8		8		4		a1301225		20151611

		20161593		プラメックス株式会社		16		13		130		3		3		1		2		3		4		4		a1301228		20151615

		20161594		セザックス株式会社		20		13		272		0		3		1		2		2		4		4		a1301229		20151616

		20161595		株式会社宇野澤組鐵工所		10		13		200		3		6		1		2		3		4		4		a1301230		20151617

		20161598		池上通信機株式会社		19		13		727		4		17		1		2		3		5		4		a1301233		20151623

		20161601		田村駒株式会社 東京本社		5		27		419		0		0		1		2		2		5		7		a2700019		20151626

		20161603		ダイアナ株式会社		26		13		700		20		0		2		3		8		5		4		a1301237		20151630

		20161604		株式会社レッグス		55		13		250		10		20		4		5		14		4		4		a1301238		20151631

		20161605		エース株式会社		22		13		879		10		0		2		3		7		5		4		a1301239		20151633

		20161606		株式会社アドヴァン		22		13		300		5.5		1		2		3		7		5		4		a1301240		20155843

		20161608		株式会社フォーバル		22		13		1519		31		24		2		3		7		6		4		a1301242		20151634

		20161609		株式会社アイビー・シー・エス		56		13		1020		3		2		4		5		14		6		4		a1301243		20151635

		20161612		渋谷地下街株式会社		42		13		25		0		0		4		5		10		1		4		a1301246		20151639

		20161613		ジローレストランシステム株式会社		49		13		3000		22		20		4		5		11		7		4		a1301247		20151640

		20161617		北沢産業株式会社		22		13		430		30		30		2		3		7		5		4		a1301251		20151644

		20161618		株式会社東京木工所		58		13		27		0		3						15		1		4		a1301252		20151646

		20161619		株式会社メディオクリタス		55		13		8		1		0		4		5		14		1		4		a1301253		20151647

		20161625		株式会社東急レクリエーション		50		13		286		1		0		4		5		11		4		4		a1301258		20151656

		20161632		株式会社アズクリエーション		41		13		10		0		2		4		5		5		1		4		a1301265		20151662

		20161635		株式会社フロンティアソリューション		39		13		63		27		12		4		5		5		3		4		a1301268		20151667

		20161641		第一商品株式会社		36		13		504		10		2		3		4		9		5		4		a1301273		20151675

		20161644		日油株式会社		6		13		1671		1		3		1		2		2		6		4		a1301276		20151678

		20161646		日本放送協会		38		13		10242		30		30		4		5		5		8		4		a1301278		20151681

		20161648		東急建設株式会社		2		13		2340		21		22		1		1		1		7		4		a1301280		20151683

		20161650		学校法人青山学院		52		13		1500		1		4		4		5		13		6		4		a1301282		20151685

		20161651		株式会社ドトールコーヒー		4		13		932		66		75		1		2		2		5		4		a1301283		20151686

		20161659		株式会社ティーガイア		37		13		4471		2		2		4		5		5		7		4		a1301291		20151694

		20161663		日本貨物鉄道株式会社		47		13		5725		61		1		4		5		6		8		4		a1301295		20151700

		20161664		ジェイアール東日本ビルテック株式会社		56		13		1521		70		70		4		5		14		6		4		a1301296		20151701

		20161665		株式会社ティラド		18		13		3329		21		5		1		2		3		7		4		a1301297		20151702

		20161666		株式会社ヤマノホールディングス		25		13		800		5		3		2		3		8		5		4		a1301298		20151703

		20161668		株式会社サンルート		50		13		450		0		1		4		5		11		5		4		a1301300		20151707

		20161669		りらいあコミュニケーションズ株式会社		55		13		12000		25		5		4		5		14		8		4		a1301301		20151709

		20161670		ダイキンHVACソリューション東京株式会社		22		13		513		11		3		2		3		7		5		4		a1301302		20151710

		20161671		インクステクニカルサービス株式会社		39		13		41		2		0		4		5		5		2		4		a1301303		20151711

		20161675		太洋物産株式会社		22		13		44		2		1		2		3		7		2		4		a1301307		20151714

		20161679		株式会社トーニチコンサルタント		55		13		250		0		3		4		5		14		4		4		a1301311		20151716

		20161680		日本基礎技術株式会社		3		27		405		13		0		1		1		1		5		7		a2700020		20151717

		20161681		株式会社京王パスポートクラブ		35		13		50		0		0		3		4		9		3		4		a1301312		20151718

		20161682		光洋化学株式会社		21		13		51		2		10		1		2		2		3		4		a1301313		20151719

		20161683		株式会社コメット		39		13		267		9		8		4		5		5		4		4		a1301314		20151720

		20161684		三菱電機ロジスティクス株式会社		44		13		1257		5		11		4		5		6		6		4		a1301315		20151721

		20161686		株式会社大京		42		13		1788		2		4		4		5		10		6		4		a1301317		20151723

		20161689		ニッタン株式会社		21		13		681		29		20		1		2		2		5		4		a1301320		20151726

		20161692		株式会社伊藤園		4		13		5382		40		62		1		2		2		8		4		a1301323		20151729

		20161694		日本電波工業株式会社		16		13		950		4		2		1		2		3		5		4		a1301325		20151731

		20161695		全国労働者共済生活協同組合連合会		34		13		3570		15		0		3		4		9		7		4		a1301326		20151733

		20161701		医療法人社団喜美会		51		13		59		8		1		4		5		12		3		4		a1301332		20151740

		20161702		トリックスターズ・アレア有限会社		50		13		543		18		12		4		5		11		5		4		a1301333		20151741

		20161703		株式会社大昌電子		17		13		941		4		0		1		2		3		5		4		a1301334		20151742

		20161704		関東三菱自動車販売株式会社		27		13		1850		0		0		2		3		8		6		4		a1301335		20151743

		20161705		トヨタ東京カローラ株式会社		27		13		1465		2		0		2		3		8		6		4		a1301336		20151745

		20161706		株式会社アイ・エム・ジェイ		39		13		694		64		60		4		5		5		5		4		a1301337		20151747

		20161711		オムロンフィールドエンジニアリング株式会社		57		13		1251		8		10		4		5		14		6		4		a1301342		20151752

		20161712		バリストライド株式会社		39		13		350		58		0		4		5		5		5		4		a1301343		20155877

		20161713		安立計器株式会社		19		13		76		0		0		1		2		3		3		4		a1301344		20151753

		20161718		マリーナ商事株式会社		22		13		9		1		0		2		3		7		1		4		a1301349		20155880

		20161720		公益財団法人日本国際教育支援協会		57		13		62		1		0		4		5		14		3		4		a1301351		20151760

		20161723		株式会社東急トランセ		43		13		980		90		102		4		5		6		5		4		a1301354		20151763

		20161724		田中興産株式会社　絵里奈事業部		26		13		290		25		50		2		3		8		4		4		a1301355		20151764

		20161725		アベイズム株式会社		20		13		640		17		15		1		2		2		5		4		a1301356		20151765

		20161726		株式会社東急ストア		24		13		6117		0		5		2		3		8		8		4		a1301357		20151766

		20161727		スタンレー電気株式会社		16		13		3820		60		56		1		2		3		7		4		a1301358		20151767

		20161728		株式会社ルック		5		13		1866		0		0		1		2		2		6		4		a1301359		20151768

		20161730		株式会社セコニックホールディングス		19		13		600		6		12		1		2		3		5		4		a1301361		20151770

		20161732		株式会社インデックス		40		13		150		19		4		4		5		5		4		4		a1301363		20151772

		20161735		財団法人中小企業レクリエーションセンター		50		13		40		2		2		4		5		11		2		4		a1301366		20151775

		20161739		株式会社コア		39		13		1423		10		4		4		5		5		6		4		a1301370		20151780

		20161740		ロイヤルホールディングス株式会社		49		40		12347		100		80		4		5		11		8		11		a4000001		20151781

		20161741		株式会社オオゼキ		24		13		2300		50		50		2		3		8		7		4		a1301371		20151782

		20161742		東京中央農業協同組合		32		13		347		0		0		3		4		9		5		4		a1301372		20151784

		20161743		国際放映株式会社		41		13		23		2		0		4		5		5		1		4		a1301373		20151785

		20161746		株式会社ムロコーポレーション		18		13		666		12		5.5		1		2		3		5		4		a1301376		20151787

		20161748		株式会社ヴァンドームヤマダ		26		13		735		14		10		2		3		8		5		4		a1301378		20151788

		20161750		日東通信機株式会社		13		13		153		1		1		1		2		3		4		4		a1301380		20151789

		20161751		岡谷電機産業株式会社		17		13		230		4		7		1		2		3		4		4		a1301381		20151790

		20161752		株式会社レリアン		26		13		1457		0		2		2		3		8		6		4		a1301382		20151791

		20161754		ハイミン・エンタープライズ株式会社		39		13		42		3		5		4		5		5		2		4		a1301384		20151794

		20161757		グロービジヨン株式会社		41		13		59		0		0		4		5		5		3		4		a1301387		20151798

		20161758		株式会社カンドー		2		13		932		12		0		1		1		1		5		4		a1301388		20151797

		20161759		株式会社アスター		22		13		120		0		0		2		3		7		4		4		a1301389		20151799

		20161760		テイケイ株式会社		56		13		8200		0		0		4		5		14		8		4		a1301390		20151800

		20161761		株式会社オートリ		56		13		113		10		3		4		5		14		4		4		a1301391		20151802

		20161763		株式会社ダイナック		49		13		6000		90		100		4		5		11		8		4		a1301393		20151806

		20161764		武蔵野興業株式会社		50		13		10		0		0		4		5		11		1		4		a1301394		20151808

		20161766		西京信用金庫		32		13		500		1		2		3		4		9		5		4		a1301396		20151811

		20161767		株式会社エヌ・アイ・シー・ジャパン		52		13		38		0		0		4		5		13		2		4		a1301397		20151813

		20161768		株式会社東急ハンズ		25		13		2737		12		6		2		3		8		7		4		a1301398		20155889

		20161773		富士ゼロックス首都圏株式会社		13		13		25		0		2		1		2		3		1		4		a1301403		20151817

		20161774		テクノクオーツ株式会社		8		13		165		4		2		1		2		2		4		4		a1301404		20151818

		20161775		三幸グループ		52		13		5000		15		6		4		5		13		8		4		a1301405		20151819

		20161778		東京美装興業株式会社		56		13		3980		5		5		4		5		14		7		4		a1301407		20151824

		20161779		株式会社ミノファーゲン製薬		7		13		140		3		1		1		2		2		4		4		a1301408		20151827

		20161782		株式会社明光ネットワークジャパン		52		13		495		20		10		4		5		13		5		4		a1301411		20151831

		20161783		大日本土木株式会社		2		21		782		8		21		1		1		1		5		6		a2100001		20151832

		20161796		大成ロテック株式会社		2		13		1090		10		15		1		1		1		6		4		a1301422		20151834

		20161798		株式会社小田急百貨店		23		13		2020		2		3		2		3		8		7		4		a1301424		20151836

		20161803		三井不動産レジデンシャルサービス株式会社		42		13		1879		11		12		4		5		10		6		4		a1301429		20151840

		20161804		株式会社三松		25		13		860		30		0		2		3		8		5		4		a1301430		20151841

		20161805		旭化成ホームズ株式会社		2		13		5022		3		0		1		1		1		8		4		a1301431		20151842

		20161809		株式会社エムアイカード		35		13		1389		1		2		3		4		9		6		4		a1301435		20151845

		20161811		日神不動産株式会社		42		13		677		26		15		4		5		10		5		4		a1301437		20155904

		20161812		株式会社マースエンジニアリング		21		13		443		0		0		1		2		2		5		4		a1301438		20151847

		20161813		株式会社八千代銀行		30		13		2250		0		0		3		4		9		7		4		a1301439		20151848

		20161816		雪印メグミルク株式会社		4		13		4948		15		11		1		2		2		7		4		a1301441		20151851

		20161818		アニコム損害保険株式会社		34		13		500		165		30		3		4		9		5		4		a1301443		20151853

		20161820		三井住建道路株式会社		2		13		515		2.5		10		1		1		1		5		4		a1301445		20151856

		20161822		株式会社グラン山貴		22		13		58		0		4		2		3		7		3		4		a1301447		20151857

		20161823		酒井医療株式会社		19		13		683		7		10		1		2		3		5		4		a1301448		20151858

		20161824		株式会社ウォーターエージェンシー		48		13		3200		0		0		4		5		4		7		4		a1301449		20151859

		20161826		イーピーエス株式会社		39		13		1650		118		110		4		5		5		6		4		a1301451		20151861

		20161827		昭和パックス株式会社		6		13		435		1		1		1		2		2		5		4		a1301452		20151862

		20161831		株式会社井田産業		22		13		992		14		0		2		3		7		5		4		a1301456		20151866

		20161832		株式会社日本スタデオ		54		13		25		0		0		4		5		14		1		4		a1301457		20151867

		20161834		株式会社銀座コージーコーナー		4		13		4000		0		0		1		2		2		7		4		a1301459		20151869

		20161835		株式会社熊谷組		2		13		2282		17		16		1		1		1		7		4		a1301460		20151870

		20161836		ゼブラ株式会社		21		13		903		6		0		1		2		2		5		4		a1301461		20151871

		20161838		学校法人成城学校		52		13		144		1		0		4		5		13		4		4		a1301463		20151873

		20161841		大成設備株式会社		3		13		449		3		3		1		1		1		5		4		a1301466		20151878

		20161842		株式会社エスアールエル		51		13		4772		22		10		4		5		12		7		4		a1301467		20151879

		20161845		三井ホーム株式会社		2		13		2225		8		7		1		1		1		7		4		a1301470		20151882

		20161847		三和シヤッター工業株式会社		9		13		3500		102		73		1		2		2		7		4		a1301472		20151884

		20161848		株式会社東京個別指導学院		52		13		7500		27		33		4		5		13		8		4		a1301473		20151885

		20161850		野村不動産株式会社		42		13		1593		25		15		4		5		10		6		4		a1301475		20151888

		20161853		東京ビルディング株式会社		42		13		70		0		0		4		5		10		3		4		a1301478		20151890

		20161856		株式会社キトー		10		19		787		8		25		1		2		3		5		5		a1900001		20151892

		20161863		株式会社富士通アドバンストエンジニアリング		39		13		1046		0		0		4		5		5		6		4		a1301487		20151899

		20161864		損害保険料率算出機構		34		13		2189		1		11		3		4		9		7		4		a1301488		20151900

		20161865		フランスベッド株式会社		21		13		2152		18		12		1		2		2		7		4		a1301489		20151901

		20161867		ジーエルサイエンス株式会社		19		13		432		7		4		1		2		3		5		4		a1301491		20151903

		20161869		日本シイエムケイ株式会社		16		13		1536		10		4		1		2		3		6		4		a1301493		20151906

		20161870		株式会社グリーンハウス		49		13		33518		27		195		4		5		11		8		4		a1301494		20151907

		20161872		住友三井オートサービス株式会社		53		13		1458		11		10		4		5		14		6		4		a1301496		20151909

		20161873		味の素ゼネラルフーヅ株式会社		4		13		738		8		5		1		2		2		5		4		a1301497		20151910

		20161874		テルモ株式会社		19		13		5615		7		22		1		2		3		8		4		a1301498		20151911

		20161875		エムエスティ保険サービス株式会社		34		13		666		0		0		3		4		9		5		4		a1301499		20151912

		20161879		損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社		34		13		2814		10		0		3		4		9		7		4		a1301503		20155924

		20161880		株式会社ダイヤコーポレーション		21		13		107		5		6		1		2		2		4		4		a1301504		20151918

		20161881		東映アニメーション株式会社		41		13		334		9		8		4		5		5		5		4		a1301505		20151919

		20161882		メルシャン株式会社		4		13		588		2		2		1		2		2		5		4		a1301506		20151920

		20161886		関東バス株式会社		43		13		1085		4		10		4		5		6		6		4		a1301510		20151952

		20161888		日本エス・エイチ・エル株式会社		55		13		76		2		2		4		5		14		3		4		a1301512		20151924

		20161890		株式会社三菱電機ビジネスシステム		39		13		788		7		0		4		5		5		5		4		a1301514		20151926

		20161891		株式会社構造計画研究所		39		13		565		2		1		4		5		5		5		4		a1301515		20151928

		20161893		株式会社エイト日本技術開発		55		13		969		11		14		4		5		14		5		4		a1301517		20151930

		20161895		株式会社コイデカメラ		29		13		446		0		0		2		3		8		5		4		a1301519		20151933

		20161896		サンワコムシスエンジニアリング株式会社		37		13		742		11		11		4		5		5		5		4		a1301520		20151934

		20161898		技研興業株式会社		2		13		200		4		6		1		1		1		4		4		a1301522		20151935

		20161904		ケンコーマヨネーズ株式会社		4		13		2841		11		12		1		2		2		7		4		a1301528		20151942

		20161906		朝日生命保険相互会社		34		13		16871		10		3		3		4		9		8		4		a1301530		20151945

		20161907		サミット株式会社		24		13		15000		40		78		2		3		8		8		4		a1301531		20151946

		20161911		社会福祉法人東京母子愛育会		51		13		19		1		1		4		5		12		1		4		a1301535		20155940

		20161914		株式会社和真		29		13		750		0		0		2		3		8		5		4		a1301538		20151951

		20161915		ニフティ株式会社		40		13		677		23		11		4		5		5		5		4		a1301539		20151953

		20161917		株式会社カワダ		22		13		290		1		0		2		3		7		4		4		a1301541		20151956

		20161918		東亜ディーケーケー株式会社		17		13		400		3		4		1		2		3		5		4		a1301542		20151957

		20161920		株式会社ミラール		29		13		27		0		0		2		3		8		1		4		a1301544		20151960

		20161921		アズビル金門株式会社		19		13		430		1		1		1		2		3		5		4		a1301545		20151962

		20161922		サンハヤト株式会社		16		13		42		1		3		1		2		3		2		4		a1301546		20151963

		20161923		マテックス株式会社		22		13		241		4		14		2		3		7		4		4		a1301547		20151964

		20161924		株式会社星光堂		22		13		325		1		0		2		3		7		5		4		a1301548		20151965

		20161925		株式会社あなぶきセザールサポート　東京本店		42		37		734		20		5		4		5		10		5		10		a3700001		20151968

		20161927		ミライアル株式会社		21		13		384		7		0		1		2		2		5		4		a1301550		20151970

		20161929		株式会社アールワークス		40		13		60		0		1		4		5		5		3		4		a1301552		20151971

		20161932		株式会社クレディセゾン		35		13		3500		25		24		3		4		9		7		4		a1301555		20151975

		20161933		株式会社マルエツ		24		13		13406		132		12		2		3		8		8		4		a1301556		20151976

		20161934		株式会社良品計画		25		13		11000		120		170		2		3		8		8		4		a1301557		20151977

		20161936		巣鴨信用金庫		32		13		1573		0		0		3		4		9		6		4		a1301559		20151979

		20161938		大正製薬株式会社		7		13		3401		12		11		1		2		2		7		4		a1301561		20151981

		20161939		株式会社日本アイデックス		39		13		700		3		1		4		5		5		5		4		a1301562		20151982

		20161941		株式会社クリタス		10		13		930		0		11		1		2		3		5		4		a1301564		20151987

		20161942		株式会社東京芸夢		26		13		110		0		2		2		3		8		4		4		a1301565		20155955

		20161944		日立コンクリート株式会社		21		13		45		1		0		1		2		2		2		4		a1301567		20151988

		20161945		昭和ＫＤＥ株式会社		9		13		215		0		1		1		2		2		4		4		a1301568		20155956

		20161947		株式会社カーメイト		18		13		348		6		8		1		2		3		5		4		a1301570		20151989

		20161948		株式会社ＳＲＡ		39		13		958		0		0		4		5		5		5		4		a1301571		20151991

		20161951		株式会社オールマイティセキュリティサービス		56		13		120		0		1		4		5		14		4		4		a1301574		20151993

		20161958		医療法人社団つくしんぼ会		51		13		45		3		2		4		5		12		2		4		a1301581		20152001

		20161959		協同乳業株式会社		4		13		640		2		0		1		2		2		5		4		a1301582		20152002

		20161961		株式会社日刊建設産業新聞社		14		13		38		0		0		1		2		3		2		4		a1301584		20152005

		20161962		株式会社デンテック		19		13		35		0		0		1		2		3		2		4		a1301585		20152006

		20161963		株式会社東武ストア		24		13		5018		8		18		2		3		8		8		4		a1301586		20152007

		20161964		株式会社ＴＪＭデザイン		21		13		765		30		44		1		2		2		5		4		a1301587		20152008

		20161966		イワツキ株式会社		21		13		250		0		0		1		2		2		4		4		a1301589		20152010

		20161967		アトミクス株式会社		6		13		230		1		2		1		2		2		4		4		a1301590		20152012

		20161970		技研株式会社		18		13		336		8		4		1		2		3		5		4		a1301593		20152016

		20161971		株式会社オフセット岩村		20		13		27		0		2		1		2		2		1		4		a1301594		20152017

		20161972		三鈴電工販売株式会社		22		13		54		2		2		2		3		7		3		4		a1301595		20152018

		20161974		丸善食品工業株式会社		4		13		180		4		1		1		2		2		4		4		a1301597		20152020

		20161981		株式会社銀座山形屋		26		13		272		2		0		2		3		8		4		4		a1301604		20152027

		20161983		野口管工株式会社		48		13		120		0		0		4		5		4		4		4		a1301606		20152029

		20161984		株式会社コシロ		44		13		20		0		2		4		5		6		1		4		a1301607		20152030

		20161986		株式会社松屋フーズ		49		13		1284		50		50		4		5		11		6		4		a1301609		20152032

		20161988		株式会社日本マイクロニクス		16		13		832		39		10		1		2		3		5		4		a1301611		20152033

		20161993		学校法人大成学園　大成高等学校		52		13		114		0		0		4		5		13		4		4		a1301616		20152036

		20161994		株式会社ジャムコ		18		13		1373		35		19		1		2		3		6		4		a1301617		20152037

		20161995		日本無線株式会社		11		13		2251		2		21		1		2		3		7		4		a1301618		20152038

		20161999		株式会社サンビーエム		56		13		85		0		4		4		5		14		3		4		a1301622		20152041

		20162000		東映ラボ・テック株式会社		41		13		130		0		2		4		5		5		4		4		a1301623		20152042

		20162001		株式会社エムエイチ		56		13		64		4		4		4		5		14		3		4		a1301624		20152043

		20162003		島田理化工業株式会社		13		13		330		0		0		1		2		3		5		4		a1301626		20152045

		20162005		京王建設株式会社		2		13		365		1		2		1		1		1		5		4		a1301628		20152048

		20162006		国際航業株式会社		55		13		1617		17		30		4		5		14		6		4		a1301629		20152050

		20162008		第一生命情報システム株式会社		39		13		1904		0		0		4		5		5		6		4		a1301631		20152053

		20162010		株式会社ワイ・ディ・シー		39		13		285		8		6		4		5		5		4		4		a1301633		20152054

		20162011		株式会社宮地商会　小金井支店		29		13		421		0		0		2		3		8		5		4		a1301634		20152055

		20162012		シチズンＴＩＣ株式会社		19		13		159		2		0		1		2		3		4		4		a1301635		20152056

		20162013		三多摩医療生活協同組合		51		13		128		6		3		4		5		12		4		4		a1301636		20152057

		20162015		株式会社東京かじの		22		13		27		0		0		2		3		7		1		4		a1301638		20152059

		20162017		第一屋製パン株式会社		4		13		1565		13		6		1		2		2		6		4		a1301640		20152060

		20162018		株式会社泰正社		29		13		50		3		1		2		3		8		3		4		a1301641		20152061

		20162021		株式会社ウェルパーク		29		13		2156		48		35		2		3		8		7		4		a1301644		20152063

		20162022		Ｍｉｐｏｘ株式会社		21		13		75		25		3		1		2		2		3		4		a1301645		20152066

		20162025		株式会社一如社		2		13		785		1		3		1		1		1		5		4		a1301648		20155984

		20162027		株式会社トヨタ東京教育センター		52		13		180		0		0		4		5		13		4		4		a1301650		20152068

		20162028		味の民芸フードサービス株式会社		49		13		1400		1		0		4		5		11		6		4		a1301651		20152069

		20162029		株式会社プリモ		17		13		214		0		0		1		2		3		4		4		a1301652		20152070

		20162032		八王子交通事業株式会社		43		13		180		10		14		4		5		6		4		4		a1301655		20152074

		20162033		学校法人中央大学		52		13		5200		0		0		4		5		13		8		4		a1301656		20152075

		20162034		コニカミノルタ株式会社		19		13		6300		80		108		1		2		3		8		4		a1301657		20152076

		20162042		朝日土地建物株式会社		42		13		275		45		40		4		5		10		4		4		a1301665		20152083

		20162044		株式会社アバールデータ		16		13		175		0		0		1		2		3		4		4		a1301667		20152085

		20162048		株式会社ケーユーホールディングス		27		13		773		0		1		2		3		8		5		4		a1301670		20152087

		20162049		株式会社オーディオテクニカ		14		13		550		5		17		1		2		3		5		4		a1301671		20152088

		20162051		ワイエイシイ株式会社		19		13		209		8		12		1		2		3		4		4		a1301673		20152089

		20162052		昭和飛行機工業株式会社		18		13		410		4		3		1		2		3		5		4		a1301674		20152091

		20162054		日本電子株式会社		16		13		1915		25		16		1		2		3		6		4		a1301676		20152093

		20162055		株式会社タチエス		18		13		1692		19		18		1		2		3		6		4		a1301677		20152094

		20162056		武陽ガス株式会社		48		13		99		0		0		4		5		4		3		4		a1301678		20152095

		20162057		細谷火工株式会社		21		13		110		9		9		1		2		2		4		4		a1301679		20152097

		20162058		社会福祉法人博仁会		51		13		130		3		4		4		5		12		4		4		a1301680		20152098

		20162059		京セラオプテック株式会社		19		13		300		2		3		1		2		3		5		4		a1301681		20152099

		20162060		日本ガーター株式会社		19		13		130		2		2		1		2		3		4		4		a1301682		20152100

		20162061		青梅ガス株式会社		48		13		60		0		0		4		5		4		3		4		a1301683		20152101

		20162064		株式会社やまびこ		10		13		1365		4		7		1		2		3		6		4		a1301686		20152103

		20162065		グローブライド株式会社		21		13		903		10		5		1		2		2		5		4		a1301687		20152105

		20162066		株式会社インテージリサーチ		39		13		248		2		3		4		5		5		4		4		a1301688		20152106

		20162067		医療法人社団雄心会		51		13		130		8		10		4		5		12		4		4		a1301689		20152107

		20162069		株式会社京王アカウンティング		56		13		107		0		0		4		5		14		4		4		a1301691		20152108

		20162070		ムラキ株式会社		22		13		257		32		48		2		3		7		4		4		a1301692		20152109

		20162071		株式会社ペンタくん		2		13		160		50		60		1		1		1		4		4		a1301693		20152110

		20162072		京王レクリエーション株式会社		50		13		187		0		1		4		5		11		4		4		a1301694		20152111

		20162073		国際計測器株式会社		10		13		130		1		0		1		2		3		4		4		a1301695		20152112

		20162074		ケル株式会社		16		13		312		4		2		1		2		3		5		4		a1301696		20152113

		20162078		東京海上日動システムズ株式会社		39		13		1378		2		0		4		5		5		6		4		a1301700		20152117

		20162079		ティアック株式会社		14		13		370		5		5		1		2		3		5		4		a1301701		20152118

		20162080		ＪＵＫＩ株式会社		19		13		807		2		0		1		2		3		5		4		a1301702		20152120

		20162081		富士通フロンテック株式会社		11		13		1646		3		2		1		2		3		6		4		a1301703		20152121

		20162083		日本フイルコン株式会社		21		13		490		6.5		3		1		2		2		5		4		a1301705		20152123

		20162085		株式会社新川		16		13		265		24		5		1		2		3		4		4		a1301707		20152124

		20162087		株式会社シンニッタン		9		8		115		2		4		1		2		2		4		3		a0800004		20152126

		20162088		神明電機株式会社		16		14		52		1		4		1		2		3		3		4		a1400010		20152127

		20162089		東芝ビジネスアンドライフサービス株式会社		14		14		2300		0		0		1		2		3		7		4		a1400011		20152129

		20162091		杉本電機産業株式会社		22		4		396		20		12		2		3		7		5		2		a0400003		20152131

		20162092		三菱化工機株式会社		10		14		560		15		0		1		2		3		5		4		a1400013		20156001

		20162093		日本ブチル株式会社		6		14		189		2		0		1		2		2		4		4		a1400014		20152133

		20162095		東亜石油株式会社		6		14		498		0		0		1		2		2		5		4		a1400016		20152134

		20162098		東芝ITサービス株式会社		39		14		1980		0		0		4		5		5		6		4		a1400019		20152130

		20162100		東京応化工業株式会社		6		14		1346		17		4		1		2		2		6		4		a1400021		20152139

		20162103		株式会社富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ		39		14		1222		0		0		4		5		5		6		4		a1400024		20152143

		20162105		帝国通信工業株式会社		16		14		241		0		0		1		2		3		4		4		a1400026		20152144

		20162106		株式会社東計電算		39		14		1000		10		5		4		5		5		6		4		a1400027		20152145

		20162107		株式会社富士通コンピュータテクノロジーズ		39		14		525		0		0		4		5		5		5		4		a1400028		20152146

		20162108		ＮＥＣエンジニアリング株式会社		39		14		2396		0		0		4		5		5		7		4		a1400029		20152147

		20162110		JBCC株式会社		39		13		2500		20		10		4		5		5		7		4		a1301708		20152150

		20162111		株式会社三菱電機ライフネットワーク		22		14		800		2		3		2		3		7		5		4		a1400031		20152152

		20162116		パイオニア株式会社		17		14		2993		30		1		1		2		3		7		4		a1400036		20152155

		20162117		株式会社エクサ		39		14		1245		0		3		4		5		5		6		4		a1400037		20152157

		20162121		株式会社吉田園		29		14		70		2		2		2		3		8		3		4		a1400041		20152161

		20162123		株式会社中央エンジニアリング		55		13		117		2		10		4		5		14		4		4		a1301709		20152163

		20162124		飛島建設株式会社		2		14		1257		7		6		1		1		1		6		4		a1400043		20152164

		20162126		株式会社ミツトヨ		19		14		2955		33		10		1		2		3		7		4		a1400045		20152166

		20162127		永井電子機器株式会社		21		13		14		0		0		1		2		2		1		4		a1301710		20152167

		20162128		株式会社富士通ゼネラル		14		14		1527		17		15		1		2		3		6		4		a1400046		20152168

		20162130		株式会社常光		19		13		230		5		4		1		2		3		4		4		a1301711		20152170

		20162131		有限会社光研光学		19		14		6		0		0		1		2		3		1		4		a1400048		20152171

		20162136		相鉄ビジネスサービス株式会社		57		14		206		2		6		4		5		14		4		4		a1400052		20152175

		20162139		横浜冷凍株式会社		4		14		1097		14		24		1		2		2		6		4		a1400055		20152179

		20162142		ネッツトヨタ神奈川株式会社		27		14		1157		10		0		2		3		8		6		4		a1400058		20152182

		20162144		株式会社二十一設計		55		14		29		2		2		4		5		14		1		4		a1400060		20152184

		20162150		株式会社日立情報通信エンジニアリング		13		14		3461		0		0		1		2		3		7		4		a1400066		20152189

		20162152		株式会社アルプス技研		11		14		2800		170		139		1		2		3		7		4		a1400068		20152192

		20162154		株式会社ハイマックス		39		14		589		18		24		4		5		5		5		4		a1400070		20152194

		20162160		株式会社アイネット		39		14		896		3		3		4		5		5		5		4		a1400076		20152199

		20162165		株式会社ＪＶＣケンウッド		14		14		4069		12		4		1		2		3		7		4		a1400081		20152204

		20162166		株式会社ジェイデバイス		16		44		4700		15		5		1		2		3		7		11		a4400001		20152205

		20162168		株式会社富士通ワイエフシー		39		14		219		0		0		4		5		5		4		4		a1400083		20152207

		20162170		横浜魚類株式会社		22		14		148		1		4		2		3		7		4		4		a1400085		20152209

		20162171		スチールプランテック株式会社		10		14		371		4		6		1		2		3		5		4		a1400086		20152211

		20162172		株式会社臨海		52		14		992		45		60		4		5		13		5		4		a1400087		20152212

		20162177		トヨタテクノクラフト株式会社		18		13		780		3		0		1		2		3		5		4		a1301713		20152216

		20162178		吉田建設株式会社		2		14		200		0		0		1		1		1		4		4		a1400092		20152217

		20162179		カナレ電気株式会社		9		14		119		5		4		1		2		2		4		4		a1400093		20152218

		20162180		日本インター株式会社		16		14		209		15		15		1		2		3		4		4		a1400094		20152220

		20162181		株式会社ＮＴＴデータＭＳＥ		39		14		1050		8		4		4		5		5		6		4		a1400095		20152221

		20162182		フドー株式会社		6		14		145		0		0		1		2		2		4		4		a1400096		20152222

		20162184		株式会社サンオータス		22		14		800		5		20		2		3		7		5		4		a1400098		20152225

		20162185		パナソニックデザイン株式会社		39		27		456		1		2		4		5		5		5		7		a2700024		20152226

		20162191		レーザーテツク株式会社		12		14		190		10		4		1		2		3		4		4		a1400104		20152228

		20162195		ユニプレス株式会社		18		14		1600		27		25		1		2		3		6		4		a1400108		20152232

		20162196		株式会社アルプス物流		44		14		1499		29		2		4		5		6		6		4		a1400109		20152233

		20162197		トオカツフーズ株式会社		4		14		4800		25		15		1		2		2		7		4		a1400110		20152235

		20162199		アネスト岩田株式会社		10		14		445		27		11		1		2		3		5		4		a1400112		20152237

		20162202		菊水電子工業株式会社		17		14		370		8		8		1		2		3		5		4		a1400115		20152243

		20162204		株式会社図研		39		14		448		11		17		4		5		5		5		4		a1400117		20152244

		20162206		ウシオ電機株式会社		16		13		1755		8		2		1		2		3		6		4		a1301714		20152246

		20162207		緑成会横浜総合病院		51		14		740		80		63		4		5		12		5		4		a1400119		20152247

		20162211		東芝電材マーケティング株式会社		28		14		1100		0		4		2		3		8		6		4		a1400121		20152254

		20162218		横浜市信用保証協会		36		14		89		0		0		3		4		9		3		4		a1400128		20156037

		20162222		ファーネスエンジニアリング株式会社		10		14		50		0		2		1		2		3		3		4		a1400132		20152262

		20162223		神奈川ダイハツ販売株式会社		27		14		677		2		2		2		3		8		5		4		a1400133		20152263

		20162224		株式会社神奈川銀行		30		14		539		0		0		3		4		9		5		4		a1400134		20152264

		20162225		生活協同組合ユーコープ		24		14		7609		40		0		2		3		8		8		4		a1400135		20152265

		20162226		花月園観光株式会社		58		14		21		0		0						15		1		4		a1400136		20152267

		20162229		丸全昭和運輸株式会社		44		14		1253		11		0		4		5		6		6		4		a1400139		20152269

		20162230		横浜信用金庫		32		14		1647		0		0		3		4		9		6		4		a1400140		20152270

		20162231		富士シティオ株式会社		24		14		5800		0		0		2		3		8		8		4		a1400141		20152271

		20162232		株式会社スリーエフ		24		14		385		3		14		2		3		8		5		4		a1400142		20152272

		20162234		株式会社清康社		22		14		106		1		0		2		3		7		4		4		a1400144		20152275

		20162235		株式会社ポンパドウル		4		14		2100		11		20		1		2		2		7		4		a1400145		20152276

		20162240		日本シヤフト株式会社		21		14		170		2		1		1		2		2		4		4		a1400149		20152282

		20162244		株式会社京急メモリアル		56		14		53		0		1		4		5		14		3		4		a1400153		20152287

		20162245		日本飛行機株式会社		18		14		1309		5		0		1		2		3		6		4		a1400154		20156045

		20162246		ＩＨＩ建機株式会社		10		14		287		6		9		1		2		3		4		4		a1400155		20152288

		20162247		株式会社メガネの荒木		29		14		23		2		0		2		3		8		1		4		a1400156		20152289

		20162248		かながわ信用金庫		32		14		758		0		0		3		4		9		5		4		a1400157		20152290

		20162249		湘南信用金庫		32		14		1017		1		0		3		4		9		6		4		a1400158		20152291

		20162250		株式会社さいか屋		23		14		413		0		0		2		3		8		5		4		a1400159		20152137

		20162251		ＮＲＩシステムテクノ株式会社		39		14		340		3		1		4		5		5		5		4		a1400160		20152293

		20162252		古河電池株式会社		17		14		1119		12		13		1		2		3		6		4		a1400161		20152294

		20162253		トヨタカローラ神奈川株式会社		27		14		1200		1		2		2		3		8		6		4		a1400162		20152296

		20162257		株式会社タカスズ		44		14		185		30		55		4		5		6		4		4		a1400166		20152298

		20162259		株式会社エム・ディー・システムズ		16		14		53		1		0		1		2		3		3		4		a1400168		20152300

		20162260		株式会社日産テクノ		10		14		2172		0		0		1		2		3		7		4		a1400169		20152301

		20162263		ネポン株式会社		10		13		270		6		8		1		2		3		4		4		a1301718		20152303

		20162264		リコーインダストリー株式会社		19		14		2700		0		0		1		2		3		7		4		a1400171		20152304

		20162267		人の森株式会社		21		14		100		2		2		1		2		2		4		4		a1400174		20152306

		20162268		株式会社オーネックス		9		14		280		6		3		1		2		2		4		4		a1400175		20152309

		20162269		株式会社イクヨ		18		14		199		1		3		1		2		3		4		4		a1400176		20152310

		20162272		株式会社協伸建材興業		22		14		64		1		0		2		3		7		3		4		a1400179		20152314

		20162273		ＫＩホールディングス株式会社		17		14		1100		3		10		1		2		3		6		4		a1400180		20152315

		20162276		株式会社スズキヤ		24		14		1200		1		0		2		3		8		6		4		a1400183		20152319

		20162277		さがみ信用金庫		32		14		663		0		0		3		4		9		5		4		a1400184		20152320

		20162280		愛光電気株式会社		22		14		169		5		5		2		3		7		4		4		a1400187		20152324

		20162281		有限会社河鹿荘		50		14		88		7		5		4		5		11		3		4		a1400188		20152325

		20162282		株式会社ホテル南風荘		50		14		150		0		0		4		5		11		4		4		a1400189		20152326

		20162283		杉崎運輸株式会社		44		14		158		7		17		4		5		6		4		4		a1400190		20152327

		20162284		神鋼溶接サービス株式会社		56		14		180		5.5		2		4		5		14		4		4		a1400191		20152328

		20162285		株式会社佐賀鉄工所		18		41		906		0		0		1		2		3		5		11		a4100001		20152329

		20162286		株式会社ケンジグループ		56		14		220		6		1		4		5		14		4		4		a1400192		20152330

		20162291		株式会社ヤマダプロダクツサービス		57		14		30		0		0		4		5		14		2		4		a1400197		20152338

		20162294		株式会社昭和真空		10		14		189		3		0		1		2		3		4		4		a1400200		20152344

		20162295		株式会社フラワーハウスＫ		29		14		12		1		0		2		3		8		1		4		a1400201		20152345

		20162296		株式会社バーコムシートメタル		17		14		36		0		0		1		2		3		2		4		a1400202		20156065

		20162298		ブックオフコーポレーション株式会社		29		14		9713		8		60		2		3		8		8		4		a1400203		20152346

		20162299		株式会社オシキリ		10		14		250		3		4		1		2		3		4		4		a1400204		20152347

		20162300		オイレス工業株式会社		10		13		1128		8		8		1		2		3		6		4		a1301720		20152348

		20162304		東プレ株式会社		18		13		1109		5		20		1		2		3		6		4		a1301721		20152357

		20162305		キャタピラージャパン株式会社		10		13		2311		12		17		1		2		3		7		4		a1301722		20152358

		20162306		東京コスモス電機株式会社		16		14		181		2		6		1		2		3		4		4		a1400208		20152359

		20162307		第一カッター興業株式会社		3		14		369		10		23		1		1		1		5		4		a1400209		20152360

		20162310		大江工業株式会社		10		14		40		7		0		1		2		3		2		4		a1400212		20152364

		20162311		平塚信用金庫		32		14		540		0		0		3		4		9		5		4		a1400213		20152366

		20162312		日本端子株式会社		17		14		426		0		0		1		2		3		5		4		a1400214		20152368

		20162313		株式会社トープラ		18		14		753		1		6		1		2		3		5		4		a1400215		20152369

		20162314		日鍛バルブ株式会社		18		14		798		4		3		1		2		3		5		4		a1400216		20152370

		20162316		株式会社青巒荘		50		14		70		5		3		4		5		11		3		4		a1400217		20152372

		20162317		日発精密工業株式会社		18		14		202		1		1		1		2		3		4		4		a1400218		20152373

		20162318		グンゼ高分子株式会社		21		14		56		0		0		1		2		2		3		4		a1400219		20152374

		20162319		伊勢原市農業協同組合		32		14		300		0		0		3		4		9		5		4		a1400220		20152375

		20162320		東海教育産業株式会社		22		14		260		6		2		2		3		7		4		4		a1400221		20152376

		20162324		株式会社イウォレ京成		50		12		227		2		0		4		5		11		4		4		a1200003		20152380

		20162332		株式会社千葉興業銀行		30		12		2450		1		0		3		4		9		7		4		a1200011		20152387

		20162333		千葉県自動車整備商工組合		57		12		90		3		3		4		5		14		3		4		a1200012		20152388

		20162334		株式会社日産サティオ千葉		27		12		340		10		5		2		3		8		5		4		a1200013		20152389

		20162335		株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア		24		12		247		6		25		2		3		8		4		4		a1200014		20152391

		20162336		株式会社ＡＣＣＥＳＳ		39		12		240		6		15		4		5		5		4		4		a1200015		20152392

		20162339		株式会社天源		22		12		22		3		4		2		3		7		1		4		a1200018		20152393

		20162340		住友林業情報システム株式会社		39		12		207		2		3		4		5		5		4		4		a1200019		20152394

		20162344		株式会社キッツ		10		12		1528		44		39		1		2		3		6		4		a1200022		20152398

		20162345		株式会社キャラバン		26		12		80		0		0		2		3		8		3		4		a1200023		20152399

		20162346		株式会社ヒカリシステム		50		12		430		7		3		4		5		11		5		4		a1200024		20152400

		20162347		鬼怒川ゴム工業株式会社		18		12		298		5		1		1		2		3		4		4		a1200025		20152401

		20162351		有限会社西田商事		51		12		25		0		0		4		5		12		1		4		a1200029		20152404

		20162353		太陽ハウス株式会社		42		12		57		5		2		4		5		10		3		4		a1200031		20152405

		20162355		株式会社三英		21		12		90		9		3		1		2		2		3		4		a1200033		20152407

		20162356		株式会社ＵＰＧホールディングス		6		11		10		0		0		1		2		2		1		4		a1100002		20152408

		20162359		マブチモーター株式会社		16		12		762		33		13		1		2		3		5		4		a1200036		20152411

		20162361		松戸公産株式会社		42		12		36		0		0		4		5		10		2		4		a1200038		20152414

		20162365		ユアサ・フナショク株式会社		22		12		635		0		12		2		3		7		5		4		a1200041		20152420

		20162366		株式会社マルホン		21		12		30		0		2		1		2		2		2		4		a1200042		20152421

		20162367		ボーソー油脂株式会社		4		12		115		3		4		1		2		2		4		4		a1200043		20152422

		20162369		有限会社上総精機		10		12		8		0		2		1		2		3		1		4		a1200045		20152424

		20162371		医療法人社団睦会　いけだ病院		51		12		105		10		8		4		5		12		4		4		a1200046		20152426

		20162372		株式会社八千代自動車整備工場		57		12		11		0		0		4		5		14		1		4		a1200047		20152429

		20162373		千葉北部酪農農業協同組合		4		12		40		0		0		1		2		2		2		4		a1200048		20152430

		20162374		株式会社三喜		26		12		2400		2		4		2		3		8		7		4		a1200049		20152431

		20162377		清水鋼鐵株式会社		9		12		191		11		15		1		2		2		4		4		a1200051		20152438

		20162378		株式会社オリエンタルランド		50		12		21521		33		52		4		5		11		8		4		a1200052		20152439

		20162379		株式会社リーガルコーポレーション		21		12		500		0		0		1		2		2		5		4		a1200053		20152440

		20162383		ＴＯＴＯバスクリエイト株式会社		21		12		599		0		0		1		2		2		5		4		a1200057		20152443

		20162385		有限会社アクティヴ		44		12		35		5		1		4		5		6		2		4		a1200059		20152446

		20162386		森幸漁網株式会社		29		12		17		1		0		2		3		8		1		4		a1200060		20152447

		20162387		ヒゲタ醤油株式会社		4		13		354		0		0		1		2		2		5		4		a1301727		20152448

		20162389		株式会社昭文社デジタルソリューション		39		12		50		0		0		4		5		5		3		4		a1200062		20152450

		20162390		千葉港運倉庫株式会社		45		12		680		62		8		4		5		6		5		4		a1200063		20152451

		20162391		理研電線株式会社		9		13		185		1		0		1		2		2		4		4		a1301728		20152452

		20162394		日鉄住金ビジネスサービス千葉株式会社		58		12		200		6		7						15		4		4		a1200066		20152455

		20162396		株式会社鴨川グランドホテル		50		12		368		10		20		4		5		11		5		4		a1200068		20152456

		20162398		ジャパンフーズ株式会社		4		12		260		2		1		1		2		2		4		4		a1200070		20152458

		20162402		サーフ・ハードウェアー・インターナショナル・ジャパン株式会社		22		12		21		0		0		2		3		7		1		4		a1200072		20152460

		20162406		プラス・テク株式会社		6		8		220		0		0		1		2		2		4		3		a0800008		20152465

		20162408		株式会社ジョイフル本田		24		8		5496		11		0		2		3		8		8		3		a0800010		20152467

		20162410		ボッシュ・レックスロス株式会社		18		8		650		5		3		1		2		3		5		3		a0800012		20156111

		20162411		森尾電機株式会社		17		13		276		3		5		1		2		3		4		4		a1301731		20152468

		20162414		株式会社染谷工務店		2		8		57		0		0		1		1		1		3		3		a0800015		20152471

		20162421		株式会社ワンダーコーポレーション		25		8		3032		32		25		2		3		8		7		3		a0800022		20152478

		20162422		株式会社公和産業		6		8		80		2		0		1		2		2		3		3		a0800023		20152480

		20162423		結城信用金庫		32		8		332		0		3		3		4		9		5		3		a0800024		20152481

		20162424		下館食品青果株式会社		22		8		23		1		2		2		3		7		1		3		a0800025		20152482

		20162426		フレクストロニクス・インターナショナル株式会社		13		8		370		2		6		1		2		3		5		3		a0800027		20152484

		20162427		日立化成エレクトロニクス株式会社		16		8		400		0		0		1		2		3		5		3		a0800028		20152485

		20162428		ハナワ種苗株式会社		29		8		30		0		0		2		3		8		2		3		a0800029		20152486

		20162430		株式会社スミハツ		18		13		420		2		3		1		2		3		5		4		a1301732		20152489

		20162431		株式会社常陽銀行		30		8		5462		8		2		3		4		9		8		3		a0800031		20152490

		20162433		茨城中央ホーム株式会社		2		8		64		1		2		1		1		1		3		3		a0800033		20152493

		20162434		株式会社コバコーポレーション		50		8		31		2		1		4		5		11		2		3		a0800034		20152495

		20162437		茨城セキスイハイム株式会社		42		8		224		0		2		4		5		10		4		3		a0800037		20152497

		20162438		株式会社総合住建		2		8		5		1		2		1		1		1		1		3		a0800038		20152498

		20162440		茨城日産自動車株式会社		27		8		747		5		10		2		3		8		5		3		a0800040		20152499

		20162441		暁飯島工業株式会社		3		8		98		4		0		1		1		1		3		3		a0800041		20152500

		20162442		株式会社山新		25		8		2153		27		35		2		3		8		7		3		a0800042		20152501

		20162443		株式会社茨城放送		38		8		38		0		2		4		5		5		2		3		a0800043		20152502

		20162444		日産プリンス茨城販売株式会社		27		8		329		5		3		2		3		8		5		3		a0800044		20152503

		20162445		茨城トヨタ自動車株式会社		27		8		1000		0		2		2		3		8		6		3		a0800045		20152504

		20162447		学校法人中川学園		52		8		45		0		2		4		5		13		2		3		a0800047		20152506

		20162448		茨城県信用組合		32		8		1600		0		1		3		4		9		6		3		a0800048		20152507

		20162449		大富印刷株式会社		20		8		31		3		2		1		2		2		2		3		a0800049		20152508

		20162450		株式会社ＩＨＳ		50		8		161		1		3		4		5		11		4		3		a0800050		20156124

		20162451		株式会社小美玉ふるさと食品公社		4		8		30		1		1		1		2		2		2		3		a0800051		20152510

		20162453		株式会社ミカミ		55		8		64		0		0		4		5		14		3		3		a0800053		20152512

		20162454		株式会社ケーシーエス		39		8		198		0		0		4		5		5		4		3		a0800054		20152513

		20162455		株式会社イトウ		17		8		83		6		4		1		2		3		3		3		a0800055		20152514

		20162458		日立オートモティブシステムズエンジニアリング株式会社		18		8		1200		0		0		1		2		3		6		3		a0800058		20152518

		20162459		株式会社日立工機マニュファクチャリング＆サービス		17		8		31		0		0		1		2		3		2		3		a0800059		20152519

		20162461		株式会社鹿島テクノス		2		8		100		9		5		1		1		1		4		3		a0800061		20152521

		20162462		鹿島南共同発電株式会社		48		8		76		2		4		4		5		4		3		3		a0800062		20152522

		20162464		鹿島旭自動車ボデー株式会社		57		8		40		0		1		4		5		14		2		3		a0800064		20152524

		20162465		株式会社武井工業所		21		8		223		1		1		1		2		2		4		3		a0800065		20152525

		20162466		東日京三電線株式会社		9		8		365		0		0		1		2		2		5		3		a0800066		20152526

		20162467		株式会社アンダーツリー東京		50		8		790		1		2		4		5		11		5		3		a0800067		20152527

		20162469		国立研究開発法人　日本原子力研究開発機構		57		8		3700		20		6		4		5		14		7		3		a0800069		20152530

		20162470		学校法人翔洋学園		52		8		92		2		0		4		5		13		3		3		a0800070		20152531

		20162472		中央電機通信株式会社		2		9		32		0		3		1		1		1		2		3		a0900001		20152533

		20162473		ネッツトヨタ栃木株式会社		27		9		560		5		1		2		3		8		5		3		a0900002		20152534

		20162474		レオン自動機株式会社		10		9		706		2		0		1		2		3		5		3		a0900003		20152535

		20162475		株式会社ビクトリア		20		9		31		2		4		1		2		2		2		3		a0900004		20152536

		20162476		元気寿司株式会社		49		9		6413		22		9		4		5		11		8		3		a0900005		20152537

		20162477		フタバ食品株式会社		4		9		621		0		0		1		2		2		5		3		a0900006		20152538

		20162482		株式会社カンセキ		24		9		1800		0		0		2		3		8		6		3		a0900011		20152542

		20162483		塩野目ブロック株式会社		21		9		36		0		0		1		2		2		2		3		a0900012		20152543

		20162485		認定こども園さくらが丘		52		9		63		2		0		4		5		13		3		3		a0900014		20152545

		20162486		岩原産業株式会社		3		9		42		0		0		1		1		1		2		3		a0900015		20152546

		20162487		藤井産業株式会社		22		9		610		9		9		2		3		7		5		3		a0900016		20152547

		20162488		株式会社日光環境サービス		3		9		80		6		12		1		1		1		3		3		a0900017		20152549

		20162489		栃木セキスイハイム株式会社		2		9		342		0		6		1		1		1		5		3		a0900018		20152550

		20162490		三信電工株式会社		3		9		54		0		6		1		1		1		3		3		a0900019		20152551

		20162491		株式会社栃木緑化造園		3		9		13		0		1		1		1		1		1		3		a0900020		20152552

		20162492		マニー株式会社		19		9		420		4		11		1		2		3		5		3		a0900021		20152556

		20162493		ホンダエンジニアリング株式会社		18		9		2795		1		4		1		2		3		7		3		a0900022		20152557

		20162494		有限会社仲野運輸		44		9		33		3		3		4		5		6		2		3		a0900023		20156133

		20162495		仙波糖化工業株式会社		4		9		318		7		0		1		2		2		5		3		a0900024		20152558

		20162496		鬼怒パッケージ株式会社		6		9		60		3		9		1		2		2		3		3		a0900025		20152559

		20162497		トヨタ部品栃木共販株式会社		27		9		162		0		0		2		3		8		4		3		a0900026		20152560

		20162498		小野産業株式会社		21		9		175		1		3		1		2		2		4		3		a0900027		20152562

		20162500		友井タクシー有限会社		43		9		72		4		2		4		5		6		3		3		a0900029		20152563

		20162501		トーメイダイヤ株式会社		9		13		206		4		4		1		2		2		4		4		a1301733		20152565

		20162502		関東タクシー株式会社		43		9		33		3		4		4		5		6		2		3		a0900030		20152566

		20162504		株式会社興和工業		9		9		21		0		0		1		2		2		1		3		a0900032		20152569

		20162507		栃木県開拓農業協同組合		1		9		25		1		1		1		1		15		1		3		a0900035		20152571

		20162508		オグラ金属株式会社		18		9		310		1		2		1		2		3		5		3		a0900036		20152572

		20162509		株式会社大津栄		49		9		16		0		0		4		5		11		1		3		a0900037		20152574

		20162510		株式会社キリウ		18		9		517		1		0		1		2		3		5		3		a0900038		20152575

		20162512		佐野信用金庫		32		9		139		0		1		3		4		9		4		3		a0900040		20152578

		20162513		東邦建株式会社		3		9		194		1		0		1		1		1		4		3		a0900041		20152579

		20162514		寿工業株式会社		21		9		34		1		0		1		2		2		2		3		a0900042		20152583

		20162517		社会福祉法人寿光会　矢板保育園		51		9		28		1		0		4		5		12		1		3		a0900044		20152587

		20162519		那須製紙株式会社		6		9		34		0		3		1		2		2		2		3		a0900046		20152589

		20162520		株式会社カサマヤ物産		22		9		28		0		1		2		3		7		1		3		a0900047		20152591

		20162521		ローマイヤ株式会社　栃木工場		21		9		303		4		4		1		2		2		5		3		a0900048		20152592

		20162523		学校法人しずわでら学園		52		9		38		0		2		4		5		13		2		3		a0900050		20152593

		20162527		日本コンピューター株式会社		39		13		125		0		0		4		5		5		4		4		a1301735		20152597

		20162528		株式会社ハイデイ日高		49		11		8500		24		28		4		5		11		8		4		a1100006		20152598

		20162530		株式会社エイチワン		18		11		1500		1		17		1		2		3		6		4		a1100008		20152601

		20162532		株式会社ベネック		56		11		480		1		2		4		5		14		5		4		a1100010		20152603

		20162533		独立行政法人水資源機構		55		11		1333		8		15		4		5		14		6		4		a1100011		20152604

		20162535		株式会社ＬＩＸＩＬビバ		24		11		8000		30		12		2		3		8		8		4		a1100013		20152607

		20162536		リズム時計工業株式会社		19		11		427		6		3		1		2		3		5		4		a1100014		20152608

		20162537		株式会社山光工務店		3		11		13		0		0		1		1		1		1		4		a1100015		20152609

		20162538		株式会社サンケンサービス		3		11		40		2		2		1		1		1		2		4		a1100016		20152610

		20162539		株式会社マミーマート		24		11		4103		50		35		2		3		8		7		4		a1100017		20152612

		20162542		株式会社島忠		24		11		6250		46		4		2		3		8		8		4		a1100020		20152614

		20162544		株式会社工藤鉄工所		10		11		25		1		0		1		2		3		1		4		a1100022		20152617

		20162545		川口化学工業株式会社		6		13		150		5		4		1		2		2		4		4		a1301736		20152618

		20162546		日本精密株式会社		19		11		69		9		10		1		2		3		3		4		a1100023		20152619

		20162547		株式会社工房		39		11		112		1		4		4		5		5		4		4		a1100024		20152620

		20162548		株式会社川金ホールディングス		9		11		1765		2		8		1		2		2		6		4		a1100025		20152621

		20162549		株式会社ＡＳＪ		39		11		56		5		3		4		5		5		3		4		a1100026		20152622

		20162550		ワールド流通株式会社		45		11		177		0		2		4		5		6		4		4		a1100027		20152623

		20162551		株式会社エンプラス		16		11		563		18		14		1		2		3		5		4		a1100028		20152624

		20162552		サンキョー株式会社		50		11		968		10		10		4		5		11		5		4		a1100029		20152625

		20162553		川口信用金庫		32		11		866		0		0		3		4		9		5		4		a1100030		20152628

		20162554		有限会社エヌ・シー		29		11		72		3		1		2		3		8		3		4		a1100031		20152629

		20162555		株式会社モリギン		22		11		45		0		1		2		3		7		2		4		a1100032		20152630

		20162556		株式会社中川製作所		6		11		322		1		0		1		2		2		5		4		a1100033		20152631

		20162557		株式会社フェリックス		39		11		7		3		1		4		5		5		1		4		a1100034		20152632

		20162558		株式会社エフエムディ		19		11		60		3.5		8		1		2		3		3		4		a1100035		20152633

		20162559		文化シヤッターサービス株式会社		3		11		985		51		58		1		1		1		5		4		a1100036		20152634

		20162560		熊沢印刷工芸株式会社		20		13		48		1		2		1		2		2		2		4		a1301737		20152635

		20162562		株式会社永大プランニング		3		11		18		0		0		1		1		1		1		4		a1100038		20152637

		20162566		埼玉配電工事株式会社		3		11		267		0		0		1		1		1		4		4		a1100042		20152642

		20162569		株式会社タムロン		19		11		1334		20		20		1		2		3		6		4		a1100045		20152645

		20162570		株式会社芝浦電子		19		11		206		7		3		1		2		3		4		4		a1100046		20152646

		20162572		ノグチコンピュータサービス株式会社		39		11		80		1		3		4		5		5		3		4		a1100048		20152647

		20162573		埼玉トヨタ自動車株式会社		27		11		1200		8		0		2		3		8		6		4		a1100049		20152648

		20162579		株式会社東部重機		53		11		28		1		3		4		5		14		1		4		a1100055		20152655

		20162582		学校法人獨協大学		52		11		960		1		0		4		5		13		5		4		a1100058		20152658

		20162584		株式会社俳優座劇場		21		13		136		2		0		1		2		2		4		4		a1301738		20152660

		20162587		昭和ロール株式会社		9		11		19		0		0		1		2		2		1		4		a1100062		20152663

		20162588		株式会社関根エンタープライズ		44		11		160		20		21		4		5		6		4		4		a1100063		20152664

		20162590		埼玉相互住宅株式会社		42		11		39		3		2		4		5		10		2		4		a1100065		20152666

		20162592		江戸川家具工業株式会社		21		11		39		1		0		1		2		2		2		4		a1100067		20152668

		20162593		株式会社太平		50		11		554		0		0		4		5		11		5		4		a1100068		20152669

		20162595		株式会社エフテック		18		11		981		7		6		1		2		3		5		4		a1100070		20152671

		20162596		埼玉ゴム工業株式会社		8		11		85		7.5		3		1		2		2		3		4		a1100071		20152672

		20162598		むさしの製菓株式会社		4		11		74		0		0		1		2		2		3		4		a1100073		20152674

		20162604		株式会社ミツギ産業		21		11		54		0		1		1		2		2		3		4		a1100078		20152678

		20162605		馬場運輸株式会社		44		11		22		0		0		4		5		6		1		4		a1100079		20152679

		20162608		太田鉄工株式会社		21		11		49		2		4		1		2		2		2		4		a1100081		20152681

		20162610		シチズンマイクロ株式会社		19		11		112		1		0		1		2		3		4		4		a1100083		20156170

		20162611		柳河精機株式会社		18		13		584		0		0		1		2		3		5		4		a1301741		20152683

		20162613		東洋電装株式会社　テクニカルセンター		18		13		924		54		24		1		2		3		5		4		a1301742		20152686

		20162616		株式会社丸広百貨店		23		11		1900		0		1		2		3		8		6		4		a1100087		20152688

		20162618		昌和倉庫運輸株式会社		45		11		40		0		1		4		5		6		2		4		a1100089		20152690

		20162620		株式会社フィアロコーポレーション		21		11		175		17		4		1		2		2		4		4		a1100091		20152692

		20162621		サンケン電気株式会社		17		11		1451		9		0		1		2		3		6		4		a1100092		20152693

		20162623		医療法人社団シャローム　シャローム病院		51		11		230		12		20		4		5		12		4		4		a1100094		20152695

		20162625		社会福祉法人ときがわ町社会福祉協議会		51		11		32		0		0		4		5		12		2		4		a1100096		20152697

		20162628		飯能信用金庫		32		11		1025		0		0		3		4		9		6		4		a1100098		20156176

		20162631		帝都ゴム株式会社		8		11		250		4		0		1		2		2		4		4		a1100101		20152703

		20162632		株式会社シバソク		17		13		152		1		3		1		2		3		4		4		a1301744		20152704

		20162635		株式会社科薬		7		11		171		3		0		1		2		2		4		4		a1100103		20156179

		20162637		西武建設株式会社		2		11		700		4		4		1		1		1		5		4		a1100105		20152708

		20162638		株式会社ユーパーツ		27		11		150		5		5		2		3		8		4		4		a1100106		20152709

		20162639		秩父鉄道株式会社		43		11		320		0		0		4		5		6		5		4		a1100107		20152710

		20162640		熊谷観光ゴルフ株式会社		50		11		44		2		1		4		5		11		2		4		a1100108		20152712

		20162643		ＳＥＩオプティフロンティア株式会社		9		14		706		1		0		1		2		2		5		4		a1400225		20152715

		20162644		トヨタカローラ埼玉株式会社		27		11		784		0		1		2		3		8		5		4		a1100111		20152716

		20162647		ＵＤトラックス株式会社		18		11		7488		120		35		1		2		3		8		4		a1100114		20152718

		20162648		株式会社アイチコーポレーション		18		11		965		1		0		1		2		3		5		4		a1100115		20152719

		20162652		理研コランダム株式会社		21		11		171		0		2		1		2		2		4		4		a1100119		20152723

		20162655		竹並建設株式会社		2		11		70		1		4		1		1		1		3		4		a1100122		20152726

		20162656		ケイアイスター不動産株式会社		42		11		547		60		60		4		5		10		5		4		a1100123		20156190

		20162659		キヤノン・コンポーネンツ株式会社		16		11		1000		1		0		1		2		3		6		4		a1100126		20152729

		20162664		群栄化学工業株式会社		6		10		337		2		4		1		2		2		5		3		a1000003		20152735

		20162665		医療法人松沢会　希望館病院		51		10		136		0		19		4		5		12		4		3		a1000004		20152736

		20162670		株式会社小島鐵工所		10		10		94		1		0		1		2		3		3		3		a1000009		20152740

		20162672		株式会社ジェムコ		22		10		360		2		10		2		3		7		5		3		a1000011		20152742

		20162674		しののめ信用金庫		32		10		1008		1		0		3		4		9		6		3		a1000013		20152745

		20162676		高崎事務器株式会社		53		10		63		9		2		4		5		14		3		3		a1000015		20152747

		20162678		株式会社したら		4		10		93		3		5		1		2		2		3		3		a1000016		20152749

		20162680		医療法人愛弘会		51		10		140		2		3		4		5		12		4		3		a1000018		20152751

		20162681		株式会社クスリのマルエ		29		10		700		8		10		2		3		8		5		3		a1000019		20152753

		20162682		マチダマーケティング株式会社		22		10		47		3		2		2		3		7		2		3		a1000020		20152754

		20162683		株式会社銀伶		56		10		25		1		3		4		5		14		1		3		a1000021		20152756

		20162685		サンヨー食品株式会社		4		10		666		5		0		1		2		2		5		3		a1000023		20151025

		20162686		医療法人神岡産婦人科医院		51		10		64		3		6		4		5		12		3		3		a1000024		20152757

		20162690		カネコ種苗株式会社		1		10		597		1		2		1		1		15		5		3		a1000028		20152762

		20162692		アイオー信用金庫		32		10		340		0		0		3		4		9		5		3		a1000030		20152764

		20162697		岩瀬産業株式会社		22		10		495		6		3		2		3		7		5		3		a1000034		20152769

		20162702		株式会社テクノ・ファースト		56		10		35		2		1		4		5		14		2		3		a1000038		20152773

		20162703		株式会社山梅		2		10		98		3		1		1		1		1		3		3		a1000039		20152774

		20162705		株式会社グンエイ		3		10		185		15		13		1		1		1		4		3		a1000041		20152778

		20162707		モーリン化学工業株式会社		6		10		48		0		3		1		2		2		2		3		a1000043		20152780

		20162708		医療法人海宝会海宝病院		51		10		100		3		6		4		5		12		4		3		a1000044		20152781

		20162711		小倉クラッチ株式会社		18		10		900		6		0		1		2		3		5		3		a1000047		20152784

		20162713		株式会社鈴木機械		18		10		15		0		1		1		2		3		1		3		a1000049		20156209

		20162718		北群馬信用金庫		32		10		169		0		0		3		4		9		4		3		a1000054		20152791

		20162719		株式会社木暮旅館		50		10		139		11		13		4		5		11		4		3		a1000055		20152792

		20162720		鹿島軽井沢リゾート株式会社		50		10		85		2		0		4		5		11		3		3		a1000056		20152793

		20162721		株式会社草津白根観光ホテル櫻井		50		10		270		5		6		4		5		11		4		3		a1000057		20152794

		20162722		関東西濃運輸株式会社		44		10		1645		97		124		4		5		6		6		3		a1000058		20152796

		20162723		株式会社ホージュン		21		10		67		0		4		1		2		2		3		3		a1000059		20152797

		20162724		株式会社岡本工作機械製作所		10		10		338		6		5		1		2		3		5		3		a1000060		20152798

		20162725		ネッツトヨタ群馬株式会社		27		10		391		0		0		2		3		8		5		3		a1000061		20152799

		20162728		株式会社ジーシーシー		39		10		590		9		3		4		5		5		5		3		a1000064		20152802

		20162730		マック食品株式会社		4		10		380		3		12		1		2		2		5		3		a1000066		20152805

		20162731		株式会社山田製作所		18		10		1600		7		6		1		2		3		6		3		a1000067		20152806

		20162733		株式会社高見澤		22		20		330		12		10		2		3		7		5		5		a2000002		20152808

		20162734		高沢産業株式会社		22		20		105		0		1		2		3		7		4		5		a2000003		20152809

		20162735		長野電鉄株式会社		43		20		189		3		4		4		5		6		4		5		a2000004		20152810

		20162737		株式会社共和コーポレーション		50		20		417		6		4		4		5		11		5		5		a2000006		20152811

		20162738		大日本法令印刷株式会社		20		20		145		0		0		1		2		2		4		5		a2000007		20152812

		20162739		株式会社守谷商会		2		20		340		2		3		1		1		1		5		5		a2000008		20152814

		20162740		株式会社ながの東急百貨店		23		20		331		0		0		2		3		8		5		5		a2000009		20152815

		20162745		株式会社TOSYS		3		20		850		7		3		1		1		1		5		5		a2000014		20152820

		20162746		株式会社パナホーム東海		2		20		110		4		4		1		1		1		4		5		a2000015		20152821

		20162750		ジーエス・ユアサ甲信販売株式会社		22		20		23		0		2		2		3		7		1		5		a2000019		20156217

		20162751		株式会社マルイチ産商		22		20		811		0		0		2		3		7		5		5		a2000020		20152823

		20162752		ミヤマ株式会社		57		20		604		20		18		4		5		14		5		5		a2000021		20152824

		20162753		新光電気工業株式会社		16		20		4352		0		0		1		2		3		7		5		a2000022		20152825

		20162755		ホクト株式会社		21		20		3000		10		37		1		2		2		7		5		a2000024		20152827

		20162756		長野県労働金庫		32		20		459		0		6		3		4		9		5		5		a2000025		20152828

		20162758		株式会社鈴木		16		20		580		14		1		1		2		3		5		5		a2000027		20152830

		20162760		株式会社コシナ		19		20		525		2		3		1		2		3		5		5		a2000029		20152831

		20162762		社会医療法人恵仁会		51		20		567		5		5		4		5		12		5		5		a2000031		20152834

		20162764		上田ガス株式会社		48		20		64		0		0		4		5		4		3		5		a2000033		20152835

		20162765		アート金属工業株式会社		18		20		857		19		8		1		2		3		5		5		a2000034		20152836

		20162766		学校法人ふじ学園		52		20		12		0		0		4		5		13		1		5		a2000035		20156220

		20162767		松山株式会社		21		20		310		0		0		1		2		2		5		5		a2000036		20152837

		20162768		シナノケンシ株式会社		16		20		850		6		5		1		2		3		5		5		a2000037		20152838

		20162770		日置電機株式会社		12		20		908		6		3		1		2		3		5		5		a2000039		20152839

		20162771		日軽松尾株式会社		18		20		250		5		5.5		1		2		3		4		5		a2000040		20152840

		20162772		アネックスインフォメーション株式会社		39		20		117		0		0		4		5		5		4		5		a2000041		20152841

		20162773		オルガン針株式会社		21		20		423		3		0		1		2		2		5		5		a2000042		20152842

		20162774		日信工業株式会社		18		20		2300		18		28		1		2		3		7		5		a2000043		20152843

		20162781		コトヒラ工業株式会社		21		20		328		0		2		1		2		2		5		5		a2000049		20152849

		20162782		株式会社ミマキエンジニアリング		11		20		800		61		80		1		2		3		5		5		a2000050		20152850

		20162784		株式会社ジン・コーポレーション		50		20		180		0		0		4		5		11		4		5		a2000052		20152853

		20162785		松本信用金庫		32		20		355		0		0		3		4		9		5		5		a2000053		20152854

		20162786		中信アスナ株式会社		3		20		70		5		0		1		1		1		3		5		a2000054		20152855

		20162789		アルピコ交通株式会社		43		20		1150		0		4		4		5		6		6		5		a2000057		20152859

		20162791		八幡商事株式会社		57		20		12		1		1		4		5		14		1		5		a2000059		20152861

		20162792		オプト株式会社		14		20		13		0		1		1		2		3		1		5		a2000060		20152862

		20162793		株式会社ミスズ工業		19		20		180		2		4		1		2		3		4		5		a2000061		20152863

		20162794		スワテック建設株式会社		2		20		67		3		4		1		1		1		3		5		a2000062		20152864

		20162795		セイコーエプソン株式会社		13		20		11973		130		119		1		2		3		8		5		a2000063		20152865

		20162798		株式会社AOI開発センター		19		20		37		0		0		1		2		3		2		5		a2000066		20152868

		20162800		ミクナスファインエンジニアリング株式会社		19		20		96		1		1		1		2		3		3		5		a2000068		20152869

		20162801		マルヤス機械株式会社		10		20		400		4		9		1		2		3		5		5		a2000069		20152870

		20162802		諏訪信用金庫		32		20		315		0		0		3		4		9		5		5		a2000070		20152871

		20162803		株式会社飯田ボイラー		3		20		9		0		0		1		1		1		1		5		a2000071		20152872

		20162805		上伊那農業協同組合		58		20		935		0		0						15		5		5		a2000073		20152875

		20162807		株式会社サンコー		19		20		368		3		2		1		2		3		5		5		a2000075		20152876

		20162809		有限会社井上板金		3		20		8		0		0		1		1		1		1		5		a2000077		20152879

		20162810		タカノ株式会社		21		20		520		2		0		1		2		2		5		5		a2000078		20156228

		20162811		平澤電機株式会社		19		20		43		2		1		1		2		3		2		5		a2000079		20152880

		20162813		ルビコン株式会社		16		20		700		5		5		1		2		3		5		5		a2000080		20152881

		20162815		株式会社小宮山製菓		4		20		51		0		4		1		2		2		3		5		a2000082		20152883

		20162817		株式会社つばくろ電機		17		20		69		5		6		1		2		3		3		5		a2000083		20152885

		20162818		山梨信用金庫		32		19		487		0		0		3		4		9		5		5		a1900003		20152887

		20162819		日産プリンス山梨販売株式会社		27		19		160		4		5		2		3		8		4		5		a1900004		20152888

		20162822		富士通アイ・ネットワークシステムズ株式会社		13		19		359		0		0		1		2		3		5		5		a1900007		20152891

		20162823		株式会社山梨オーバル		19		19		36		3		0		1		2		3		2		5		a1900008		20152892

		20162825		山梨県民信用組合		32		19		615		0		0		3		4		9		5		5		a1900010		20152893

		20162827		株式会社山梨中央銀行		30		19		2397		4		0		3		4		9		7		5		a1900012		20152895

		20162829		有限会社ホテル水明荘		50		19		35		3		3		4		5		11		2		5		a1900014		20152896

		20162830		シチズン電子株式会社		16		19		581		1		45		1		2		3		5		5		a1900015		20152897

		20162831		都留信用組合		32		19		370		0		0		3		4		9		5		5		a1900016		20152898

		20162832		株式会社ユニ・テクノロジー		39		19		55		0		0		4		5		5		3		5		a1900017		20152899

		20162833		富士急トラベル株式会社		46		19		88		0		0		4		5		6		3		5		a1900018		20152901

		20162836		株式会社エノモト		9		19		476		2		1		1		2		2		5		5		a1900021		20152904

		20162837		株式会社平成設備		2		19		9		0		1		1		1		1		1		5		a1900022		20152905

		20162838		学校法人身延山学園		52		19		122		0		0		4		5		13		4		5		a1900023		20152906

		20162840		国産電機株式会社		16		22		680		4		8		1		2		3		5		6		a2200004		20152908

		20162844		株式会社トーヨーアサノ		21		22		142		2		2		1		2		2		4		6		a2200008		20152912

		20162845		株式会社静岡中央銀行		30		22		692		3		1		3		4		9		5		6		a2200009		20152913

		20162846		沼津信用金庫		32		22		446		2		1		3		4		9		5		6		a2200010		20152914

		20162850		東日本開発株式会社		50		22		177		0		0		4		5		11		4		6		a2200013		20152919

		20162853		明電システムソリューション株式会社		39		22		403		0		0		4		5		5		5		6		a2200016		20152921

		20162854		株式会社Ｚ会		52		22		1193		5		0		4		5		13		6		6		a2200017		20152922

		20162857		有限会社やまがた楽器店		29		22		8		0		0		2		3		8		1		6		a2200020		20152924

		20162858		マックスバリュ東海株式会社		24		22		13879		4		27		2		3		8		8		6		a2200021		20152927

		20162863		三島信用金庫		32		22		839		2		0		3		4		9		5		6		a2200025		20152931

		20162865		株式会社ＴＴＣ		22		22		190		4		6		2		3		7		4		6		a2200027		20152932

		20162866		伊豆急行株式会社		43		22		260		0		0		4		5		6		4		6		a2200028		20152933

		20162868		伊東瓦斯株式会社		48		22		75		0		0		4		5		4		3		6		a2200030		20152935

		20162869		ナガヤ株式会社		24		22		250		0		0		2		3		8		4		6		a2200031		20152936

		20162870		株式会社富士協和		2		22		10		0		1		1		1		1		1		6		a2200032		20152937

		20162871		富士紙管株式会社		6		22		49		1		1		1		2		2		2		6		a2200033		20152939

		20162873		株式会社エンチョー		24		22		1600		1		5		2		3		8		6		6		a2200035		20152940

		20162874		興亜工業株式会社		6		22		259		0		1		1		2		2		4		6		a2200036		20152941

		20162877		富士信用金庫		32		22		332		0		0		3		4		9		5		6		a2200039		20152945

		20162878		ミヤマ工業株式会社		18		22		180		2		4		1		2		3		4		6		a2200040		20152946

		20162879		丸エ砂利販売株式会社		1		22		26		1		0		1		1		15		1		6		a2200041		20152947

		20162880		富士宮信用金庫		32		22		301		0		0		3		4		9		5		6		a2200042		20152948

		20162882		株式会社エッチ・ケー・エス		18		22		269		4		3		1		2		3		4		6		a2200044		20152950

		20162883		株式会社シフト		51		22		50		40		20		4		5		12		3		6		a2200045		20156244

		20162884		株式会社静鉄ストア		24		22		2524		10		7		2		3		8		7		6		a2200046		20152951

		20162885		静清信用金庫		32		22		711		0		0		3		4		9		5		6		a2200047		20152952

		20162887		静岡県労働金庫		32		22		828		0		0		3		4		9		5		6		a2200049		20152954

		20162888		静岡金属工業株式会社		9		22		26		1		1		1		2		2		1		6		a2200050		20152955

		20162892		株式会社安心堂		29		22		156		0		1		2		3		8		4		6		a2200054		20152959

		20162893		トヨタＬ＆Ｆ静岡株式会社		27		22		281		3		1		2		3		8		4		6		a2200055		20152960

		20162894		トヨタカローラ静岡株式会社		27		22		351		2		0		2		3		8		5		6		a2200056		20156247

		20162895		しずおか信用金庫		32		22		646		0		0		3		4		9		5		6		a2200057		20152961

		20162896		株式会社秀英予備校		52		22		775		28		32		4		5		13		5		6		a2200058		20152962

		20162897		株式会社アプリイ		50		22		525		40		5		4		5		11		5		6		a2200059		20152963

		20162898		株式会社静岡情報処理センター		39		22		208		3		1		4		5		5		4		6		a2200060		20152964

		20162899		株式会社静岡中島屋ホテルチェーン		50		22		448		0		3		4		5		11		5		6		a2200061		20152965

		20162902		静岡鉄道株式会社		43		22		698		12		15		4		5		6		5		6		a2200064		20152968

		20162904		株式会社村上開明堂		18		22		1092		3		1		1		2		3		6		6		a2200066		20152970

		20162906		株式会社ホテイフーズコーポレーション		4		22		400		0		0		1		2		2		5		6		a2200068		20152973

		20162907		日産プリンス静岡販売株式会社		27		22		637		6		3		2		3		8		5		6		a2200069		20152974

		20162908		東海三菱自動車販売株式会社		27		22		130		0		0		2		3		8		4		6		a2200070		20152975

		20162910		静岡県信用農業協同組合連合会		36		22		275		0		0		3		4		9		4		6		a2200072		20152977

		20162911		トヨタカローラ東海株式会社		27		22		379		2		2		2		3		8		5		6		a2200073		20152978

		20162912		矢崎化工株式会社		21		22		923		1		0		1		2		2		5		6		a2200074		20152979

		20162915		静岡日産自動車株式会社		27		22		380		11		10		2		3		8		5		6		a2200077		20152982

		20162917		株式会社クレディア		36		22		57		0		0		3		4		9		3		6		a2200079		20152984

		20162918		スター精密株式会社		12		22		614		2		0		1		2		3		5		6		a2200080		20152985

		20162919		協立電機株式会社		13		22		360		7.5		6		1		2		3		5		6		a2200081		20152986

		20162920		静岡ガス株式会社		48		22		797		0		0		4		5		4		5		6		a2200082		20152987

		20162921		米久ベンディング株式会社		4		22		221		3		4		1		2		2		4		6		a2200083		20152988

		20162922		東海埠頭株式会社		46		22		224		9		6		4		5		6		4		6		a2200084		20152989

		20162923		株式会社東栄		3		22		100		0		0		1		1		1		4		6		a2200085		20156249

		20162924		清水農業協同組合		57		22		469		0		0		4		5		14		5		6		a2200086		20152990

		20162925		承元寺工業株式会社		9		22		26		1		0		1		2		2		1		6		a2200087		20152991

		20162926		靜甲株式会社		10		22		362		0		0		1		2		3		5		6		a2200088		20152992

		20162930		株式会社日立空調ＳＥ		19		22		230		0		0		1		2		3		4		6		a2200092		20152995

		20162931		鈴与株式会社		47		22		1080		16		13		4		5		6		6		6		a2200093		20152996

		20162932		株式会社清水銀行		30		22		1390		7		1		3		4		9		6		6		a2200094		20152997

		20162933		はごろもフーズ株式会社		4		22		567		0		0		1		2		2		5		6		a2200095		20152998

		20162936		株式会社赤阪鐵工所		18		22		304		2		1		1		2		3		5		6		a2200097		20153001

		20162939		株式会社スンエン		22		22		47		2		0		2		3		7		2		6		a2200100		20153003

		20162940		大井川鐵道株式会社		43		22		133		1		4		4		5		6		4		6		a2200101		20153004

		20162941		ＴＨＫリズム株式会社		18		22		856		8		3		1		2		3		5		6		a2200102		20153005

		20162942		テイボー株式会社		21		22		474		3		9		1		2		2		5		6		a2200103		20153006

		20162945		株式会社アイジーコンサルティング		56		22		207		3		4		4		5		14		4		6		a2200106		20153009

		20162946		株式会社中部移動建設		2		22		14		0		2		1		1		1		1		6		a2200107		20153010

		20162948		共和レザー株式会社		21		22		855		22		18		1		2		2		5		6		a2200109		20153013

		20162949		榎本株式会社		22		22		46		0		0		2		3		7		2		6		a2200110		20153014

		20162950		浜松ホトニクス株式会社		16		22		3197		20		50		1		2		3		7		6		a2200111		20153015

		20162952		株式会社河合楽器製作所		21		22		1900		0		0		1		2		2		6		6		a2200113		20153017

		20162953		三立製菓株式会社		4		22		375		5		4		1		2		2		5		6		a2200114		20153018

		20162955		ユニクラフトナグラ株式会社		18		22		300		2		3		1		2		3		5		6		a2200116		20153019

		20162956		ＦＤＫ株式会社		16		13		1388		13		4		1		2		3		6		4		a1301754		20153021

		20162963		医療法人社団藤花会		51		22		145		2		3		4		5		12		4		6		a2200123		20153026

		20162964		株式会社ヤマザキ		10		22		164		10		8		1		2		3		4		6		a2200124		20153027

		20162965		株式会社桜井製作所		10		22		198		3		1		1		2		3		4		6		a2200125		20153028

		20162966		株式会社ユタカ技研		18		22		985		4		6		1		2		3		5		6		a2200126		20153029

		20162968		株式会社山福		29		22		10		0		0		2		3		8		1		6		a2200128		20153031

		20162969		社会福祉法人天竜厚生会		51		22		2114		37		28		4		5		12		7		6		a2200129		20153032

		20162970		トクラス株式会社		21		22		906		1		5.5		1		2		2		5		6		a2200130		20153033

		20162974		浜松ケーブルテレビ株式会社		38		22		55		0		0		4		5		5		3		6		a2200133		20153037

		20162977		株式会社オリオン工具製作所		9		22		74		3		2		1		2		2		3		6		a2200136		20153039

		20162978		三栄ハイテックス株式会社		16		22		361		1		5		1		2		3		5		6		a2200137		20153040

		20162979		天龍木材株式会社		22		22		149		0		0		2		3		7		4		6		a2200138		20153041

		20162982		ユニヴァーサル商事株式会社		22		22		48		0		1		2		3		7		2		6		a2200141		20153043

		20162983		株式会社山英		4		22		13		0		1		1		2		2		1		6		a2200142		20153044

		20162984		カワサキ機工株式会社		10		22		254		2		1		1		2		3		4		6		a2200143		20153045

		20162985		農事組合法人ビナグリーン		58		22		36		1		0						15		2		6		a2200144		20153046

		20162986		株式会社ＮＴＮ袋井製作所		18		22		228		0		0		1		2		3		4		6		a2200145		20153047

		20162987		静岡製機株式会社		10		22		280		2		2		1		2		3		4		6		a2200146		20153049

		20162989		エイケン工業株式会社		18		22		230		7		3		1		2		3		4		6		a2200148		20153050

		20162991		ヤマハモーターエンジニアリング株式会社		18		22		390		1		1		1		2		3		5		6		a2200150		20153052

		20162994		株式会社花田工務店		2		23		60		0		4		1		1		1		3		6		a2300009		20153055

		20162995		豊橋倉庫株式会社		45		23		26		3		2		4		5		6		1		6		a2300010		20153056

		20162996		ササキ株式会社		22		23		695		17		33		2		3		7		5		6		a2300011		20153058

		20162997		東愛知日産自動車株式会社		27		23		240		0		3		2		3		8		4		6		a2300012		20153059

		20162998		東海漬物株式会社		4		23		657		19		4		1		2		2		5		6		a2300013		20153060

		20163000		ガステックサービス株式会社		48		23		1077		0		1		4		5		4		6		6		a2300015		20153062

		20163001		ロワジールホテル豊橋		50		23		280		3		0		4		5		11		4		6		a2300016		20153063

		20163006		武蔵精密工業株式会社		18		23		1300		32		10		1		2		3		6		6		a2300021		20153066

		20163009		豊川信用金庫		32		23		735		0		0		3		4		9		5		6		a2300024		20153069

		20163012		新東工業株式会社		10		23		1955		39		15		1		2		3		6		6		a2300027		20153071

		20163015		株式会社ニデック		19		23		1642		28		20		1		2		3		6		6		a2300030		20153072

		20163017		竹本油脂株式会社		6		23		570		9		2		1		2		2		5		6		a2300032		20153074

		20163018		株式会社ドミー		24		23		1108		3		3		2		3		8		6		6		a2300033		20153075

		20163019		野畑証券株式会社		33		23		32		1		0		3		4		9		2		6		a2300034		20153076

		20163020		アクティブ株式会社		44		23		39		0		1		4		5		6		2		6		a2300035		20153077

		20163025		東洋理工株式会社		21		23		176		2		5		1		2		2		4		6		a2300040		20153080

		20163027		株式会社オカザキホーム		42		23		63		0		2		4		5		10		3		6		a2300042		20153084

		20163028		フタバ産業株式会社		18		23		3997		1		3		1		2		3		7		6		a2300043		20153085

		20163032		中央精機株式会社		18		23		1120		7		1		1		2		3		6		6		a2300047		20153088

		20163034		シンテック株式会社		19		23		38		3		2		1		2		3		2		6		a2300049		20153090

		20163038		碧海信用金庫		32		23		1300		0		0		3		4		9		6		6		a2300053		20153094

		20163040		愛知県中央信用組合		32		23		215		1		1		3		4		9		4		6		a2300055		20153095

		20163041		東海部品工業株式会社		18		23		445		8		4		1		2		3		5		6		a2300056		20156281

		20163042		アイシン・インフォテックス株式会社		39		23		340		11		23		4		5		5		5		6		a2300057		20153096

		20163045		ＤＣＭカーマ株式会社		25		23		4700		1		0		2		3		8		7		6		a2300060		20153099

		20163048		津田工業株式会社		18		23		1117		0		0		1		2		3		6		6		a2300063		20153103

		20163049		株式会社デンソー		18		23		146714		70		90		1		2		3		8		6		a2300064		20153104

		20163052		フタムラ化学株式会社		6		23		1300		1		9		1		2		2		6		6		a2300067		20153106

		20163053		積和不動産中部株式会社		42		23		448		9		9		4		5		10		5		6		a2300068		20153107

		20163055		株式会社ブレイン・ゲート		29		23		150		15		20		2		3		8		4		6		a2300070		20153110

		20163056		株式会社アイケイ		22		23		107		11		5		2		3		7		4		6		a2300071		20153111

		20163057		株式会社ＡＴビジネス		27		23		2063		0		0		2		3		8		7		6		a2300072		20153113

		20163061		美濃窯業株式会社		8		23		275		4		3		1		2		2		4		6		a2300076		20153115

		20163062		東海交通機械株式会社		18		23		1122		0		0		1		2		3		6		6		a2300077		20153117

		20163063		株式会社名鉄百貨店		23		23		719		0		6		2		3		8		5		6		a2300078		20153118

		20163064		中部飼料株式会社		4		23		443		2		1		1		2		2		5		6		a2300079		20153119

		20163065		株式会社クラッセム		55		23		23		0		0		4		5		14		1		6		a2300080		20153120

		20163069		中日本興業株式会社		50		23		300		3		4		4		5		11		5		6		a2300083		20153125

		20163071		名古屋鉄道株式会社		43		23		4998		26		21		4		5		6		7		6		a2300085		20153126

		20163073		名鉄観光サービス株式会社		46		23		1502		0		2		4		5		6		6		6		a2300087		20153127

		20163074		東陽倉庫株式会社		45		23		244		7		1		4		5		6		4		6		a2300088		20153128

		20163077		株式会社中央日本ツアーズ		46		23		25		0		0		4		5		6		1		6		a2300091		20153131

		20163081		トヨタファイナンス株式会社		35		23		2127		6		17		3		4		9		7		6		a2300095		20153134

		20163084		株式会社カノークス		22		23		180		8		0		2		3		7		4		6		a2300098		20153137

		20163085		株式会社サンゲツ		22		23		1389		1		5		2		3		7		6		6		a2300099		20153138

		20163089		株式会社アイカ		20		23		260		5		3		1		2		2		4		6		a2300103		20153143

		20163092		豊田合成株式会社		18		23		6577		20		20		1		2		3		8		6		a2300106		20156293

		20163094		豊和工業株式会社		10		23		774		1		1		1		2		3		5		6		a2300108		20153147

		20163096		タクテックス株式会社		22		23		74		0		0		2		3		7		3		6		a2300110		20153149

		20163097		中日本装備株式会社		56		23		50		1		4		4		5		14		3		6		a2300111		20153150

		20163100		名古屋木材株式会社		22		23		71		1		1		2		3		7		3		6		a2300114		20153153

		20163101		竹内工業株式会社		18		23		95		2		2		1		2		3		3		6		a2300115		20153154

		20163102		株式会社ＴＲＹ＆ＴＲＵＳＴ		50		23		706		3		5		4		5		11		5		6		a2300116		20153155

		20163104		太洋基礎工業株式会社		2		23		193		8		7		1		1		1		4		6		a2300118		20153158

		20163105		有限会社大輪輸送		44		23		250		23		63		4		5		6		4		6		a2300119		20153159

		20163106		株式会社小島組		2		23		183		1		4		1		1		1		4		6		a2300120		20153161

		20163108		伊勢湾海運株式会社		46		23		806		0		0		4		5		6		5		6		a2300122		20153163

		20163109		愛知海運株式会社		47		23		363		2		2		4		5		6		5		6		a2300123		20153164

		20163111		株式会社ダイセキ		57		23		581		16		35		4		5		14		5		6		a2300125		20153166

		20163113		名港海運株式会社		47		23		813		10		6		4		5		6		5		6		a2300127		20153168

		20163114		愛知日産自動車株式会社		27		23		864		7		7		2		3		8		5		6		a2300128		20153169

		20163115		日産プリンス名古屋販売株式会社		27		23		851		10		14		2		3		8		5		6		a2300129		20153170

		20163116		株式会社ユアーズアーミーワールド		22		23		15		1		2		2		3		7		1		6		a2300130		20153171

		20163118		株式会社情報と物流のタカスエ		44		23		2000		10		10		4		5		6		7		6		a2300132		20153174

		20163119		中部水産株式会社		22		23		200		1		0		2		3		7		4		6		a2300133		20153175

		20163121		株式会社中部プラントサービス		2		23		1754		0		0		1		1		1		6		6		a2300135		20153176

		20163123		愛知時計電機株式会社		13		23		1294		2		8		1		2		3		6		6		a2300137		20153178

		20163124		三立興産株式会社		22		23		125		0		1		2		3		7		4		6		a2300138		20153179

		20163127		大同マシナリー株式会社		10		23		340		10		2		1		2		3		5		6		a2300141		20153180

		20163130		名鉄自動車整備株式会社		57		23		704		4		4		4		5		14		5		6		a2300144		20153183

		20163132		一般財団法人中部電気保安協会		56		23		2151		29		56		4		5		14		7		6		a2300146		20153185

		20163133		株式会社三晃社		54		23		153		1		7		4		5		14		4		6		a2300147		20153186

		20163134		株式会社フジトランスコーポレーション		47		23		1300		4		3		4		5		6		6		6		a2300148		20153187

		20163135		株式会社近藤紡績所		5		23		300		0		0		1		2		2		5		6		a2300149		20153188

		20163136		株式会社ヤガミ		22		23		146		2		1		2		3		7		4		6		a2300150		20153189

		20163138		アワーズ株式会社		39		23		120		10		7		4		5		5		4		6		a2300152		20153116

		20163141		株式会社エフリード		5		23		128		7		5		1		2		2		4		6		a2300155		20153193

		20163142		初穂商事株式会社		22		23		230		4		2		2		3		7		4		6		a2300156		20153194

		20163143		ワシントンホテル株式会社		50		23		1350		4		0		4		5		11		6		6		a2300157		20153195

		20163144		ダイナパック株式会社		6		23		977		1		3		1		2		2		5		6		a2300158		20153196

		20163147		株式会社トヨタデジタルクルーズ		37		23		592		0		1		4		5		5		5		6		a2300161		20153200

		20163154		アイホン株式会社		13		23		1160		10		10		1		2		3		6		6		a2300168		20156300

		20163155		株式会社プロトコーポレーシヨン		39		23		794		40		58		4		5		5		5		6		a2300169		20153205

		20163157		株式会社メガネの和光		29		23		231		0		0		2		3		8		4		6		a2300171		20153208

		20163158		豊証券株式会社		33		23		230		5		5		3		4		9		4		6		a2300172		20153209

		20163160		大万証券株式会社		33		23		40		2		1.5		3		4		9		2		6		a2300174		20153211

		20163161		木村証券株式会社		33		23		83		0		0		3		4		9		3		6		a2300175		20153212

		20163162		株式会社エムテック		42		23		180		0		2		4		5		10		4		6		a2300176		20153213

		20163163		株式会社トーエネック		3		23		4772		13		7		1		1		1		7		6		a2300177		20153214

		20163164		辰巳屋興業株式会社		22		23		320		0		3		2		3		7		5		6		a2300178		20153273

		20163168		シブヤパイピング工業株式会社		3		23		90		0		1		1		1		1		3		6		a2300182		20153217

		20163171		株式会社ケイデン		3		23		94		0		1		1		1		1		3		6		a2300185		20153219

		20163172		ＮＤＳ株式会社		3		23		1444		12		14		1		1		1		6		6		a2300186		20153220

		20163173		名古屋ダイハツ株式会社		27		23		1300		3		15		2		3		8		6		6		a2300187		20153221

		20163174		株式会社名古屋リース		53		23		62		0		0		4		5		14		3		6		a2300188		20153222

		20163176		株式会社ゲオホールディングス		25		23		28465		310		250		2		3		8		8		6		a2300190		20153225

		20163177		シーキューブ株式会社		3		23		730		7		4		1		1		1		5		6		a2300191		20153226

		20163179		株式会社リオグループホールディングスリオチェーンカンパニー		26		23		1315		0		21		2		3		8		6		6		a2300193		20153228

		20163181		株式会社バッファロー		13		23		469		21		6		1		2		3		5		6		a2300195		20153232

		20163182		ミサワホーム東海株式会社		2		23		560		3		0		1		1		1		5		6		a2300196		20153233

		20163183		株式会社ナ・デックス		22		23		219		12		25		2		3		7		4		6		a2300197		20156312

		20163184		株式会社御園座		50		23		5		0		0		4		5		11		1		6		a2300198		20156313

		20163185		住友林業クレスト株式会社		21		23		867		1		0		1		2		2		5		6		a2300199		20153234

		20163189		マックスバリュ中部株式会社		24		24		10364		20		30		2		3		8		8		6		a2400002		20156316

		20163190		ニチハ株式会社		21		23		1334		3		4		1		2		2		6		6		a2300203		20153238

		20163192		興和株式会社		22		23		3627		6		22		2		3		7		7		6		a2300205		20153240

		20163193		丹羽幸株式会社		22		23		338		0		0		2		3		7		5		6		a2300206		20153241

		20163196		豊島株式会社		22		23		556		0		0		2		3		7		5		6		a2300209		20153244

		20163200		なごや農業協同組合		32		23		670		0		0		3		4		9		5		6		a2300213		20153248

		20163201		矢作建設工業株式会社		2		23		867		4		13		1		1		1		5		6		a2300214		20153249

		20163203		東海ラジオ放送株式会社		38		23		91		0		0		4		5		5		3		6		a2300216		20153252

		20163206		大同特殊鋼株式会社		9		23		3146		32		5		1		2		2		7		6		a2300219		20153256

		20163207		株式会社ヤマナカ		24		23		6323		2		1		2		3		8		8		6		a2300220		20153257

		20163212		スズラン株式会社		7		23		52		2		1		1		2		2		3		6		a2300225		20153261

		20163216		株式会社サガミチェーン		49		23		7000		5		2		4		5		11		8		6		a2300228		20153264

		20163218		日本コンクリート株式会社		21		23		169		2		3		1		2		2		4		6		a2300230		20153266

		20163221		サンドビック株式会社		9		28		320		15		9		1		2		2		5		7		a2800003		20153269

		20163223		株式会社ギガス		28		23		1696		1		2		2		3		8		6		6		a2300234		20153271

		20163224		藤久株式会社		26		23		2869		0		0		2		3		8		7		6		a2300235		20153272

		20163226		冨田商事株式会社		22		23		11		0		0		2		3		7		1		6		a2300237		20153275

		20163227		社会福祉法人昭徳会		51		23		747		27		13		4		5		12		5		6		a2300238		20153276

		20163229		株式会社中央製作所		12		23		209		5		2		1		2		3		4		6		a2300240		20153278

		20163230		株式会社興和工業所		9		23		970		1		3		1		2		2		5		6		a2300241		20153279

		20163235		日本ガイシ株式会社		8		23		3569		209		16		1		2		2		7		6		a2300246		20153284

		20163236		株式会社エルモ社		19		23		214		10		1		1		2		3		4		6		a2300247		20153286

		20163239		マスプロ電工株式会社		14		23		503		20		4		1		2		3		5		6		a2300250		20153289

		20163241		トヨタ情報システム愛知株式会社		39		23		350		0		0		4		5		5		5		6		a2300252		20153292

		20163244		有限会社シンエイワークス		21		23		70		0		1		1		2		2		3		6		a2300255		20153297

		20163247		笹徳印刷株式会社		20		23		438		0		0		1		2		2		5		6		a2300258		20153300

		20163248		トヨタ生活協同組合		24		23		3742		3		0		2		3		8		7		6		a2300259		20153301

		20163249		愛陸急送株式会社		44		23		128		9		12		4		5		6		4		6		a2300260		20153302

		20163250		豊生ブレーキ工業株式会社		18		23		1271		7		5		1		2		3		6		6		a2300261		20153304

		20163251		大興工業株式会社		18		23		86		5		7		1		2		3		3		6		a2300262		20153305

		20163252		カリモク家具株式会社		21		23		1700		14		13		1		2		2		6		6		a2300263		20153306

		20163254		由良アイテック株式会社		8		23		300		17		20		1		2		2		5		6		a2300265		20153308

		20163256		ティ・イー・ココモ株式会社		3		23		60		0		0		1		1		1		3		6		a2300267		20153310

		20163257		日本ガスケット株式会社		18		23		330		5		1		1		2		3		5		6		a2300268		20153311

		20163258		トリニティ工業株式会社		10		23		820		4		8		1		2		3		5		6		a2300269		20153312

		20163259		大豊工業株式会社		18		23		1955		0		13		1		2		3		6		6		a2300270		20153313

		20163260		豊田鉄工株式会社		18		23		2223		10		7		1		2		3		7		6		a2300271		20153314

		20163261		株式会社ＦＴＳ		18		23		1530		4		2		1		2		3		6		6		a2300272		20153315

		20163262		株式会社協豊製作所		18		23		1114		9		5		1		2		3		6		6		a2300273		20153316

		20163263		小島プレス工業株式会社		18		23		1663		6		9		1		2		3		6		6		a2300274		20153317

		20163264		豊田信用金庫		32		23		1016		0		0		3		4		9		6		6		a2300275		20153318

		20163265		ブラザー精密工業株式会社		18		23		160		2		0		1		2		3		4		6		a2300276		20153319

		20163266		富士機械製造株式会社		10		23		1700		13		10		1		2		3		6		6		a2300277		20153320

		20163268		アイシン高丘株式会社		18		23		2578		3		4		1		2		3		7		6		a2300279		20153322

		20163269		合資会社アイハタ鉄工所		9		23		7		0		0		1		2		2		1		6		a2300280		20153324

		20163270		デンソーテクノ株式会社		39		23		2525		23		30		4		5		5		7		6		a2300281		20153325

		20163272		愛三工業株式会社		18		23		3856		45		5		1		2		3		7		6		a2300283		20156342

		20163275		半田信用金庫		32		23		300		0		3		3		4		9		5		6		a2300286		20153328

		20163276		知多信用金庫		32		23		696		0		1		3		4		9		5		6		a2300287		20153329

		20163283		知多メディアスネットワーク株式会社		38		23		85		0		0		4		5		5		3		6		a2300294		20153338

		20163285		中部国際空港株式会社		46		23		255		0		0		4		5		6		4		6		a2300296		20153340

		20163286		兼房株式会社		9		23		756		0		1		1		2		2		5		6		a2300297		20153341

		20163288		株式会社フクミツ		4		23		150		0		0		1		2		2		4		6		a2300299		20153345

		20163289		株式会社いまじん白揚		25		23		687		2		1		2		3		8		5		6		a2300300		20153346

		20163292		株式会社ファインシンター		9		23		1043		4		9		1		2		2		6		6		a2300302		20153348

		20163294		株式会社桃の館		4		23		150		2		1		1		2		2		4		6		a2300304		20153350

		20163296		サンハウス食品株式会社		4		23		320		0		0		1		2		2		5		6		a2300306		20153353

		20163298		エナジーサポート株式会社		12		23		336		5		9		1		2		3		5		6		a2300308		20153355

		20163300		株式会社コロナワールド		50		23		3291		14		20		4		5		11		7		6		a2300310		20153358

		20163301		愛北青果株式会社		4		23		32		0		0		1		2		2		2		6		a2300311		20153359

		20163302		株式会社チェリオ中部		4		23		175		4		4		1		2		2		4		6		a2300312		20153360

		20163303		ｓａｎｔｅｃ株式会社		16		23		155		7		6		1		2		3		4		6		a2300313		20153361

		20163304		佐藤食品工業株式会社		4		23		200		0		0		1		2		2		4		6		a2300314		20156346

		20163306		ＣＫＤ株式会社		10		23		2526		31		57		1		2		3		7		6		a2300316		20153363

		20163308		東春信用金庫		32		23		265		0		2		3		4		9		4		6		a2300318		20153357

		20163310		株式会社Ｊパック		6		23		51		0		2		1		2		2		3		6		a2300320		20153367

		20163313		ダイトーエムイー株式会社		22		23		78		6		3		2		3		7		3		6		a2300323		20153369

		20163314		東洋電機株式会社		17		23		284		2		2		1		2		3		4		6		a2300324		20153370

		20163316		株式会社キクチメガネ		29		23		812		0		0		2		3		8		5		6		a2300326		20153372

		20163317		中部精機株式会社		19		23		491		0		6		1		2		3		5		6		a2300327		20153373

		20163318		株式会社ＭＡＲＵＷＡ		2		23		500		3		10		1		1		1		5		6		a2300328		20153374

		20163319		株式会社アステックス		19		23		34		0		0		1		2		3		2		6		a2300329		20153375

		20163320		旭精機工業株式会社		10		23		502		8		0		1		2		3		5		6		a2300330		20153376

		20163323		瀬戸信用金庫		32		23		1500		2		0		3		4		9		6		6		a2300333		20153379

		20163324		勅使川原産業株式会社		44		23		372		25		1		4		5		6		5		6		a2300334		20153380

		20163325		名古屋電機工業株式会社		17		23		589		27		12		1		2		3		5		6		a2300335		20153381

		20163328		北川工業株式会社		13		23		511		8		1		1		2		3		5		6		a2300338		20153383

		20163330		ユニー株式会社		24		23		29588		0		0		2		3		8		8		6		a2300339		20153384

		20163331		日邦産業株式会社		22		23		370		8		30		2		3		7		5		6		a2300340		20153389

		20163334		株式会社あしべや菜食		4		23		79		1		0		1		2		2		3		6		a2300343		20153391

		20163336		小林薬品工業株式会社		6		13		192		2		1		1		2		2		4		4		a1301757		20153394

		20163337		トヨタカローラ岐阜株式会社		27		21		932		10		5		2		3		8		5		6		a2100003		20153395

		20163339		株式会社ナベヤ		9		21		311		9		2		1		2		2		5		6		a2100005		20153396

		20163341		ラブリークイーン株式会社		22		21		150		0		0		2		3		7		4		6		a2100007		20153399

		20163342		吉岡株式会社		22		21		154		0		2		2		3		7		4		6		a2100008		20153400

		20163343		株式会社ヒマラヤ		29		21		4185		14		56		2		3		8		7		6		a2100009		20156356

		20163345		岐阜乗合自動車株式会社		43		21		535		0		0		4		5		6		5		6		a2100011		20153402

		20163348		株式会社横井塗料店		29		21		28		1		2		2		3		8		1		6		a2100014		20153405

		20163349		富士ゼロックス岐阜株式会社		22		21		138		0		0		2		3		7		4		6		a2100015		20153406

		20163350		株式会社新東工機製作所		10		21		20		3		2		1		2		3		1		6		a2100016		20153407

		20163351		岐セン株式会社		5		21		280		0		0		1		2		2		4		6		a2100017		20153408

		20163353		株式会社コームラ		20		21		65		1		0		1		2		2		3		6		a2100019		20153412

		20163354		関信用金庫		32		21		232		1		0		3		4		9		4		6		a2100020		20153413

		20163355		濃飛西濃運輸株式会社		44		21		2019		50		50		4		5		6		7		6		a2100021		20153415

		20163357		株式会社イマオコーポレーション		9		21		256		4		3		1		2		2		4		6		a2100023		20153417

		20163358		八幡信用金庫		32		21		140		0		0		3		4		9		4		6		a2100024		20153418

		20163359		岐阜トヨペット株式会社		27		21		494		3		2		2		3		8		5		6		a2100025		20153419

		20163360		美濃屋株式会社		26		21		145		0		0		2		3		8		4		6		a2100026		20153420

		20163364		株式会社文溪堂		41		21		271		3		0		4		5		5		4		6		a2100030		20153422

		20163365		株式会社ケア		29		21		36		2		1		2		3		8		2		6		a2100031		20153423

		20163367		株式会社大垣ケーブルテレビ		37		21		70		0		2		4		5		5		3		6		a2100033		20153426

		20163368		岐阜日野自動車株式会社		27		21		350		7		1		2		3		8		5		6		a2100034		20153427

		20163371		コーテック株式会社		5		21		162		4		1		1		2		2		4		6		a2100037		20153429

		20163373		タカケンサンシャイン株式会社		56		21		280		2		2		4		5		14		4		6		a2100039		20153431

		20163374		新大垣証券株式会社		33		21		50		1		0		3		4		9		3		6		a2100040		20153432

		20163375		細川金属株式会社		22		21		7		0		0		2		3		7		1		6		a2100041		20153433

		20163377		株式会社丸順		18		21		598		0		1		1		2		3		5		6		a2100043		20153439

		20163378		株式会社服部精工		19		21		89		1		0		1		2		3		3		6		a2100044		20153435

		20163379		IMSテクノ株式会社		5		21		165		4		5		1		2		2		4		6		a2100045		20153436

		20163380		社会福祉法人照隅会		51		21		38		1		0		4		5		12		2		6		a2100046		20153437

		20163382		株式会社吉田ハム		4		21		170		0		3		1		2		2		4		6		a2100048		20153441

		20163384		イビデン株式会社		16		21		3549		8		15		1		2		3		7		6		a2100050		20153442

		20163386		株式会社ケージーエム		18		21		430		0		0		1		2		3		5		6		a2100052		20153444

		20163388		飛騨農業協同組合		57		21		1157		12		2		4		5		14		6		6		a2100054		20153447

		20163390		奥飛観光開発株式会社		43		21		104		0		1		4		5		6		4		6		a2100056		20153449

		20163392		東濃信用金庫		32		21		1027		4		8		3		4		9		6		6		a2100058		20153452

		20163393		株式会社バロー		24		21		12051		41		42		2		3		8		8		6		a2100059		20153453

		20163395		岐阜車体工業株式会社		18		21		1700		1		0		1		2		3		6		6		a2100060		20153455

		20163398		株式会社水明館		50		21		220		10		12		4		5		11		4		6		a2100063		20153458

		20163399		高砂工業株式会社		10		21		300		4.5		4		1		2		3		5		6		a2100064		20153459

		20163400		ジクス工業株式会社		8		21		45		1		2		1		2		2		2		6		a2100065		20153460

		20163401		富士電機株式会社　食品流通事業本部　三重工場		17		13		980		6		3		1		2		3		5		4		a1301759		20153462

		20163403		北伊勢上野信用金庫		32		24		441		0		3		3		4		9		5		6		a2400004		20153464

		20163404		有限会社アイコー		45		24		56		10		12		4		5		6		3		6		a2400005		20153465

		20163405		平和コンクリート工業株式会社		8		24		100		2		1		1		2		2		4		6		a2400006		20156379

		20163406		株式会社ケーブルネット鈴鹿		38		24		60		0		1		4		5		5		3		6		a2400007		20153467

		20163407		株式会社モビリティランド		50		24		850		2		1		4		5		11		5		6		a2400008		20153468

		20163408		御在所ロープウエイ株式会社		43		24		79		0		0		4		5		6		3		6		a2400009		20153469

		20163409		カネソウ株式会社		21		24		257		2		0		1		2		2		4		6		a2400010		20153470

		20163410		住友電装株式会社		18		24		7122		52		57		1		2		3		8		6		a2400011		20153471

		20163411		チヨダウーテ株式会社		6		24		420		10		19		1		2		2		5		6		a2400012		20153472

		20163412		桑名信用金庫		32		24		393		0		0		3		4		9		5		6		a2400013		20153473

		20163413		ヤマモリ株式会社		4		24		700		4		1		1		2		2		5		6		a2400014		20153474

		20163414		中京消毒株式会社		56		24		20		1		1		4		5		14		1		6		a2400015		20156381

		20163415		株式会社百五ディーシーカード		35		24		58		0		1		3		4		9		3		6		a2400016		20153475

		20163416		ネッツトヨタ三重株式会社		27		24		295		3		2		2		3		8		4		6		a2400017		20153476

		20163417		三重日産自動車株式会社		27		24		290		3		5		2		3		8		4		6		a2400018		20153477

		20163419		井村屋グループ株式会社		4		24		896		10		6		1		2		2		5		6		a2400020		20153479

		20163420		日本土建株式会社		2		24		150		1		0		1		1		1		4		6		a2400021		20153480

		20163421		三重交通株式会社		43		24		2024		65		57		4		5		6		7		6		a2400022		20153481

		20163426		上野キヤノンマテリアル株式会社		6		24		462		0		0		1		2		2		5		6		a2400027		20153486

		20163427		名張近鉄ガス株式会社		48		24		120		1		1		4		5		4		4		6		a2400028		20153487

		20163428		株式会社安永		18		24		677		6		1		1		2		3		5		6		a2400029		20153488

		20163430		紀北信用金庫		32		24		100		0		1		3		4		9		4		6		a2400030		20153490

		20163432		オプテックス株式会社		17		25		308		2		4		1		2		3		5		8		a2500001		20153491

		20163434		滋賀日産自動車株式会社		27		25		380		2		3		2		3		8		5		8		a2500003		20156388

		20163437		株式会社井上エンジニアリング		55		25		30		5		4		4		5		14		2		8		a2500005		20153495

		20163442		株式会社滋賀銀行		30		25		2228		5		7		3		4		9		7		8		a2500008		20153498

		20163443		学校法人聖泉学園		52		25		94		0		1		4		5		13		3		8		a2500009		20153499

		20163446		株式会社パリヤ		24		25		180		0		0		2		3		8		4		8		a2500012		20153502

		20163447		滋賀中央信用金庫		32		25		414		2		2		3		4		9		5		8		a2500013		20153503

		20163448		学校法人ヴォーリズ学園		52		25		450		0		0		4		5		13		5		8		a2500014		20153504

		20163450		株式会社メタルアート		9		25		360		5		10		1		2		2		5		8		a2500016		20153506

		20163451		不二電機工業株式会社		16		26		314		1		1		1		2		3		5		7		a2600004		20153507

		20163453		長浜信用金庫		32		25		223		1		0		3		4		9		4		8		a2500018		20153508

		20163454		ゼネラル株式会社		6		27		287		0		3		1		2		2		4		7		a2700027		20153509

		20163455		株式会社春日ゴルフ		50		25		75		2		0		4		5		11		3		8		a2500019		20153510

		20163456		住友電工プリントサーキット株式会社		16		25		702		49		6		1		2		3		5		8		a2500020		20153511

		20163458		株式会社日住サービス		42		27		375		23		33		4		5		10		5		7		a2700029		20153514

		20163460		椿本興業株式会社		22		27		442		1		4		2		3		7		5		7		a2700031		20153516

		20163461		タキロン株式会社		6		27		608		6		2		1		2		2		5		7		a2700032		20153517

		20163462		高木証券株式会社		33		27		413		6		22		3		4		9		5		7		a2700033		20153518

		20163464		株式会社日本トリム		22		21		338		24		19		2		3		7		5		6		a2100066		20153520

		20163465		株式会社JR西日本コミュニケーションズ		54		27		330		7		29		4		5		14		5		7		a2700035		20153522

		20163472		株式会社アイル		39		27		463		17		15		4		5		5		5		7		a2700041		20153525

		20163473		ミサワホーム近畿株式会社		2		27		441		2		2		1		1		1		5		7		a2700042		20153526

		20163475		株式会社ロイヤルホテル		50		27		1374		29		19		4		5		11		6		7		a2700044		20153529

		20163476		中央自動車工業株式会社		22		27		221		3		0		2		3		7		4		7		a2700045		20153530

		20163479		株式会社ダイセル		6		27		2007		100		40		1		2		2		7		7		a2700048		20153521

		20163481		株式会社阪急阪神ビジネスアソシエイト		57		27		261		0		0		4		5		14		4		7		a2700050		20153532

		20163482		日本パレットプール株式会社		53		27		112		0		0		4		5		14		4		7		a2700051		20153533

		20163486		株式会社ワオ・コーポレーション		52		27		1668		33		26		4		5		13		6		7		a2700055		20153539

		20163487		オーエス株式会社		42		27		70		0		0		4		5		10		3		7		a2700056		20153540

		20163488		阪急不動産株式会社		42		27		497		9		13		4		5		10		5		7		a2700057		20153541

		20163490		江崎グリコ株式会社		4		27		4780		41		53		1		2		2		7		7		a2700059		20153543

		20163491		関西テレビ放送株式会社		38		27		580		2		1		4		5		5		5		7		a2700060		20153544

		20163493		双葉電気通信株式会社		3		27		133		1		4		1		1		1		4		7		a2700062		20153547

		20163496		株式会社ラピーヌ		22		27		832		7		3		2		3		7		5		7		a2700065		20153550

		20163497		国際警備保障株式会社		56		27		2300		25		0		4		5		14		7		7		a2700066		20153551

		20163499		株式会社三晃空調		2		27		543		8		5		1		1		1		5		7		a2700068		20153553

		20163500		株式会社花外楼		49		27		58		0		0		4		5		11		3		7		a2700069		20153555

		20163501		株式会社ケー・エフ・シー		3		27		325		2		0		1		1		1		5		7		a2700070		20153556

		20163502		株式会社クリハラント		10		27		778		0		2		1		2		3		5		7		a2700071		20153557

		20163505		新晃工業株式会社		10		27		258		6		8		1		2		3		4		7		a2700074		20153558

		20163507		株式会社日阪製作所		10		27		500		5		6		1		2		3		5		7		a2700076		20153678

		20163513		株式会社カネカ		6		27		8529		40		45		1		2		2		8		7		a2700082		20153564

		20163515		ヤンマーアグリジャパン株式会社		27		27		4362		132		10		2		3		8		7		7		a2700084		20153534

		20163520		象印マホービン株式会社		21		27		643		9		2		1		2		2		5		7		a2700089		20153568

		20163522		エスペック株式会社		17		27		933		4		5		1		2		3		5		7		a2700091		20153570

		20163523		参天製薬株式会社		7		27		3250		70		58		1		2		2		7		7		a2700092		20153571

		20163525		株式会社つばめ急便		44		27		450		50		13		4		5		6		5		7		a2700094		20153573

		20163528		井原築炉工業株式会社		2		27		409		3		1		1		1		1		5		7		a2700097		20153575

		20163529		コーナン建設株式会社		2		27		260		2		0		1		1		1		4		7		a2700098		20153576

		20163531		ダイハツディーゼル株式会社		18		27		924		20		10		1		2		3		5		7		a2700100		20153577

		20163538		関電プラント株式会社		3		27		1594		2		0		1		1		1		6		7		a2700107		20153580

		20163539		日本ペイントホールディングス株式会社		6		27		232		0		0		1		2		2		4		7		a2700108		20153581

		20163541		株式会社キリン堂		29		27		1453		30		35		2		3		8		6		7		a2700110		20153584

		20163543		ダイトエレクトロン株式会社		22		27		335		7		0		2		3		7		5		7		a2700112		20153587

		20163544		株式会社大阪めいらく		4		23		296		0		0		1		2		2		4		6		a2300345		20153588

		20163545		田淵電機株式会社		17		27		400		15		40		1		2		3		5		7		a2700113		20153589

		20163548		株式会社ソフトウェア・サービス		39		27		1018		25		32		4		5		5		6		7		a2700116		20153593

		20163549		株式会社ライフコーポレーション		24		27		37299		57		0		2		3		8		8		7		a2700117		20153596

		20163552		田岡化学工業株式会社		6		27		358		2		8		1		2		2		5		7		a2700120		20153598

		20163553		ＮＥＷシステム株式会社		39		13		25		2		2		4		5		5		1		4		a1301763		20153599

		20163554		ダイヤ毛糸株式会社		5		27		41		0		0		1		2		2		2		7		a2700121		20153600

		20163560		株式会社ダイケン		9		27		367		11		9		1		2		2		5		7		a2700127		20153604

		20163562		株式会社ソーキエンジニアリング		10		27		8		2		0		1		2		3		1		7		a2700129		20156434

		20163563		株式会社ダイヘン		12		27		1052		1		1		1		2		3		6		7		a2700130		20153605

		20163566		丸菱産業株式会社		17		27		65		3		2		1		2		3		3		7		a2700133		20153608

		20163568		株式会社三社電機製作所		12		27		724		12		8		1		2		3		5		7		a2700135		20153611

		20163570		株式会社ミルボン		7		27		636		3		9		1		2		2		5		7		a2700136		20153613

		20163571		株式会社リクルートファクトリーパートナー		56		27		1399		6		10		4		5		14		6		7		a2700137		20153614

		20163572		国土建設株式会社		42		27		60		0		1.5		4		5		10		3		7		a2700138		20153615

		20163573		医療法人尽生会		51		27		170		10		12		4		5		12		4		7		a2700139		20156436

		20163574		寺西化学工業株式会社		21		27		101		6		2		1		2		2		4		7		a2700140		20153616

		20163576		近畿交通共済協同組合		34		27		108		2		3		3		4		9		4		7		a2700142		20153618

		20163578		扶桑薬品工業株式会社		7		27		1367		0		3		1		2		2		6		7		a2700144		20153620

		20163582		ペンギンワックス株式会社		21		27		120		2		4		1		2		2		4		7		a2700148		20153624

		20163583		タイセイ株式会社		22		27		205		3		2		2		3		7		4		7		a2700149		20153625

		20163585		サンキ株式会社		57		27		50		1		1		4		5		14		3		7		a2700151		20153627

		20163587		株式会社鶴見製作所		10		27		1035		40		12		1		2		3		6		7		a2700153		20153629

		20163588		株式会社サクラクレパス		21		27		1200		7		6		1		2		2		6		7		a2700154		20153630

		20163591		株式会社テレビ大阪システム		56		27		48		1		0		4		5		14		2		7		a2700157		20153632

		20163592		株式会社ＬＩＨＩＴ　ＬＡＢ．		21		27		250		2		0		1		2		2		4		7		a2700158		20153633

		20163593		株式会社フジ医療器		21		27		1024		10		4		1		2		2		6		7		a2700159		20153634

		20163595		ヒロウン株式会社		29		27		100		10		2		2		3		8		4		7		a2700161		20153636

		20163596		株式会社大阪ビルサービス		56		27		154		4		9		4		5		14		4		7		a2700162		20153637

		20163597		株式会社ソフト９９コーポレーション		6		27		195		1		7		1		2		2		4		7		a2700163		20153638

		20163598		大阪商工信用金庫		32		27		459		5		2		3		4		9		5		7		a2700164		20153639

		20163600		古林紙工株式会社		20		27		530		2		5		1		2		2		5		7		a2700166		20153641

		20163601		大塚化学株式会社		6		27		561		4		6		1		2		2		5		7		a2700167		20153642

		20163603		のぞみ信用組合		32		27		287		0		1		3		4		9		4		7		a2700169		20153645

		20163605		株式会社ＦＰワークス		34		27		8		0		1		3		4		9		1		7		a2700171		20153647

		20163607		株式会社トーア紡コーポレーション		58		27		75		1		3						15		3		7		a2700173		20153651

		20163609		ＮＣＳ＆Ａ株式会社		39		27		1125		1		4		4		5		5		6		7		a2700175		20153652

		20163610		京阪電気鉄道株式会社		43		27		1751		0		13		4		5		6		6		7		a2700176		20153653

		20163613		森下仁丹株式会社		7		27		298		7		0		1		2		2		4		7		a2700179		20153656

		20163616		株式会社船井総合研究所		55		27		512		35		21		4		5		14		5		7		a2700182		20153660

		20163618		住友電気工業株式会社		9		27		11821		47		55		1		2		2		8		7		a2700184		20153662

		20163619		テイカ株式会社		6		27		500		3		1		1		2		2		5		7		a2700185		20153663

		20163621		カワセコンピュータサプライ株式会社		20		27		153		4		3		1		2		2		4		7		a2700187		20153665

		20163622		ハリマ化成株式会社		6		28		1464		7		8		1		2		2		6		7		a2800004		20153666

		20163623		富士ゼロックス大阪株式会社		22		27		771		5		1		2		3		7		5		7		a2700188		20153667

		20163625		アルインコ株式会社		9		27		792		10		8		1		2		2		5		7		a2700190		20153670

		20163627		株式会社住化分析センター		58		27		1317		20		6						15		6		7		a2700192		20153672

		20163628		銀泉株式会社		34		27		800		0		2		3		4		9		5		7		a2700193		20153673

		20163629		昭永ケミカル株式会社		6		27		456		1		4		1		2		2		5		7		a2700194		20153674

		20163630		野村建設工業株式会社		2		27		136		0		3		1		1		1		4		7		a2700195		20153675

		20163634		ヒエン電工株式会社		9		27		123		4		0		1		2		2		4		7		a2700199		20153680

		20163637		株式会社森組		2		27		365		4		3		1		1		1		5		7		a2700202		20153683

		20163638		コニシ株式会社		6		27		855		2		4		1		2		2		5		7		a2700203		20153684

		20163640		上村工業株式会社		6		27		343		2		1		1		2		2		5		7		a2700205		20156452

		20163645		ステラケミファ株式会社		6		27		272		13		9		1		2		2		4		7		a2700210		20153688

		20163646		ニッタイ株式会社		21		27		21		1		2		1		2		2		1		7		a2700211		20153689

		20163647		株式会社チクマ		22		27		232		4		3		2		3		7		4		7		a2700212		20153690

		20163649		日の出証券株式会社		33		27		242		0		0		3		4		9		4		7		a2700214		20156455

		20163651		三喜商事株式会社		22		27		270		0		0		2		3		7		4		7		a2700216		20153693

		20163652		株式会社フィス		26		27		185		1		4		2		3		8		4		7		a2700217		20153694

		20163653		ユーザックシステム株式会社		39		27		98		0		0		4		5		5		3		7		a2700218		20153695

		20163655		日本毛織株式会社		5		27		565		11		5		1		2		2		5		7		a2700220		20153697

		20163657		新日本理化株式会社		6		27		351		0		4		1		2		2		5		7		a2700222		20153700

		20163658		株式会社日本ネットワークサポート		9		27		417		0		0		1		2		2		5		7		a2700223		20153701

		20163659		株式会社藤木工務店		2		27		350		5		8		1		1		1		5		7		a2700224		20153703

		20163660		小泉産業株式会社		17		27		1580		0		0		1		2		3		6		7		a2700225		20153704

		20163661		小泉株式会社		26		27		500		7		5		2		3		8		5		7		a2700226		20153705

		20163663		株式会社ウィザス		52		27		2902		4		20		4		5		13		7		7		a2700228		20156457

		20163666		外与株式会社		22		26		224		0		2		2		3		7		4		7		a2600005		20153706

		20163667		サトレストランシステムズ株式会社		49		27		7915		76		30		4		5		11		8		7		a2700231		20153707

		20163670		株式会社遠藤照明		12		27		597		15		15		1		2		3		5		7		a2700234		20153711

		20163671		ダイワボウ情報システム株式会社		22		27		1491		2		4		2		3		7		6		7		a2700235		20153712

		20163672		株式会社アイ・エス・アイソフトウェアー		39		27		161		2		1		4		5		5		4		7		a2700236		20153714

		20163673		岩尾株式会社		22		27		48		0		0		2		3		7		2		7		a2700237		20153715

		20163674		株式会社パイオン		39		27		1886		40		180		4		5		5		6		7		a2700238		20153717

		20163677		モリト株式会社		22		27		364		14		6		2		3		7		5		7		a2700241		20153718

		20163678		カンボウプラス株式会社		5		27		155		0		0		1		2		2		4		7		a2700242		20153719

		20163680		辰野株式会社		22		27		126		10		1		2		3		7		4		7		a2700244		20153721

		20163681		北恵株式会社		22		27		334		27		21		2		3		7		5		7		a2700245		20153723

		20163684		株式会社プロルート丸光		22		27		375		2		0		2		3		7		5		7		a2700248		20153725

		20163685		株式会社エムファースト		21		27		120		5		0		1		2		2		4		7		a2700249		20153726

		20163686		株式会社テクノスマート		10		27		254		1		2		1		2		3		4		7		a2700250		20153727

		20163687		株式会社大西		22		27		1312		20		15		2		3		7		6		7		a2700251		20153728

		20163688		東洋アルミニウム株式会社		9		27		1200		0		0		1		2		2		6		7		a2700252		20153730

		20163689		カネヨウ株式会社		22		27		50		1		1		2		3		7		3		7		a2700253		20153731

		20163691		光昭株式会社		22		27		340		0		0		2		3		7		5		7		a2700255		20153733

		20163692		堺商事株式会社		22		27		85		3		3		2		3		7		3		7		a2700256		20153734

		20163693		株式会社鴻池組		2		27		1633		2		5		1		1		1		6		7		a2700257		20153735

		20163695		株式会社萬栄		22		27		1000		20		5.5		2		3		7		6		7		a2700259		20153737

		20163698		株式会社森本組		2		27		436		9		5		1		1		1		5		7		a2700262		20153739

		20163699		岩井コスモ証券株式会社		33		27		882		8		3		3		4		9		5		7		a2700263		20153740

		20163700		関西ペイント株式会社		6		27		1960		1		1		1		2		2		6		7		a2700264		20153741

		20163703		モリテックスチール株式会社		9		27		415		2		1		1		2		2		5		7		a2700267		20153743

		20163707		吉本興業株式会社		58		27		644		0		0						15		5		7		a2700271		20153745

		20163708		大寅蒲鉾株式会社		4		27		153		5		2		1		2		2		4		7		a2700272		20153746

		20163710		住江織物株式会社		5		27		558		7		3		1		2		2		5		7		a2700274		20153748

		20163711		一般財団法人環境事業協会		57		27		91		21		0		4		5		14		3		7		a2700275		20153749

		20163712		エア・ウォーター株式会社		6		27		794		10		20		1		2		2		5		7		a2700276		20153750

		20163715		メガネの田中チェーン株式会社		29		27		997		0		2		2		3		8		5		7		a2700279		20154398

		20163718		日宝土地建物株式会社		42		27		93		0		0		4		5		10		3		7		a2700282		20153754

		20163719		タカラベルモント株式会社		21		27		1408		4		6		1		2		2		6		7		a2700283		20153755

		20163722		株式会社ドウシシャ		22		27		822		1		12		2		3		7		5		7		a2700286		20153758

		20163723		株式会社日伝		22		27		728		17		14		2		3		7		5		7		a2700287		20153759

		20163725		近鉄住宅管理株式会社		56		27		1841		17		6		4		5		14		6		7		a2700289		20153761

		20163726		株式会社近鉄レストラン		49		27		1550		14		0		4		5		11		6		7		a2700290		20153762

		20163731		ゼット株式会社		22		27		353		0		0		2		3		7		5		7		a2700295		20153767

		20163732		愛眼株式会社		29		27		1399		0		0		2		3		8		6		7		a2700296		20153768

		20163734		大阪信用金庫		32		27		1605		0		0		3		4		9		6		7		a2700298		20153763

		20163737		株式会社大阪オリコミ		54		27		25		1		1		4		5		14		1		7		a2700301		20153774

		20163739		ツジカワ株式会社		21		27		172		5		0		1		2		2		4		7		a2700303		20153776

		20163741		株式会社きんえい		42		27		127		1		1		4		5		10		4		7		a2700305		20153778

		20163748		株式会社セイキプリンター		13		27		8		0		0		1		2		3		1		7		a2700312		20153785

		20163749		株式会社大紀アルミニウム工業所		9		27		351		10		6		1		2		2		5		7		a2700313		20153788

		20163751		大日本除蟲菊株式会社		6		27		500		2		0		1		2		2		5		7		a2700315		20153790

		20163752		サカタインクス株式会社		6		27		921		6		12		1		2		2		5		7		a2700316		20153793

		20163753		石原産業株式会社		6		27		1342		14		10		1		2		2		6		7		a2700317		20153794

		20163754		コーラルシッピング株式会社		47		27		18		2		1		4		5		6		1		7		a2700318		20156481

		20163756		株式会社よしみね		10		27		110		1		1		1		2		3		4		7		a2700320		20153795

		20163757		京町堀運輸倉庫株式会社		44		27		30		1		1		4		5		6		2		7		a2700321		20153796

		20163758		株式会社バウコミュニケーションズ		55		27		206		15		9		4		5		14		4		7		a2700322		20153797

		20163759		日本研紙株式会社		8		27		106		3		0		1		2		2		4		7		a2700323		20153815

		20163761		サンワシステム機器株式会社		39		27		42		1		1		4		5		5		2		7		a2700325		20153798

		20163762		サンヨーホームズ株式会社		2		27		786		15		39		1		1		1		5		7		a2700326		20153799

		20163765		株式会社いけうち		19		27		350		8		8		1		2		3		5		7		a2700329		20153801

		20163766		株式会社平田タイル		22		27		300		6		10		2		3		7		5		7		a2700330		20153803

		20163769		カネヒラ鉄鋼株式会社		22		27		62		0		0		2		3		7		3		7		a2700333		20153804

		20163770		阪神高速トール大阪株式会社		57		27		1106		0		0		4		5		14		6		7		a2700334		20153805

		20163773		株式会社ワン・ダイニング		49		27		5682		42		52		4		5		11		8		7		a2700337		20153809

		20163777		日本レヂボン株式会社		21		27		275		3		0		1		2		2		4		7		a2700340		20153812

		20163778		芦森工業株式会社		18		27		800		5		6		1		2		3		5		7		a2700341		20153814

		20163780		株式会社稲垣商店		22		27		29		3		3		2		3		7		1		7		a2700343		20153816

		20163781		株式会社十川ゴム		8		27		794		0		0		1		2		2		5		7		a2700344		20153817

		20163782		株式会社ヌマタ		22		27		100		0		0		2		3		7		4		7		a2700345		20153819

		20163785		粟井機鋼株式会社		22		27		220		5		4		2		3		7		4		7		a2700348		20153821

		20163787		ダイダン株式会社		3		27		1779		10		7		1		1		1		6		7		a2700350		20153822

		20163788		近畿労働金庫		32		27		1286		0		0		3		4		9		6		7		a2700351		20153823

		20163789		住友電設株式会社		2		27		1316		6		7		1		1		1		6		7		a2700352		20153824

		20163790		大阪トヨペット株式会社		27		27		1421		3		4		2		3		8		6		7		a2700353		20153826

		20163792		株式会社マツヤデンキ		28		27		834		0		4		2		3		8		5		7		a2700355		20153828

		20163793		株式会社中山製鋼所		9		27		500		4.5		10		1		2		2		5		7		a2700356		20153829

		20163794		日化エンジニアリング株式会社		55		27		50		0		1		4		5		14		3		7		a2700357		20153830

		20163801		大阪トヨタ自動車株式会社		27		27		1357		3		0		2		3		8		6		7		a2700364		20153837

		20163803		日本電線工業株式会社		9		27		144		7		2.5		1		2		2		4		7		a2700366		20153839

		20163804		大阪ダイハツ販売株式会社		27		27		835		0		0		2		3		8		5		7		a2700367		20153840

		20163807		石田エンジニアリング株式会社		3		27		340		5		0		1		1		1		5		7		a2700370		20153841

		20163808		株式会社大水		22		27		479		2		3		2		3		7		5		7		a2700371		20153842

		20163809		阪神電気鉄道株式会社		43		27		1745		1		10		4		5		6		6		7		a2700372		20153843

		20163811		鳳工業株式会社		2		27		328		2		0		1		1		1		5		7		a2700374		20153845

		20163813		櫻島埠頭株式会社		45		27		64		0		2		4		5		6		3		7		a2700376		20153847

		20163815		安治川鉄工株式会社		9		27		289		8		7		1		2		2		4		7		a2700378		20153849

		20163816		株式会社ダイフク		10		27		2530		54		25		1		2		3		7		7		a2700379		20153851

		20163817		田中亜鉛鍍金株式会社		9		27		180		2		0		1		2		2		4		7		a2700380		20153852

		20163818		オーウエル株式会社		22		27		480		13		7		2		3		7		5		7		a2700381		20153853

		20163822		株式会社電響社		22		27		166		9		3		2		3		7		4		7		a2700385		20153855

		20163823		南海辰村建設株式会社		2		27		437		2		5		1		1		1		5		7		a2700386		20153856

		20163825		クボタシーアイ株式会社		21		27		652		1		7		1		2		2		5		7		a2700388		20153859

		20163828		トヨタカローラ浪速株式会社		27		27		163		16		9		2		3		8		4		7		a2700391		20153861

		20163829		株式会社淺沼組		2		27		1195		10		16		1		1		1		6		7		a2700392		20153770

		20163830		TONE株式会社		9		27		134		0		0		1		2		2		4		7		a2700393		20153862

		20163831		株式会社ザナックス		22		27		110		0		2		2		3		7		4		7		a2700394		20153863

		20163832		株式会社関西マツダ		27		27		1100		4		0		2		3		8		6		7		a2700395		20153865

		20163833		株式会社平野屋		22		27		37		0		1		2		3		7		2		7		a2700396		20153866

		20163834		ニッタ株式会社		8		27		1005		4		6		1		2		2		6		7		a2700397		20153867

		20163835		株式会社榎並工務店		2		27		85		0		2		1		1		1		3		7		a2700398		20153869

		20163836		東洋紙業株式会社		20		27		937		5.5		9		1		2		2		5		7		a2700399		20153870

		20163839		株式会社はやし		24		27		183		1		0		2		3		8		4		7		a2700402		20153874

		20163842		互商産業株式会社		22		27		22		1		3		2		3		7		1		7		a2700405		20153876

		20163847		永大産業株式会社		21		27		1059		10		12		1		2		2		6		7		a2700410		20153881

		20163849		株式会社空港専門大店		25		27		212		0		3		2		3		8		4		7		a2700412		20153882

		20163850		パナホーム株式会社		2		27		4955		30		29		1		1		1		7		7		a2700413		20153883

		20163851		三国金属工業株式会社		9		27		105		0		2		1		2		2		4		7		a2700414		20153884

		20163853		松尾電機株式会社		17		27		354		2		2		1		2		3		5		7		a2700416		20153885

		20163854		岡弘運輸株式会社		44		27		42		5		0		4		5		6		2		7		a2700417		20153886

		20163855		株式会社太鼓亭		49		27		900		0		2		4		5		11		5		7		a2700418		20153887

		20163856		関西工事測量株式会社		55		27		67		15		8		4		5		14		3		7		a2700419		20153888

		20163858		ダイハツ工業株式会社		18		27		11446		47		54		1		2		3		8		7		a2700421		20153890

		20163859		オッペン化粧品株式会社		7		27		240		10		18		1		2		2		4		7		a2700422		20153891

		20163861		三和ハイドロテック株式会社		10		27		112		0		0		1		2		3		4		7		a2700424		20153893

		20163864		北港情報サービス株式会社		39		27		117		0		1		4		5		5		4		7		a2700427		20153896

		20163869		日通・パナソニックロジスティクス株式会社		45		27		1850		5		2		4		5		6		6		7		a2700432		20153900

		20163873		株式会社塩梅なにわ		56		27		1600		0		10		4		5		14		6		7		a2700436		20153904

		20163874		株式会社掛谷工務店		2		27		81		0		0		1		1		1		3		7		a2700437		20156531

		20163875		北おおさか信用金庫		32		27		1168		0		0		3		4		9		6		7		a2700438		20153906

		20163876		株式会社メディネット		39		27		39		6		2		4		5		5		2		7		a2700439		20153908

		20163880		大阪スバル株式会社		27		27		1102		5		8		2		3		8		6		7		a2700443		20153912

		20163883		タイガー魔法瓶株式会社		14		27		760		20		5		1		2		3		5		7		a2700446		20153915

		20163884		パナソニックグループ労働組合連合会		57		27		500		0		0		4		5		14		5		7		a2700447		20153916

		20163885		株式会社天辻鋼球製作所		9		27		768		4		1		1		2		2		5		7		a2700448		20153918

		20163887		トヨタ部品大阪共販株式会社		22		27		420		0		0		2		3		7		5		7		a2700450		20153920

		20163889		医療法人みどり会		51		27		570		2		4		4		5		12		5		7		a2700452		20153923

		20163891		大賀株式会社		22		27		507		2		0		2		3		7		5		7		a2700454		20153925

		20163892		ホソカワミクロン株式会社		10		27		417		0		3		1		2		3		5		7		a2700455		20153926

		20163893		日本電音株式会社		13		27		190		2		8		1		2		3		4		7		a2700456		20153927

		20163895		船井電機株式会社		14		27		868		12		15		1		2		3		5		7		a2700458		20156536

		20163896		株式会社フレンドリー		49		27		3000		6		17		4		5		11		7		7		a2700459		20153929

		20163899		株式会社中北製作所		21		27		403		0		1		1		2		2		5		7		a2700462		20153931

		20163901		梶原産業株式会社		22		27		146		2		0		2		3		7		4		7		a2700464		20153933

		20163906		若井ホールディングス株式会社		22		27		175		0		0		2		3		7		4		7		a2700469		20153937

		20163907		明和グラビア株式会社		21		27		350		0		1		1		2		2		5		7		a2700470		20153938

		20163909		井上定株式会社		22		27		327		3		1		2		3		7		5		7		a2700472		20153940

		20163910		株式会社極東製作所		9		27		65		0		3		1		2		2		3		7		a2700473		20156542

		20163912		ベンゼネラル株式会社		22		27		130		7.5		1		2		3		7		4		7		a2700475		20153942

		20163913		株式会社コノエ		22		27		185		0		4		2		3		7		4		7		a2700476		20153943

		20163916		大阪精工株式会社		9		27		289		1		2		1		2		2		4		7		a2700479		20153947

		20163920		ホシデン株式会社		16		27		780		1		0		1		2		3		5		7		a2700483		20153951

		20163924		タケダハム株式会社		4		27		275		0		2		1		2		2		4		7		a2700487		20153956

		20163926		モリ工業株式会社		9		27		554		1		20		1		2		2		5		7		a2700489		20153958

		20163930		株式会社浅野歯車工作所		18		27		675		0		1		1		2		3		5		7		a2700493		20153961

		20163931		株式会社ニッカトー		21		27		355		0		0		1		2		2		5		7		a2700494		20153962

		20163932		株式会社ショッピングセンター池忠		24		27		300		0		1		2		3		8		5		7		a2700495		20153963

		20163934		新日本工機株式会社		10		27		800		0		0		1		2		3		5		7		a2700497		20153965

		20163945		堺相互タクシー株式会社		43		27		340		40		24		4		5		6		5		7		a2700508		20153972

		20163946		中外炉工業株式会社		10		27		456		7		1		1		2		3		5		7		a2700509		20153974

		20163947		株式会社トウペ		6		27		331		2		0		1		2		2		5		7		a2700510		20153975

		20163950		深喜毛織株式会社		5		27		72		0		0		1		2		2		3		7		a2700513		20156564

		20163951		東洋紡糸工業株式会社		5		27		65		5		9		1		2		2		3		7		a2700514		20153978

		20163952		株式会社北海		22		27		30		0		1		2		3		7		2		7		a2700515		20153981

		20163954		フジ住宅株式会社		42		27		1070		20		35		4		5		10		6		7		a2700517		20153982

		20163955		日本医学株式会社		51		27		160		5		3		4		5		12		4		7		a2700518		20156567

		20163957		株式会社セイサ		10		27		290		3		9		1		2		3		4		7		a2700520		20153985

		20163958		株式会社オリエンタルベーカリー		4		27		1330		25		38		1		2		2		6		7		a2700521		20153986

		20163959		不二製油株式会社		4		27		1683		20		8		1		2		2		6		7		a2700522		20153987

		20163962		京都信用金庫		32		26		2105		0		0		3		4		9		7		7		a2600007		20153989

		20163963		外市株式会社		22		26		105		1		1		2		3		7		4		7		a2600008		20153990

		20163964		丸近證券株式会社		33		26		29		1		1		3		4		9		1		7		a2600009		20153991

		20163967		京商株式会社		22		26		90		1		0		2		3		7		3		7		a2600012		20153994

		20163971		オムロンソフトウェア株式会社		39		26		450		0		7		4		5		5		5		7		a2600016		20153997

		20163972		タキイ種苗株式会社		1		26		749		0		1		1		1		15		5		7		a2600017		20153998

		20163975		伊吹株式会社		22		26		27		0		0		2		3		7		1		7		a2600020		20154003

		20163976		株式会社ロマンス小杉		21		26		200		3		0		1		2		2		4		7		a2600021		20154004

		20163977		ウライ株式会社		22		25		262		0		0		2		3		7		4		8		a2500022		20154005

		20163978		ムーンバット株式会社		22		26		218		1		1		2		3		7		4		7		a2600022		20154006

		20163983		ＳＧホールディングス株式会社		56		26		198		5		1		4		5		14		4		7		a2600027		20154012

		20163984		ＴＯＷＡ株式会社		19		26		445		6		5		1		2		3		5		7		a2600028		20154013

		20163988		横井鋳工株式会社		9		26		32		10		6		1		2		2		2		7		a2600032		20154015

		20163990		第一工業製薬株式会社		6		26		650		2		0		1		2		2		5		7		a2600034		20154017

		20163991		株式会社ニッセン		22		26		2600		2		3		2		3		7		7		7		a2600035		20154018

		20163994		株式会社堀場製作所		19		26		1600		40		13		1		2		3		6		7		a2600038		20154020

		20163995		株式会社ＧＳユアサ		17		26		3080		49		48		1		2		3		7		7		a2600039		20154021

		20163996		日本新薬株式会社		7		26		1707		0		2		1		2		2		6		7		a2600040		20154023

		20163998		野崎印刷紙業株式会社		20		26		704		26		32		1		2		2		5		7		a2600042		20154025

		20163999		六和証券株式会社		33		26		37		1		1		3		4		9		2		7		a2600043		20154026

		20164001		ナカライテスク株式会社		6		26		350		0		0		1		2		2		5		7		a2600045		20154028

		20164004		株式会社ミユンヘン		49		26		50		0		2		4		5		11		3		7		a2600048		20154031

		20164005		株式会社ＪＥＵＧＩＡ		29		26		640		0		0		2		3		8		5		7		a2600049		20154032

		20164008		株式会社第一紙行		55		26		165		0		0		4		5		14		4		7		a2600052		20154035

		20164009		岡秀株式会社		22		26		35		0		0		2		3		7		2		7		a2600053		20154037

		20164010		株式会社エリッツホールディングス		42		26		304		20		7		4		5		10		5		7		a2600054		20154038

		20164012		学校法人立命館		52		26		3388		5		5		4		5		13		7		7		a2600056		20154040

		20164015		上原成商事株式会社		22		26		499		9		9		2		3		7		5		7		a2600059		20154042

		20164016		吉忠マネキン株式会社		21		26		225		0		0		1		2		2		4		7		a2600060		20154043

		20164021		三洋化成工業株式会社		6		26		1624		5		2		1		2		2		6		7		a2600065		20154047

		20164023		株式会社ミナミ光工務店		2		26		9		3		1		1		1		1		1		7		a2600067		20154048

		20164028		福田金属箔粉工業株式会社		9		26		613		0		0		1		2		2		5		7		a2600072		20154052

		20164031		星和電機株式会社		17		26		653		5		0		1		2		3		5		7		a2600075		20154055

		20164033		大日本パックス京都株式会社		6		26		114		0		0		1		2		2		4		7		a2600077		20154057

		20164038		株式会社松原興産		50		26		1135		65		213		4		5		11		6		7		a2600081		20154062

		20164039		京セラ株式会社		15		26		18883		75		53		1		2		3		8		7		a2600082		20154063

		20164040		月桂冠株式会社		4		26		456		0		0		1		2		2		5		7		a2600083		20154064

		20164041		村田機械株式会社		10		26		3000		60		14		1		2		3		7		7		a2600084		20154065

		20164043		コタ株式会社		7		26		310		2		9		1		2		2		5		7		a2600086		20154068

		20164044		日本ルナ株式会社		4		26		273		3		14		1		2		2		4		7		a2600087		20154069

		20164045		京滋信用組合		32		26		88		0		0		3		4		9		3		7		a2600088		20154070

		20164046		株式会社たけびし		22		26		409		1		1		2		3		7		5		7		a2600089		20154071

		20164047		京都ダイハツ販売株式会社		27		26		309		7		4		2		3		8		5		7		a2600090		20154072

		20164048		ローム株式会社		16		26		3511		47		50		1		2		3		7		7		a2600091		20154073

		20164050		ＭＭＣテクニカルサービス株式会社		18		26		401		19		9		1		2		3		5		7		a2600093		20154076

		20164051		ユタカエッセ株式会社		22		26		11		1		1		2		3		7		1		7		a2600094		20154077

		20164053		佐川印刷株式会社		20		26		1644		20		20		1		2		2		6		7		a2600096		20154080

		20164059		クロイ電機株式会社		17		26		401		0		0		1		2		3		5		7		a2600102		20154084

		20164062		株式会社昭和		9		29		41		4		0		1		2		2		2		8		a2900001		20156595

		20164063		奈良テレビ放送株式会社		38		29		64		0		0		4		5		5		3		8		a2900002		20154087

		20164064		日産プリンス奈良販売株式会社		27		29		115		2		2		2		3		8		4		8		a2900003		20154089

		20164068		光洋サーモシステム株式会社		10		29		488		14		27		1		2		3		5		8		a2900007		20154093

		20164069		宗教法人天理教		57		29		1500		5		120		4		5		14		6		8		a2900008		20154094

		20164070		大和信用金庫		32		29		357		0		0		3		4		9		5		8		a2900009		20154095

		20164071		株式会社ヒラノテクシード		10		29		250		3		0		1		2		3		4		8		a2900010		20154097

		20164073		奈良証券株式会社		33		29		27		1		0		3		4		9		1		8		a2900012		20154099

		20164076		奈良信用金庫		32		29		221		1		3		3		4		9		4		8		a2900014		20154101

		20164077		中谷酒造株式会社		4		29		9		0		1		1		2		2		1		8		a2900015		20154102

		20164080		医療法人榎本医院		51		29		50		1		1		4		5		12		3		8		a2900018		20154105

		20164082		株式会社産九		53		30		35		3		2		4		5		14		2		8		a3000002		20154107

		20164083		医療法人久仁会		51		30		90		5		2		4		5		12		3		8		a3000003		20154108

		20164084		和歌山トヨタ自動車株式会社		27		30		230		3		3		2		3		8		4		8		a3000004		20154109

		20164085		きのくに信用金庫		32		30		900		0		0		3		4		9		5		8		a3000005		20154110

		20164089		株式会社オークワ		24		30		14640		0		0		2		3		8		8		8		a3000009		20154112

		20164091		株式会社タカショー		22		30		432		2		3		2		3		7		5		8		a3000011		20154114

		20164092		新宮信用金庫		32		30		105		1		1		3		4		9		4		8		a3000012		20154115

		20164093		ライオンケミカル株式会社		21		30		150		1		0		1		2		2		4		8		a3000013		20154116

		20164094		カナプレスト株式会社		10		30		21		0		2		1		2		3		1		8		a3000014		20154117

		20164096		株式会社カミネ		29		28		41		3		2		2		3		8		2		7		a2800005		20154118

		20164097		株式会社ウエシマコーヒーフーズ		22		28		280		11		9		2		3		7		4		7		a2800006		20154119

		20164098		兵庫県信用組合		32		28		406		0		0		3		4		9		5		7		a2800007		20154120

		20164100		三菱電機コントロールソフトウェア株式会社		39		28		1486		10		7		4		5		5		6		7		a2800009		20154121

		20164103		株式会社さくらケーシーエス		39		28		1081		1		3		4		5		5		6		7		a2800012		20154124

		20164104		兵機海運株式会社		47		28		226		9		9		4		5		6		4		7		a2800013		20154126

		20164105		株式会社西神陸運		44		28		120		1		0		4		5		6		4		7		a2800014		20154127

		20164110		エム・ヴイ・エム商事株式会社		22		28		80		0		1		2		3		7		3		7		a2800019		20156622

		20164113		株式会社ラジオ関西		38		28		41		0		0		4		5		5		2		7		a2800022		20154125

		20164116		六甲バター株式会社		4		28		770		11		1		1		2		2		5		7		a2800025		20154136

		20164118		株式会社神鋼環境ソリューション		10		28		1079		2		4		1		2		3		6		7		a2800026		20154138

		20164119		住友ゴム工業株式会社		8		28		6700		23		45		1		2		2		8		7		a2800027		20154139

		20164121		神鋼物流株式会社		47		28		1200		4		10		4		5		6		6		7		a2800029		20154140

		20164123		株式会社上組		45		28		4000		50		50		4		5		6		7		7		a2800031		20154142

		20164124		株式会社好日山荘		29		28		790		5		35		2		3		8		5		7		a2800032		20154143

		20164126		角南商事株式会社		22		28		50		1		2		2		3		7		3		7		a2800034		20154146

		20164127		神栄株式会社		22		28		171		7		4		2		3		7		4		7		a2800035		20154147

		20164129		株式会社みなと銀行		30		28		2332		0		0		3		4		9		7		7		a2800037		20154148

		20164130		北神吉田建設株式会社		2		28		17		1		1		1		1		1		1		7		a2800038		20154150

		20164131		黒田電機株式会社		17		28		20		2		1		1		2		3		1		7		a2800039		20154151

		20164132		エアーウォーター防災株式会社		19		28		318		0		9		1		2		3		5		7		a2800040		20154152

		20164135		神戸電鉄株式会社		43		28		686		0		0		4		5		6		5		7		a2800043		20154155

		20164136		神港魚類株式会社		22		28		110		0		0		2		3		7		4		7		a2800044		20154156

		20164139		ビオフエルミン製薬株式会社		7		28		180		6		3		1		2		2		4		7		a2800047		20154159

		20164141		三ツ星ベルト株式会社		8		28		707		0		1		1		2		2		5		7		a2800049		20154161

		20164142		甲南石油株式会社		29		28		8		0		0		2		3		8		1		7		a2800050		20154162

		20164143		ハニー化成株式会社		6		28		48		0		0		1		2		2		2		7		a2800051		20154164

		20164144		株式会社神戸健康管理センター		51		28		98		4		4		4		5		12		3		7		a2800052		20154165

		20164145		株式会社シャルレ		22		28		412		7		0		2		3		7		5		7		a2800053		20154166

		20164148		ゴンチャロフ製菓株式会社		4		28		606		0		2		1		2		2		5		7		a2800056		20154168

		20164152		沢の鶴株式会社		4		28		190		0		0		1		2		2		4		7		a2800060		20154172

		20164153		アーバンライフ株式会社		42		28		14		1		1		4		5		10		1		7		a2800061		20154173

		20164155		カネテツデリカフーズ株式会社		4		28		400		0		0		1		2		2		5		7		a2800063		20154175

		20164157		神戸日野自動車株式会社		22		28		270		1		4		2		3		7		4		7		a2800065		20154177

		20164159		菊正宗酒造株式会社		4		28		334		2		2		1		2		2		5		7		a2800067		20154179

		20164160		生活協同組合コープこうべ		24		28		9667		0		0		2		3		8		8		7		a2800068		20154180

		20164161		JCRファーマ株式会社		7		28		470		15		9		1		2		2		5		7		a2800069		20154181

		20164163		株式会社日仏商会		22		28		32		1		3		2		3		7		2		7		a2800071		20156624

		20164166		神鋼鋼線工業株式会社		9		28		831		5		5		1		2		2		5		7		a2800074		20154184

		20164167		日亜鋼業株式会社		9		28		297		5		0		1		2		2		4		7		a2800075		20154185

		20164168		日本鍛工株式会社		9		28		145		0		1		1		2		2		4		7		a2800076		20154186

		20164169		大日通信工業株式会社		3		28		119		4		2		1		1		1		4		7		a2800077		20154187

		20164170		株式会社タクマ		10		28		806		5		5		1		2		3		5		7		a2800078		20154188

		20164171		大阪富士工業株式会社		9		28		2558		87		143		1		2		2		7		7		a2800079		20154189

		20164172		協和築炉工業株式会社		3		28		85		2		3		1		1		1		3		7		a2800080		20154190

		20164173		菱星システム株式会社		2		28		210		0		1		1		1		1		4		7		a2800081		20154191

		20164175		メック株式会社		6		28		177		8		6		1		2		2		4		7		a2800083		20154193

		20164177		住友精密工業株式会社		18		28		1118		16		19		1		2		3		6		7		a2800085		20154195

		20164178		川上塗料株式会社		6		28		176		0		1		1		2		2		4		7		a2800086		20154198

		20164179		株式会社ジェイアール西日本デイリーサービスネット		25		28		3800		0		0		2		3		8		7		7		a2800087		20154201

		20164180		株式会社神崎高級工機製作所		19		28		650		27		3		1		2		3		5		7		a2800088		20154202

		20164181		日本スピンドル製造株式会社		10		28		360		6		4		1		2		3		5		7		a2800089		20154203

		20164185		新明和ソフトテクノロジ株式会社		39		28		148		2		1		4		5		5		4		7		a2800093		20154207

		20164190		大関株式会社		4		28		388		0		5		1		2		2		5		7		a2800098		20154211

		20164191		伊藤ハムヒューマンサービス株式会社		4		28		3143		2		2		1		2		2		7		7		a2800099		20154213

		20164192		ＯＫＫ株式会社		10		28		521		10		3		1		2		3		5		7		a2800100		20154214

		20164197		東リ株式会社		6		28		874		11		1		1		2		2		5		7		a2800105		20154218

		20164198		株式会社フジコー		5		28		365		1		1		1		2		2		5		7		a2800106		20154219

		20164199		大和金属工業株式会社		9		28		27		1		3		1		2		2		1		7		a2800107		20154220

		20164205		株式会社トルネス		10		28		7		0		0		1		2		3		1		7		a2800113		20154225

		20164207		株式会社西村モータース		57		28		23		3		0		4		5		14		1		7		a2800115		20154227

		20164208		中兵庫信用金庫		32		28		392		0		0		3		4		9		5		7		a2800116		20156638

		20164210		兵庫パルプ工業株式会社		6		28		145		2		4		1		2		2		4		7		a2800118		20156641

		20164214		昭和瀝青工業株式会社		6		28		110		1		5		1		2		2		4		7		a2800122		20154231

		20164215		姫路タクシー株式会社		43		28		55		2		4		4		5		6		3		7		a2800123		20154233

		20164216		浜屋株式会社		29		28		330		0		0		2		3		8		5		7		a2800124		20154234

		20164217		姫路ケーブルテレビ株式会社		38		28		50		0		0		4		5		5		3		7		a2800125		20154235

		20164220		むつみ株式会社		22		28		110		1		0		2		3		7		4		7		a2800128		20154237

		20164221		姫路信用金庫		32		28		938		0		0		3		4		9		5		7		a2800129		20154238

		20164222		株式会社西松屋チェーン		26		28		6641		0		1		2		3		8		8		7		a2800130		20154239

		20164224		姫路倉庫運輸株式会社		45		28		26		0		0		4		5		6		1		7		a2800132		20154232

		20164225		株式会社ニチリン		8		28		445		4		3		1		2		2		5		7		a2800133		20154241

		20164226		大和工業株式会社		9		28		32		5		0		1		2		2		2		7		a2800134		20154242

		20164227		日東工業株式会社		9		28		25		4		0		1		2		2		1		7		a2800135		20156644

		20164229		株式会社兵庫県臨床検査研究所		51		28		250		4		2		4		5		12		4		7		a2800137		20154244

		20164231		株式会社丹波の黒太郎		21		28		26		0		1		1		2		2		1		7		a2800139		20156647

		20164232		株式会社宮本組		2		28		336		5		2		1		1		1		5		7		a2800140		20154247

		20164234		阪神内燃機工業株式会社		10		28		290		3		2		1		2		3		4		7		a2800142		20154249

		20164235		兵庫県漁業協同組合連合会		57		28		250		0		0		4		5		14		4		7		a2800143		20154250

		20164239		大和製衡株式会社		19		28		523		8		11		1		2		3		5		7		a2800147		20154254

		20164240		東洋機械金属株式会社		10		28		477		9		24.5		1		2		3		5		7		a2800148		20154256

		20164241		株式会社ノーリツ		9		28		3730		2		35		1		2		2		7		7		a2800149		20154257

		20164243		日工株式会社		10		28		600		3		12		1		2		3		5		7		a2800151		20154259

		20164246		前島食品株式会社		4		28		157		3		4		1		2		2		4		7		a2800154		20154262

		20164247		但陽信用金庫		32		28		691		2		0		3		4		9		5		7		a2800155		20154263

		20164248		多木化学株式会社		6		28		565		8		5		1		2		2		5		7		a2800156		20154264

		20164250		碓永自動車株式会社		44		28		112		4		4		4		5		6		4		7		a2800158		20154267

		20164252		濱中工業株式会社		8		28		48		2		1		1		2		2		2		7		a2800160		20154269

		20164254		株式会社Ｋurokawa		26		28		150		1		1		2		3		8		4		7		a2800162		20154271

		20164255		株式会社エコール鳥取		55		31		60		0		2		4		5		14		3		9		a3100001		20154272

		20164256		株式会社アクティ鳥取		39		31		10		0		0		4		5		5		1		9		a3100002		20154274

		20164257		トミタ電機株式会社		17		31		62		1		0		1		2		3		3		9		a3100003		20154275

		20164258		鳥取信用金庫		32		31		243		0		0		3		4		9		4		9		a3100004		20154276

		20164259		有限会社サービスタクシー		43		31		50		3		3		4		5		6		3		9		a3100005		20154277

		20164260		鳥取県信用農業協同組合連合会		32		31		57		0		0		3		4		9		3		9		a3100006		20154278

		20164262		株式会社鳥取銀行		30		31		1028		3		1		3		4		9		6		9		a3100008		20154280

		20164263		株式会社新日本海新聞社		41		31		280		0		0		4		5		5		4		9		a3100009		20154281

		20164264		流通株式会社		44		31		91		3		2		4		5		6		3		9		a3100010		20154282

		20164266		山陰信販株式会社		35		31		210		1		1		3		4		9		4		9		a3100012		20154283

		20164273		株式会社赤松産業		2		31		18		5		2		1		1		1		1		9		a3100019		20154289

		20164274		第一交通有限会社		43		32		45		2		0		4		5		6		2		9		a3200001		20154290

		20164279		山陰中央テレビジョン放送株式会社		38		32		101		4		3		4		5		5		4		9		a3200006		20154293

		20164280		株式会社ネットワーク応用通信研究所		39		32		58		1		0		4		5		5		3		9		a3200007		20154294

		20164282		株式会社伸興サンライズ		53		32		32		1		2		4		5		14		2		9		a3200009		20154296

		20164283		山陰水道工業株式会社		3		32		51		2		1		1		1		1		3		9		a3200010		20154297

		20164284		松江エヌエル工業株式会社		21		32		95		0		0		1		2		2		3		9		a3200011		20154298

		20164285		株式会社フーズマーケットホック		24		32		1020		2		0		2		3		8		6		9		a3200012		20154300

		20164286		島根中央信用金庫		32		32		291		0		0		3		4		9		4		9		a3200013		20154301

		20164287		株式会社島根情報処理センター		39		32		50		2		2		4		5		5		3		9		a3200014		20154302

		20164288		株式会社古川コンサルタント		55		32		71		1		2		4		5		14		3		9		a3200015		20154303

		20164289		いずも農業協同組合		57		32		1063		0		3		4		5		14		6		9		a3200016		20154304

		20164290		株式会社三維		7		32		13		0		2		1		2		2		1		9		a3200017		20154305

		20164291		日本海信用金庫		32		32		139		0		0		3		4		9		4		9		a3200018		20154306

		20164292		医療法人ちどり		51		32		60		3		4		4		5		12		3		9		a3200019		20154308

		20164294		株式会社出雲村田製作所		16		32		3059		99		19		1		2		3		7		9		a3200021		20154310

		20164295		株式会社奥出雲振興		50		32		64		0		0		4		5		11		3		9		a3200022		20154311

		20164296		岡山放送株式会社		38		33		152		0		1		4		5		5		4		9		a3300003		20154312

		20164299		岡山県貨物運送株式会社		44		33		2921		40		85		4		5		6		7		9		a3300006		20154314

		20164302		株式会社天満屋ストア		24		33		1667		10		8		2		3		8		6		9		a3300009		20154318

		20164304		中銀カード株式会社		35		33		40		0		0		3		4		9		2		9		a3300011		20154320

		20164305		おかやま信用金庫		32		33		634		0		0		3		4		9		5		9		a3300012		20154321

		20164306		株式会社カワニシホールディングス		22		33		1425		7		6		2		3		7		6		9		a3300013		20154322

		20164307		株式会社さえら		5		33		130		10		3		1		2		2		4		9		a3300014		20154323

		20164308		株式会社白龍堂		5		33		230		3		3		1		2		2		4		9		a3300015		20154325

		20164309		岡山トヨタ車体株式会社		57		33		98		2		1		4		5		14		3		9		a3300016		20154326

		20164311		株式会社両備システムズ		39		33		1347		14		8		4		5		5		6		9		a3300018		20154328

		20164314		株式会社天満屋		23		33		1453		0		0		2		3		8		6		9		a3300021		20154332

		20164315		株式会社滝澤鉄工所		10		33		368		7		3		1		2		3		5		9		a3300022		20154333

		20164318		日生信用金庫		32		33		140		0		0		3		4		9		4		9		a3300025		20154336

		20164319		ライト電業株式会社		22		33		200		3		5		2		3		7		4		9		a3300026		20154324

		20164323		道広本店株式会社		22		33		11		1		1		2		3		7		1		9		a3300030		20154338

		20164324		株式会社ソフィア		39		33		192		2		0		4		5		5		4		9		a3300031		20154339

		20164325		人形峠原子力産業株式会社		56		33		120		5		5		4		5		14		4		9		a3300032		20154340

		20164326		株式会社アサクラドゥ		22		33		15		0		1		2		3		7		1		9		a3300033		20154341

		20164328		北川病院		51		33		300		14		5		4		5		12		5		9		a3300035		20154342

		20164329		カバヤ食品株式会社		4		33		893		2		9		1		2		2		5		9		a3300036		20154343

		20164335		株式会社アルクレイン		36		33		7		2		1		3		4		9		1		9		a3300042		20154345

		20164337		株式会社明石スクールユニホームカンパニー		21		33		1370		11		21		1		2		2		6		9		a3300044		20154347

		20164338		清板被服株式会社		5		33		25		0		0		1		2		2		1		9		a3300045		20154348

		20164339		株式会社ビッグジョン		21		33		80		0		1		1		2		2		3		9		a3300046		20154349

		20164340		巴鉄工株式会社		3		33		83		4		2		1		1		1		3		9		a3300047		20154350

		20164343		倉敷化工株式会社		8		33		739		10		10		1		2		2		5		9		a3300050		20154354

		20164344		水島瓦斯株式会社		48		33		88		0		0		4		5		4		3		9		a3300051		20154352

		20164345		株式会社スーパードライチエーン		56		33		88		5		10		4		5		14		3		9		a3300052		20154355

		20164347		玉島信用金庫		32		33		392		0		0		3		4		9		5		9		a3300054		20154356

		20164350		片山工業株式会社		18		33		490		1		0		1		2		3		5		9		a3300057		20154360

		20164351		吉備信用金庫		32		33		158		1		0		3		4		9		4		9		a3300058		20154361

		20164352		テラル・エス・イー株式会社		57		13		118		1		0		4		5		14		4		4		a3400004		20154362

		20164354		青葉出版株式会社		41		34		150		3		1		4		5		5		4		9		a3400006		20154364

		20164355		ツネイシビジネスサービス株式会社　		18		34		736		15		4		1		2		3		5		9		a3400007		20154366

		20164356		広島化成株式会社		8		34		410		1		0		1		2		2		5		9		a3400008		20154367

		20164359		医療法人社団成恵会やまてクリニック		51		34		44		5		3		4		5		12		2		9		a3400011		20154370

		20164361		早川ゴム株式会社		8		34		350		4		5		1		2		2		5		9		a3400013		20154372

		20164362		株式会社クラハシ		22		34		154		3		0		2		3		7		4		9		a3400014		20154373

		20164363		日東製網株式会社		5		34		339		4		1		1		2		2		5		9		a3400015		20154374

		20164365		マナック株式会社		6		34		180		2		2		1		2		2		4		9		a3400017		20154376

		20164368		株式会社ファミリーフード		49		34		150		1		5		4		5		11		4		9		a3400020		20154380

		20164370		株式会社エフピコ		6		34		757		3		4		1		2		2		5		9		a3400022		20154382

		20164372		内海造船株式会社		18		34		686		6		5		1		2		3		5		9		a3400024		20154384

		20164373		尾道造船株式会社		21		28		437		2		2		1		2		2		5		7		a2800163		20154385

		20164375		社会福祉法人静和会		51		34		368		3		11		4		5		12		5		9		a3400026		20154390

		20164378		株式会社暮らしサポートみよし		57		34		98		0		0		4		5		14		3		9		a3400029		20154393

		20164381		株式会社コーコス信岡		5		34		192		6		1		1		2		2		4		9		a3400032		20154394

		20164382		株式会社自重堂		21		34		424		0		0		1		2		2		5		9		a3400033		20154395

		20164384		株式会社中本本店		20		34		97		0		2		1		2		2		3		9		a3400035		20154396

		20164386		ひろぎんウツミ屋証券株式会社		33		34		240		0		0		3		4		9		4		9		a3400037		20156698

		20164390		株式会社中国新聞広告社		54		34		40		0		1		4		5		14		2		9		a3400041		20154401

		20164391		広島県信用農業協同組合連合会		32		34		175		0		0		3		4		9		4		9		a3400042		20154402

		20164392		合同産業株式会社		56		34		500		0		0		4		5		14		5		9		a3400043		20154403

		20164393		理研産業株式会社		13		34		215		0		0		1		2		3		4		9		a3400044		20154404

		20164395		日新商事株式会社		22		34		17		0		0		2		3		7		1		9		a3400046		20154406

		20164396		株式会社モンテカルロ		27		34		87		30		18		2		3		8		3		9		a3400047		20154407

		20164398		株式会社フジイ		22		34		6		0		0		2		3		7		1		9		a3400049		20154409

		20164400		株式会社中電工		3		34		3837		6		8		1		1		1		7		9		a3400051		20154410

		20164401		株式会社福屋		23		34		980		0		0		2		3		8		5		9		a3400052		20154411

		20164402		株式会社ジェイ・エム・エス		19		34		1591		12		4		1		2		3		6		9		a3400053		20154413

		20164403		株式会社中国新聞社		41		34		481		0		0		4		5		5		5		9		a3400054		20154414

		20164404		広島信用金庫		32		34		1320		0		0		3		4		9		6		9		a3400055		20154416

		20164406		石田造機株式会社		9		34		22		1		1		1		2		2		1		9		a3400057		20154418

		20164407		広島高速交通株式会社		43		34		207		3		7		4		5		6		4		9		a3400058		20154419

		20164408		大和重工株式会社		9		34		200		0		0		1		2		2		4		9		a3400059		20154420

		20164413		広島日野自動車株式会社		27		34		314		0		0		2		3		8		5		9		a3400064		20154424

		20164415		株式会社ヒロテック		18		34		1312		36		8		1		2		3		6		9		a3400066		20154425

		20164416		極東興和株式会社		2		34		267		0		0		1		1		1		4		9		a3400067		20154426

		20164417		広成建設株式会社		2		34		984		0		10		1		1		1		5		9		a3400068		20154427

		20164418		株式会社実重建設		2		34		21		2		1		1		1		1		1		9		a3400069		20154428

		20164420		株式会社アンフィニ広島		27		34		397		0		0		2		3		8		5		9		a3400071		20154430

		20164421		マックスバリュ西日本株式会社		24		34		17000		5		0		2		3		8		8		9		a3400072		20154431

		20164426		広島スバル株式会社		27		34		229		1		0		2		3		8		4		9		a3400077		20154437

		20164427		広島トヨペット株式会社		27		34		650		0		1		2		3		8		5		9		a3400078		20154438

		20164431		ドリームベッド株式会社		21		34		403		2		6.5		1		2		2		5		9		a3400082		20154441

		20164432		株式会社原色美術印刷社		20		34		35		0		2		1		2		2		2		9		a3400083		20154442

		20164433		ニイダ株式会社		55		34		11		0		0		4		5		14		1		9		a3400084		20156708

		20164435		ティーエスアルフレッサ株式会社		22		34		1371		3		6		2		3		7		6		9		a3400086		20154445

		20164436		株式会社アスティ		22		34		124		1		1		2		3		7		4		9		a3400087		20154446

		20164437		株式会社ヤマニシ		22		34		100		1		4		2		3		7		4		9		a3400088		20154447

		20164438		オタフクソース株式会社		4		34		526		1		0		1		2		2		5		9		a3400089		20154448

		20164439		中電プラント株式会社		10		34		1063		6		2		1		2		3		6		9		a3400090		20154449

		20164440		株式会社新星工業社		13		34		290		2		4		1		2		3		4		9		a3400091		20154451

		20164441		株式会社中尾鉄工所		10		34		81		3		3		1		2		3		3		9		a3400092		20154452

		20164443		株式会社すぎはら		18		34		230		0		1		1		2		3		4		9		a3400094		20154455

		20164445		株式会社ムロオ		44		34		4200		388		401		4		5		6		7		9		a3400096		20154458

		20164446		中国工業株式会社		9		34		305		0		0		1		2		2		5		9		a3400097		20154459

		20164447		新日本造機株式会社		10		13		412		13		4		1		2		3		5		4		a1301764		20154460

		20164448		中国木材株式会社		21		34		1763		20		80		1		2		2		6		9		a3400098		20154461

		20164449		呉農業協同組合		36		34		400		0		0		3		4		9		5		9		a3400099		20154462

		20164452		中国化薬株式会社		6		34		491		0		0		1		2		2		5		9		a3400102		20154465

		20164454		株式会社シブヤ		21		34		169		7		0		1		2		2		4		9		a3400104		20154468

		20164458		医療法人社団井野口病院		51		34		343		35		28		4		5		12		5		9		a3400108		20154471

		20164460		正和建材株式会社		2		34		5		0		0		1		1		1		1		9		a3400110		20154474

		20164464		新明和岩国航空整備株式会社		57		35		115		7		11		4		5		14		4		9		a3500004		20154478

		20164468		株式会社ティーレックス		42		35		7		0		0		4		5		10		1		9		a3500008		20154481

		20164469		株式会社ファノス		21		35		79		2		10		1		2		2		3		9		a3500009		20154482

		20164470		株式会社サンエス西日本		22		35		93		0		0		2		3		7		3		9		a3500010		20154483

		20164473		株式会社イコーズ		47		35		200		32		2		4		5		6		4		9		a3500013		20154485

		20164475		株式会社トクヤマ		6		35		1970		0		0		1		2		2		6		9		a3500015		20150420

		20164477		株式会社三友		22		35		260		11		3		2		3		7		4		9		a3500017		20154488

		20164478		中村被服株式会社		5		35		119		0		1		1		2		2		4		9		a3500018		20154489

		20164480		株式会社丸久		24		35		5095		12		0		2		3		8		8		9		a3500020		20154493

		20164481		大村印刷株式会社		20		35		333		2		0		1		2		2		5		9		a3500021		20154494

		20164484		関光汽船株式会社		44		35		200		0		0		4		5		6		4		9		a3500024		20154496

		20164486		林兼産業株式会社		4		35		633		3		1		1		2		2		5		9		a3500026		20154497

		20164487		萩山口信用金庫		32		35		276		1		0		3		4		9		4		9		a3500027		20154500

		20164492		株式会社菜の花		4		35		300		3		5		1		2		2		5		9		a3500032		20154505

		20164498		宇部興産機械株式会社		10		35		1028		24		24		1		2		3		6		9		a3500038		20154511

		20164499		西日本医療サービス株式会社		56		35		470		50		30		4		5		14		5		9		a3500039		20154512

		20164500		山口県信用組合		32		35		46		1		0		3		4		9		2		9		a3500040		20154513

		20164502		株式会社井上商店		22		35		139		5		6		2		3		7		4		9		a3500042		20154515

		20164504		株式会社メディア・ハウス		54		37		15		0		1		4		5		14		1		10		a3700002		20154517

		20164505		株式会社五色青果		24		37		37		1		0		2		3		8		2		10		a3700003		20154518

		20164506		香川県農業協同組合		57		37		3459		3		1		4		5		14		7		10		a3700004		20154520

		20164507		四国総合信用株式会社		36		37		31		0		1		3		4		9		2		10		a3700005		20154521

		20164509		穴吹興産株式会社		42		37		252		2		4		4		5		10		4		10		a3700007		20154522

		20164511		タチバナ工業株式会社		2		37		106		2		10		1		1		1		4		10		a3700009		20154525

		20164514		高松信用金庫		32		37		441		0		0		3		4		9		5		10		a3700012		20154529

		20164515		株式会社百十四ディーシーカード		35		37		33		2		0		3		4		9		2		10		a3700013		20154530

		20164516		四国ドック株式会社		21		37		161		2		7		1		2		2		4		10		a3700014		20154531

		20164517		株式会社マキタ		19		37		275		3		1		1		2		3		4		10		a3700015		20154532

		20164518		牟禮印刷株式会社		20		37		199		2		4		1		2		2		4		10		a3700016		20154533

		20164519		富士鋼材株式会社		22		37		88		5		0		2		3		7		3		10		a3700017		20154534

		20164521		協拓建設株式会社		2		37		140		0		7		1		1		1		4		10		a3700019		20154536

		20164523		株式会社穴吹工務店		2		37		421		7		16		1		1		1		5		10		a3700021		20154537

		20164526		四国旅客鉄道株式会社		43		37		2576		0		0		4		5		6		7		10		a3700024		20154540

		20164531		宝食品株式会社		4		37		83		1		5		1		2		2		3		10		a3700029		20154545

		20164532		日新タクシー株式会社		43		37		50		1		3		4		5		6		3		10		a3700030		20154546

		20164536		西日本放送サービス株式会社		54		37		65		1		1		4		5		14		3		10		a3700034		20154549

		20164538		東洋テックス株式会社		21		37		276		5		13		1		2		2		4		10		a3700036		20154551

		20164539		高橋石油株式会社		22		37		190		10		9		2		3		7		4		10		a3700037		20154552

		20164540		四電エンジニアリング株式会社		2		37		1214		3		3		1		1		1		6		10		a3700038		20154553

		20164543		三野津急送株式会社		44		37		40		3		3		4		5		6		2		10		a3700041		20154556

		20164544		有限会社かりん薬局		29		37		45		3		4		2		3		8		2		10		a3700042		20154559

		20164545		四国化成工業株式会社		6		37		565		28		17		1		2		2		5		10		a3700043		20154560

		20164546		大倉工業株式会社		6		37		1300		0		0		1		2		2		6		10		a3700044		20154562

		20164548		医療法人社団三和会　しおかぜ病院		51		37		147		13		10		4		5		12		4		10		a3700046		20154563

		20164549		四国計測工業株式会社		12		37		808		0		0		1		2		3		5		10		a3700047		20154565

		20164550		三谷電機株式会社		3		37		7		0		0		1		1		1		1		10		a3700048		20154566

		20164551		観音寺信用金庫		32		37		183		1		1		3		4		9		4		10		a3700049		20154567

		20164552		株式会社ヨコレイ		4		37		60		0		1		1		2		2		3		10		a3700050		20154568

		20164553		一般財団法人阪大微生物病研究会		7		27		822		8		5		1		2		2		5		7		a2700527		20154569

		20164554		有限会社萩原総業		50		37		70		5		5		4		5		11		3		10		a3700051		20154570

		20164555		ホテルサンルート瀬戸大橋		50		13		74		7		2		4		5		11		3		4		a1301765		20154571

		20164556		芳香園製薬株式会社		7		37		41		1		0		1		2		2		2		10		a3700052		20154572

		20164557		株式会社大矢根利器製作所		9		37		120		0		1		1		2		2		4		10		a3700053		20154573

		20164559		関西建設株式会社		2		37		23		1		1		1		1		1		1		10		a3700055		20154576

		20164560		医療法人日昭会		51		37		174		8		3		4		5		12		4		10		a3700056		20154577

		20164562		株式会社山三キカイ		22		37		8		1		1		2		3		7		1		10		a3700058		20154579

		20164563		出口産業株式会社		3		37		6		0		0		1		1		1		1		10		a3700059		20156736

		20164564		帝國製薬株式会社		6		37		700		3		10		1		2		2		5		10		a3700060		20154580

		20164565		株式会社スワニー		22		37		105		0		0		2		3		7		4		10		a3700061		20154581

		20164566		徳島観光ゴルフ株式会社		50		36		27		0		1		4		5		11		1		10		a3600001		20154582

		20164567		阿波製紙株式会社		6		36		428		1		4		1		2		2		5		10		a3600002		20154583

		20164569		徳島信用金庫		32		36		227		0		0		3		4		9		4		10		a3600004		20154585

		20164570		偕楽園観光株式会社		50		36		27		2		1		4		5		11		1		10		a3600005		20154586

		20164571		株式会社徳島銀行		30		36		1076		1		2		3		4		9		6		10		a3600006		20154587

		20164572		富士木材工業協同組合		21		36		31		2		2		1		2		2		2		10		a3600007		20154588

		20164576		四国化工機株式会社		10		36		692		7		3		1		2		3		5		10		a3600011		20154591

		20164577		株式会社ワイ・ジー・ケー		21		28		158		10		16		1		2		2		4		7		a2800164		20154592

		20164578		医療法人とみなが歯科医院		51		36		31		4		2		4		5		12		2		10		a3600012		20154593

		20164579		有限会社光エンテックス		56		36		34		2		3		4		5		14		2		10		a3600013		20154594

		20164580		株式会社徳冷		4		36		30		0		1		1		2		2		2		10		a3600014		20154595

		20164581		大塚包装工業株式会社		6		36		340		0		0		1		2		2		5		10		a3600015		20154596

		20164582		相生電子株式会社		16		36		63		14		9		1		2		3		3		10		a3600016		20154597

		20164583		阿南信用金庫		32		36		99		1		0		3		4		9		3		10		a3600017		20154598

		20164587		徳島石材産業株式会社		21		36		29		1		2		1		2		2		1		10		a3600021		20154601

		20164588		形部商事株式会社		22		36		30		1		0		2		3		7		2		10		a3600022		20154602

		20164590		株式会社イシイフーズ		4		36		189		0		0		1		2		2		4		10		a3600024		20154604

		20164592		有限会社ロータス中央		57		36		10		0		1		4		5		14		1		10		a3600026		20154606

		20164594		株式会社松考建設		3		36		30		0		0		1		1		1		2		10		a3600028		20154607

		20164596		株式会社永野基礎		3		39		24		3		0		1		1		1		1		10		a3900001		20154609

		20164597		株式会社テレビ高知		38		39		101		1		1		4		5		5		4		10		a3900002		20154611

		20164599		株式会社ウイル		53		39		643		0		1		4		5		14		5		10		a3900004		20154614

		20164601		株式会社四国工芸		54		39		16		1		2		4		5		14		1		10		a3900006		20156753

		20164602		株式会社高知銀行		30		39		1077		0		0		3		4		9		6		10		a3900007		20154617

		20164604		株式会社シャンゼ		56		39		40		3		0		4		5		14		2		10		a3900009		20154619

		20164607		宮地電機株式会社		22		39		290		4		6		2		3		7		4		10		a3900012		20154621

		20164608		株式会社サニーマート		24		39		2465		3		1		2		3		8		7		10		a3900013		20154622

		20164609		大旺新洋株式会社		2		39		422		0		0		1		1		1		5		10		a3900014		20154623

		20164610		入交グループ本社株式会社		58		39		15		1		1						15		1		10		a3900015		20154624

		20164611		ツカサ重機株式会社		10		39		44		2		4		1		2		3		2		10		a3900016		20154625

		20164613		医療法人金峯会		51		39		80		1		1		4		5		12		3		10		a3900018		20154628

		20164614		株式会社技研製作所		10		39		312		7		4		1		2		3		5		10		a3900019		20154630

		20164615		ケンショー食品株式会社		4		39		9		0		1		1		2		2		1		10		a3900020		20154631

		20164616		トヨタカローラ高知株式会社		27		39		185		1		2		2		3		8		4		10		a3900021		20154632

		20164617		株式会社坂田信夫商店		4		39		241		3		4		1		2		2		4		10		a3900022		20154633

		20164618		株式会社ミロク製作所		21		39		207		0		0		1		2		2		4		10		a3900023		20154634

		20164619		高知空港ビル株式会社		42		39		34		1		0		4		5		10		2		10		a3900024		20154635

		20164620		旭食品株式会社		4		39		4037		3		0		1		2		2		7		10		a3900025		20154636

		20164622		司牡丹酒造株式会社		21		39		32		1		1		1		2		2		2		10		a3900027		20154637

		20164623		愛媛証券株式会社		33		38		29		1		1		3		4		9		1		10		a3800001		20154638

		20164624		株式会社三好食産		49		38		120		1		2		4		5		11		4		10		a3800002		20154639

		20164625		愛媛信用金庫		32		38		701		0		0		3		4		9		5		10		a3800003		20154640

		20164626		株式会社松山建装社		54		38		37		0		2		4		5		14		2		10		a3800004		20154641

		20164627		株式会社松山丸三		22		38		63		4		2		2		3		7		3		10		a3800005		20154642

		20164628		有限会社村田種苗店		1		38		12		0		0		1		1		15		1		10		a3800006		20154643

		20164629		伊予鉄道株式会社		43		38		769		0		2		4		5		6		5		10		a3800007		20154644

		20164630		株式会社中温		4		38		125		1		0		1		2		2		4		10		a3800008		20154645

		20164632		ネッツトヨタ愛媛株式会社		27		38		297		4		1		2		3		8		4		10		a3800010		20154647

		20164636		医療法人社団慈生会		51		38		175		9		6		4		5		12		4		10		a3800014		20154649

		20164637		協和道路株式会社		2		38		196		3		6		1		1		1		4		10		a3800015		20156766

		20164639		株式会社日東物産		24		38		215		9		6		2		3		8		4		10		a3800017		20154650

		20164641		株式会社一六		49		38		298		0		0		4		5		11		4		10		a3800019		20154651

		20164642		株式会社あいテレビ		38		38		74		0		0		4		5		5		3		10		a3800020		20154653

		20164643		生活協同組合コープえひめ		24		38		1513		0		1		2		3		8		6		10		a3800021		20154654

		20164644		株式会社フジ		24		38		6920		0		0		2		3		8		8		10		a3800022		20154655

		20164645		株式会社伊予鉄髙島屋		23		38		579		1		2		2		3		8		5		10		a3800023		20154656

		20164646		セキ株式会社		20		38		264		5		1		1		2		2		4		10		a3800024		20154657

		20164650		医療法人弘友会　加戸病院		51		38		249		14		8		4		5		12		4		10		a3800028		20154662

		20164652		太陽石油販売株式会社		29		38		853		31		18		2		3		8		5		10		a3800030		20154664

		20164654		日進海運株式会社		47		38		13		1		0		4		5		6		1		10		a3800032		20154668

		20164655		DCMダイキ株式会社		24		38		4419		0		0		2		3		8		7		10		a3800033		20154669

		20164658		株式会社ハタダ		4		38		310		2		3		1		2		2		5		10		a3800036		20154672

		20164659		株式会社ママイ		24		38		1010		1		3		2		3		8		6		10		a3800037		20154673

		20164660		住友共同電力株式会社		48		38		400		4		4		4		5		4		5		10		a3800038		20154674

		20164663		ＥＲＡ愛媛不動産情報株式会社		42		38		12		0		1		4		5		10		1		10		a3800041		20154676

		20164664		医療法人補天会		51		38		145		3		4		4		5		12		4		10		a3800042		20154677

		20164665		株式会社藤高		5		38		62		1		5		1		2		2		3		10		a3800043		20154679

		20164666		社会医療法人生きる会　瀬戸内病院		51		38		169		11		5		4		5		12		4		10		a3800044		20154680

		20164667		株式会社ＩＪＣ		39		38		125		0		1		4		5		5		4		10		a3800045		20154681

		20164668		株式会社母恵夢本舗		4		38		250		3		3		1		2		2		4		10		a3800046		20154682

		20164670		岡本化成株式会社		21		38		51		0		1		1		2		2		3		10		a3800048		20154684

		20164671		丸栄タオル株式会社		5		38		68		3		5.5		1		2		2		3		10		a3800049		20154685

		20164674		愛媛たいき農業協同組合		57		38		501		1		4		4		5		14		5		10		a3800052		20154687

		20164676		株式会社あわしま堂		4		38		800		8		10		1		2		2		5		10		a3800054		20154688

		20164677		鶴島自動車整備株式会社		57		38		23		1		3		4		5		14		1		10		a3800055		20154691

		20164678		えひめ南農業協同組合		57		38		601		0		0		4		5		14		5		10		a3800056		20154692

		20164679		宇和島信用金庫		32		38		120		0		0		3		4		9		4		10		a3800057		20154693

		20164680		大祐漁業株式会社		1		38		198		1		1		1		1		15		4		10		a3800058		20156777

		20164682		株式会社トーヨ		6		38		201		1		5		1		2		2		4		10		a3800060		20154694

		20164683		シンワ株式会社		5		38		260		3		0		1		2		2		4		10		a3800061		20154695

		20164686		丸住製紙株式会社		6		38		716		10		11		1		2		2		5		10		a3800064		20154697

		20164687		大王海運株式会社		47		38		135		2		0		4		5		6		4		10		a3800065		20154698

		20164689		株式会社武村商店		4		38		40		1		2		1		2		2		2		10		a3800067		20154701

		20164690		福助工業株式会社		21		38		2800		0		0		1		2		2		7		10		a3800068		20154702

		20164692		株式会社田窪工業所		9		38		390		9		6		1		2		2		5		10		a3800070		20154705

		20164693		日本食研ホールディングス株式会社		4		38		4003		19		20		1		2		2		7		10		a3800071		20156781

		20164695		株式会社新来島どっく		18		38		760		13		4		1		2		3		5		10		a3800073		20154707

		20164696		四国捺染株式会社		5		38		40		4		1		1		2		2		2		10		a3800074		20154708

		20164700		ヤマキ株式会社		4		38		724		4		0		1		2		2		5		10		a3800078		20154711

		20164702		株式会社フイルドサイエンス		21		40		11		1		0		1		2		2		1		11		a4000003		20154713

		20164703		株式会社大江鉄工所		17		40		23		0		0		1		2		3		1		11		a4000004		20156784

		20164706		株式会社マツモト		20		40		350		2		2		1		2		2		5		11		a4000007		20154715

		20164707		岡野バルブ製造株式会社		10		40		280		2		1		1		2		3		4		11		a4000008		20154716

		20164708		公益社団法人北九州市観光協会		46		40		29		0		0		4		5		6		1		11		a4000009		20154717

		20164709		株式会社ナフコ		25		40		8300		0		0		2		3		8		8		11		a4000010		20154718

		20164711		株式会社井筒屋		23		40		703		0		0		2		3		8		5		11		a4000012		20156786

		20164712		株式会社サンリブ		24		40		3586		2		0		2		3		8		7		11		a4000013		20154721

		20164714		新日鐵住金株式会社　八幡製鉄所		9		40		4261		0		11		1		2		2		7		11		a4000015		20154723

		20164715		製鉄曳船株式会社		47		40		25		1		2		4		5		6		1		11		a4000016		20154724

		20164716		ＮＳプラント設計株式会社		55		40		396		0		3		4		5		14		5		11		a4000017		20156788

		20164719		濱田重工株式会社		9		40		1860		70		26		1		2		2		6		11		a4000020		20154727

		20164721		梅本興業株式会社		50		40		75		9		10		4		5		11		3		11		a4000022		20154728

		20164723		北九西鉄タクシー株式会社		43		40		250		20		15		4		5		6		4		11		a4000024		20154730

		20164724		九築工業株式会社		2		40		408		5		3		1		1		1		5		11		a4000025		20154731

		20164725		株式会社ソルネット		39		40		194		1		0		4		5		5		4		11		a4000026		20154732

		20164726		大石産業株式会社		21		40		494		3		2		1		2		2		5		11		a4000027		20154733

		20164727		吉川工業株式会社		9		40		1422		5		1		1		2		2		6		11		a4000028		20154734

		20164728		三島光産株式会社		10		40		2398		5		10		1		2		3		7		11		a4000029		20154735

		20164729		株式会社アステック入江		9		40		750		1		10		1		2		2		5		11		a4000030		20154736

		20164730		福岡ひびき信用金庫		32		40		719		1		1		3		4		9		5		11		a4000031		20154737

		20164733		株式会社Ｃ＆Ｇシステムズ		39		13		211		3		3		4		5		5		4		4		a1301766		20154742

		20164734		株式会社高田工業所		10		40		1571		6		5		1		2		3		6		11		a4000034		20154743

		20164735		黒崎播磨株式会社		8		40		1410		5		2		1		2		2		6		11		a4000035		20156791

		20164736		株式会社三井ハイテック		17		40		3486		0		0		1		2		3		7		11		a4000036		20154744

		20164737		矢野海運株式会社		47		40		18		0		0		4		5		6		1		11		a4000037		20154745

		20164738		株式会社岡部マイカ工業所		17		40		210		3		2		1		2		3		4		11		a4000038		20154746

		20164739		楽天カード株式会社		35		13		1074		50		60		3		4		9		6		4		a1301767		20154747

		20164741		シティックスカード株式会社		35		40		69		0		7		3		4		9		3		11		a4000040		20154748

		20164742		株式会社電気ビル		42		40		120		0		0		4		5		10		4		11		a4000041		20154749

		20164743		株式会社都屋		56		40		47		1		1		4		5		14		2		11		a4000042		20154750

		20164746		アルバクリエイト株式会社		42		40		30		2		1		4		5		10		2		11		a4000045		20154754

		20164748		株式会社福岡中央銀行		30		40		677		0		0		3		4		9		5		11		a4000047		20154756

		20164750		越智産業株式会社		22		40		437		7.5		5		2		3		7		5		11		a4000049		20154757

		20164752		株式会社プレナス		49		40		9748		77		92		4		5		11		8		11		a4000051		20156795

		20164753		九州労働金庫		32		40		1653		0		0		3		4		9		6		11		a4000052		20154759

		20164755		西日本プラント工業株式会社		2		40		2230		0		0		1		1		1		7		11		a4000054		20154761

		20164756		キューサイ株式会社		4		40		560		1		6		1		2		2		5		11		a4000055		20154763

		20164757		株式会社システムソフト		39		13		139		15		18		4		5		5		4		4		a1301768		20156796

		20164758		株式会社岩田屋三越		23		40		1437		0		0		2		3		8		6		11		a4000056		20154764

		20164761		昭和鉄工株式会社		10		40		503		1		2		1		2		3		5		11		a4000059		20154766

		20164763		エフコープ生活協同組合		24		40		2800		72		77		2		3		8		7		11		a4000061		20154768

		20164764		遠賀信用金庫		32		40		206		0		0		3		4		9		4		11		a4000062		20156802

		20164765		医療法人玄州会		51		42		124		4		4		4		5		12		4		11		a4200001		20154769

		20164766		株式会社アステム		22		40		3000		0		0		2		3		7		7		11		a4000063		20154770

		20164767		福岡トヨペット株式会社		27		40		1073		1		0		2		3		8		6		11		a4000064		20154771

		20164769		株式会社九州リースサービス		53		40		133		0		0		4		5		14		4		11		a4000066		20154773

		20164770		西部日本エンタープライズ株式会社		42		40		41		1		2		4		5		10		2		11		a4000067		20154775

		20164774		株式会社福山コンサルタント		55		40		415		0		6		4		5		14		5		11		a4000071		20154777

		20164775		九鉄工業株式会社		2		40		497		20		56		1		1		1		5		11		a4000072		20154780

		20164776		JR九州レンタカー＆パーキング株式会社		46		40		240		0		3		4		5		6		4		11		a4000073		20154782

		20164778		岩久株式会社		22		40		20		2		0		2		3		7		1		11		a4000075		20154783

		20164781		株式会社Ａコープ九州		24		40		750		0		5		2		3		8		5		11		a4000078		20154787

		20164783		株式会社九州マツダ		27		40		942		0		10		2		3		8		5		11		a4000080		20154790

		20164784		九州自動車リース株式会社		53		40		73		3		2		4		5		14		3		11		a4000081		20154791

		20164787		株式会社ベスト電器		28		40		3351		0		0		2		3		8		7		11		a4000084		20154794

		20164788		福岡日産自動車株式会社		27		40		750		7		10		2		3		8		5		11		a4000085		20154795

		20164791		リックス株式会社		22		40		345		10		7		2		3		7		5		11		a4000088		20154798

		20164793		株式会社アトル		22		40		1721		1		0		2		3		7		6		11		a4000090		20154800

		20164799		株式会社九電工		2		40		6069		13		11		1		1		1		8		11		a4000095		20156813

		20164800		西日本地図出版株式会社		20		40		6		0		0		1		2		2		1		11		a4000096		20154804

		20164801		株式会社クリーン春日		57		40		23		0		0		4		5		14		1		11		a4000097		20154805

		20164802		ＪＲ九州ドラッグイレブン株式会社		25		40		2250		0		15		2		3		8		7		11		a4000098		20154806

		20164803		株式会社マルキョウ		24		40		4300		1		2		2		3		8		7		11		a4000099		20154807

		20164804		株式会社新日本通商		50		40		23		1		1		4		5		11		1		11		a4000100		20154809

		20164806		新日本管財株式会社		56		40		186		10		0		4		5		14		4		11		a4000102		20154814

		20164807		一番食品株式会社		4		40		670		6		2		1		2		2		5		11		a4000103		20154815

		20164808		飯塚信用金庫		32		40		252		1		0		3		4		9		4		11		a4000104		20154816

		20164809		株式会社テクノスマイル		56		40		1218		160		5		4		5		14		6		11		a4000105		20154817

		20164810		トヨタ自動車九州株式会社		18		40		8800		10		6		1		2		3		8		11		a4000106		20154818

		20164814		久留米市農業協同組合		57		40		395		8		0		4		5		14		5		11		a4000110		20154822

		20164818		株式会社ムーンスター		8		40		1152		9		0		1		2		2		6		11		a4000114		20154827

		20164821		ヤンマーアグリジャパン株式会社九州カンパニー		22		40		805		27		15		2		3		7		5		11		a2700528		20154830

		20164823		株式会社マツイシ		49		40		1050		1		3		4		5		11		6		11		a4000118		20154833

		20164826		本田産業株式会社		22		40		35		2		4		2		3		7		2		11		a4000121		20154836

		20164827		大牟田柳川信用金庫		32		40		224		0		0		3		4		9		4		11		a4000122		20154837

		20164828		株式会社ヤマサキ		3		40		732		1		8		1		1		1		5		11		a4000123		20154838

		20164829		株式会社瀬口組		2		40		29		2		3		1		1		1		1		11		a4000124		20154839

		20164831		株式会社オークマ		21		40		172		10		5		1		2		2		4		11		a4000126		20154841

		20164833		株式会社三開永江組		2		40		13		0		0		1		1		1		1		11		a4000128		20154842

		20164834		兼貞物産株式会社		22		40		100		2		2		2		3		7		4		11		a4000129		20154843

		20164835		株式会社テクノ・カルチャー・システム		39		40		108		3		2		4		5		5		4		11		a4000130		20154844

		20164836		株式会社戸上電機製作所		12		41		493		7		3		1		2		3		5		11		a4100002		20154845

		20164837		株式会社佐電工		2		41		438		2		0		1		1		1		5		11		a4100003		20154846

		20164838		株式会社佐賀共栄銀行		30		41		491		2		0		3		4		9		5		11		a4100004		20154847

		20164839		松尾建設株式会社		2		41		769		10		7		1		1		1		5		11		a4100005		20154848

		20164842		株式会社バードランド		27		41		22		1		3		2		3		8		1		11		a4100008		20154849

		20164845		佐賀エレクトロニックス株式会社		16		13		260		0		0		1		2		3		4		4		a1301769		20154851

		20164847		株式会社馬渡商会		21		41		95		2		3		1		2		2		3		11		a4100011		20154853

		20164851		昭和自動車株式会社		43		41		800		20		0		4		5		6		5		11		a4100015		20154856

		20164852		株式会社唐津砕石		21		41		27		0		5		1		2		2		1		11		a4100016		20154857

		20164855		牛津製薬株式会社		7		41		79		0		1		1		2		2		3		11		a4100018		20154860

		20164856		ダイレックス株式会社		24		41		5834		44		85		2		3		8		8		11		a4100019		20154861

		20164860		長崎西彼農業協同組合		57		42		860		0		5		4		5		14		5		11		a4200003		20154865

		20164861		九州商船株式会社		47		42		210		0		0		4		5		6		4		11		a4200004		20154866

		20164862		株式会社テレビ長崎		38		42		130		0		0		4		5		5		4		11		a4200005		20154867

		20164863		長崎放送株式会社		38		42		120		1		0		4		5		5		4		11		a4200006		20154868

		20164864		株式会社長崎土建工業所		2		42		33		1		1		1		1		1		2		11		a4200007		20154869

		20164867		三宝商事株式会社		50		42		2119		20		20		4		5		11		7		11		a4200010		20154871

		20164868		株式会社長崎銀行		30		42		400		2		0		3		4		9		5		11		a4200011		20154872

		20164869		長崎文化放送株式会社		38		42		90		3		2		4		5		5		3		11		a4200012		20154873

		20164870		株式会社ジョイフルサンショッピングプラザ　		24		42		480		0		0		2		3		8		5		11		a4200013		20154874

		20164871		学校法人純心女子学園		52		42		453		0		2		4		5		13		5		11		a4200014		20154875

		20164874		有限会社杉谷本舗		4		42		75		0		2		1		2		2		3		11		a4200017		20154878

		20164876		株式会社親和銀行		30		42		2365		0		0		3		4		9		7		11		a4200019		20154879

		20164878		九州ワコール製造株式会社		5		42		396		10		3		1		2		2		5		11		a4200021		20154881

		20164879		医療法人医理会		51		42		180		15		4		4		5		12		4		11		a4200022		20154883

		20164880		株式会社サン・トップ運輸		44		43		164		24		10		4		5		6		4		11		a4300001		20154884

		20164881		熊交観光タクシー株式会社		43		43		22		5		2		4		5		6		1		11		a4300002		20154885

		20164883		医療法人田中会　田中耳鼻咽喉科		51		43		14		0		3		4		5		12		1		11		a4300004		20154887

		20164886		株式会社スズキ自販熊本		27		43		283		3		2		2		3		8		4		11		a4300007		20154888

		20164887		株式会社ＳＹＳＫＥＮ		2		43		750		0		0		1		1		1		5		11		a4300008		20154909

		20164889		財団法人化学及血清療法研究所		7		43		1927		7		0		1		2		2		6		11		a4300010		20154890

		20164890		株式会社熊本放送		38		43		128		0		0		4		5		5		4		11		a4300011		20154891

		20164892		熊本第一信用金庫		32		43		281		0		0		3		4		9		4		11		a4300013		20154893

		20164894		株式会社ファミリー八興		44		43		235		20		20		4		5		6		4		11		a4300015		20154896

		20164895		医療法人社団開会		51		43		84		5		5		4		5		12		3		11		a4300016		20154897

		20164896		社会福祉法人慈雄会		57		43		120		4		4		4		5		14		4		11		a4300017		20156838

		20164897		株式会社ゆめマート		24		43		1152		10		2		2		3		8		6		11		a4300018		20154899

		20164898		株式会社トヨタレンタリース熊本		53		43		177		2		2		4		5		14		4		11		a4300019		20154900

		20164899		熊本防錆工業株式会社		9		43		203		0		0		1		2		2		4		11		a4300020		20154901

		20164901		公立大学法人熊本県立大学		52		43		195		5		7		4		5		13		4		11		a4300022		20154903

		20164903		株式会社ヤマックス		21		43		604		3		10		1		2		2		5		11		a4300024		20154905

		20164905		株式会社オニザキコーポレーション		4		43		89		2		3		1		2		2		3		11		a4300026		20154908

		20164907		富田薬品株式会社		22		43		1269		3		5		2		3		7		6		11		a4300028		20154910

		20164908		天草信用金庫		32		43		148		0		0		3		4		9		4		11		a4300029		20156840

		20164909		玉名農業協同組合		57		43		510		0		0		4		5		14		5		11		a4300030		20154911

		20164911		味岡建設株式会社		2		43		138		10		12		1		1		1		4		11		a4300032		20154912

		20164912		不二ライトメタル株式会社		9		43		991		2		0		1		2		2		5		11		a4300033		20154913

		20164913		中川海苔株式会社		4		43		76		1		2		1		2		2		3		11		a4300034		20154914

		20164914		西田鉄工株式会社		9		43		188		7		10		1		2		2		4		11		a4300035		20154917

		20164916		九州電子株式会社		16		43		611		1		0		1		2		3		5		11		a4300036		20154919

		20164919		大分バス株式会社		43		44		496		1		3		4		5		6		5		11		a4400003		20154922

		20164921		株式会社オーイーシー		39		44		365		4		1		4		5		5		5		11		a4400005		20154925

		20164923		エスティケイテクノロジー株式会社		16		44		450		0		1		1		2		3		5		11		a4400007		20154927

		20164925		株式会社メンテナンス		56		44		680		0		15		4		5		14		5		11		a4400009		20154929

		20164926		鶴崎海陸運輸株式会社		47		44		734		38		8		4		5		6		5		11		a4400010		20154930

		20164927		大分信用金庫		32		44		254		0		0		3		4		9		4		11		a4400011		20154931

		20164928		大分ベンチャーキャピタル株式会社		36		44		18		0		1		3		4		9		1		11		a4400012		20154924

		20164929		大分共同火力株式会社		48		44		95		0		0		4		5		4		3		11		a4400013		20154932

		20164932		大分県電気工事業工業組合		57		44		10		1		1		4		5		14		1		11		a4400016		20154934

		20164934		株式会社豊和銀行		30		44		652		3		1		3		4		9		5		11		a4400018		20154935

		20164935		株式会社トキハ		23		44		1165		5		0		2		3		8		6		11		a4400019		20154936

		20164936		大分交通株式会社		43		44		390		0		0		4		5		6		5		11		a4400020		20154937

		20164939		九州アフリカ・ライオン・サファリ株式会社		50		44		88		10		0		4		5		11		3		11		a4400023		20154938

		20164940		株式会社菅組		2		44		159		1		2		1		1		1		4		11		a4400024		20154939

		20164942		社会福祉法人生愛会		51		44		110		10		5		4		5		12		4		11		a4400026		20156848

		20164943		杉乃井ホテル＆リゾート株式会社		50		44		850		18		0		4		5		11		5		11		a4400027		20154941

		20164944		大分みらい信用金庫		32		44		509		0		0		3		4		9		5		11		a4400028		20154942

		20164945		株式会社マルミヤストア		24		44		1700		0		4		2		3		8		6		11		a4400029		20154943

		20164947		津久見海運株式会社		47		44		32		1		0		4		5		6		2		11		a4400031		20154945

		20164951		ネッツトヨタヒムカ株式会社		27		45		112		1		0		2		3		8		4		11		a4500002		20154948

		20164952		株式会社ホンダロック		18		45		1180		5		20		1		2		3		6		11		a4500003		20154949

		20164953		株式会社宮崎銀行		30		45		2114		0		0		3		4		9		7		11		a4500004		20154950

		20164954		株式会社ニューウェルシティ宮崎		50		45		80		2		0		4		5		11		3		11		a4500005		20154951

		20164955		生活協同組合コープみやざき		24		45		1873		41		33		2		3		8		6		11		a4500006		20154952

		20164956		株式会社テレビ宮崎		38		45		155		0		0		4		5		5		4		11		a3500044		20154953

		20164957		株式会社宮崎太陽銀行		30		45		890		0		0		3		4		9		5		11		a4500007		20154954

		20164958		株式会社アドヴァンスカワベ		2		45		6		2		0		1		1		1		1		11		a4500008		20154955

		20164960		旭有機材工業株式会社		6		45		757		2		2		1		2		2		5		11		a4500010		20154958

		20164962		株式会社ハンズマン		24		45		1200		60		100		2		3		8		6		11		a4500012		20154960

		20164963		都城信用金庫		32		45		88		1		1		3		4		9		3		11		a4500013		20154961

		20164964		有限会社大西工業		3		45		8		1		3		1		1		1		1		11		a4500014		20154962

		20164965		益山商工株式会社		21		45		126		6		7		1		2		2		4		11		a4500015		20154963

		20164966		南郷信用金庫		32		45		114		0		0		3		4		9		4		11		a4500016		20154964

		20164968		ラピスセミコンダクタ宮崎株式会社		16		45		303		5		6		1		2		3		5		11		a4500018		20154966

		20164969		医療法人一心外科医院		51		45		18		1		0		4		5		12		1		11		a4500019		20154967

		20164970		株式会社山形屋ストア		24		46		990		0		0		2		3		8		5		11		a4600001		20154969

		20164971		南国殖産株式会社		22		46		1850		16		0		2		3		7		6		11		a4600002		20154970

		20164973		鹿児島国際観光株式会社		50		46		302		5		3		4		5		11		5		11		a4600004		20154973

		20164974		鹿児島相互信用金庫		32		46		800		2		1		3		4		9		5		11		a4600005		20154974

		20164977		南九州日野自動車株式会社		27		46		210		7		0		2		3		8		4		11		a4600008		20154976

		20164978		日本ガス株式会社		48		46		259		2		3		4		5		4		4		11		a4600009		20154977

		20164979		学校法人鹿児島純心女子学園		52		46		309		0		2		4		5		13		5		11		a4600010		20154978

		20164983		日本ガスエネルギー株式会社		48		46		56		2		1		4		5		4		3		11		a4600014		20154982

		20164986		社会福祉法人槌橋保育園		51		46		30		0		0		4		5		12		2		11		a4600017		20154985

		20164988		親栄電設株式会社		3		46		31		0		2		1		1		1		2		11		a4600019		20154986

		20164990		鹿児島興業信用組合		32		46		327		0		0		3		4		9		5		11		a4600021		20154988

		20164991		株式会社光学堂		29		46		89		0		5		2		3		8		3		11		a4600022		20154989

		20164992		株式会社昴		52		46		837		5		12		4		5		13		5		11		a4600023		20154990

		20164994		鹿児島信用金庫		32		46		496		0		0		3		4		9		5		11		a4600025		20154992

		20164997		山元産業株式会社		49		46		50		2		0		4		5		11		3		11		a4600028		20154996

		20164998		株式会社大和		24		46		1000		2		1		2		3		8		6		11		a4600029		20154999

		20165001		近藤水産株式会社		4		46		70		3		4		1		2		2		3		11		a4600032		20155002

		20165002		医療法人昴和会		51		46		340		25		28		4		5		12		5		11		a4600033		20155003

		20165003		泰平食品有限会社		4		46		20		0		0		1		2		2		1		11		a4600034		20155004

		20165005		有限会社徳重製菓とらや		4		46		140		12		10		1		2		2		4		11		a4600036		20155007

		20165009		マトヤ技研工業株式会社		10		46		41		0		0		1		2		3		2		11		a4600040		20155013

		20165011		株式会社人材派遣センターオキナワ		56		47		11		0		0		4		5		14		1		11		a4700002		20155017

		20165013		おきなわ証券株式会社		33		47		98		0		0		3		4		9		3		11		a4700004		20155018

		20165016		沖縄エアポートサービス株式会社		46		47		460		160		2		4		5		6		5		11		a4700007		20155020

		20165017		医療法人那覇西会		51		47		69		1		3		4		5		12		3		11		a4700008		20156871

		20165021		株式会社協和建設コンサルタント		55		47		28		2		0		4		5		14		1		11		a4700012		20155024

		20165022		株式会社りゅうせき		48		47		342		3		0		4		5		4		5		11		a4700013		20155025

		20165023		有限会社丸真産業		50		47		57		3		0		4		5		11		3		11		a4700014		20155026

		20165025		株式会社芝岩エンジニアリング		55		47		35		0		1		4		5		14		2		11		a4700016		20155027

		20165028		光電気工事株式会社		3		47		186		1		5		1		1		1		4		11		a4700019		20155030

		20165032		有限会社東江メガネ		29		47		100		11		5		2		3		8		4		11		a4700023		20155033

		20165034		コザ信用金庫		32		47		289		3		0		3		4		9		4		11		a4700025		20155035

		20165035		株式会社奥原商事		26		47		43		1		1		2		3		8		2		11		a4700026		20155036

		20165036		社会福祉法人おきなわ長寿会		51		47		103		0		5		4		5		12		4		11		a4700027		20155037

		20165037		医療法人福木会		51		47		33		0		0		4		5		12		2		11		a4700028		20155038

		20165039		医療法人博寿会		51		47		280		2.5		3		4		5		12		4		11		a4700030		20155039

		20165041		株式会社東部交通		50		47		45		0		13		4		5		11		2		11		a4700032		20155040

		20165042		ＡＯＩホールディングス株式会社		22		18		382		14		40		2		3		7		5		5		a1800002		20155041

		20165043		株式会社福邦銀行		30		18		651		0		0		3		4		9		5		5		a1800003		20155043

		20165048		北鋼シヤーリング株式会社		9		18		28		0		1		1		2		2		1		5		a1800008		20155046

		20165052		株式会社田中化学研究所		6		18		185		12		5		1		2		2		4		5		a1800012		20155047

		20165054		三谷商事株式会社		22		18		710		0		1		2		3		7		5		5		a1800014		20155049

		20165055		福井コンピュータホールディングス株式会社		39		18		502		3		1		4		5		5		5		5		a1800015		20155050

		20165057		福井信用金庫		32		18		700		2		0		3		4		9		5		5		a1800017		20155051

		20165059		テラル越前農業協同組合		57		18		320		4		4		4		5		14		5		5		a1800019		20155053

		20165061		敦賀信用金庫		32		18		132		1		0		3		4		9		4		5		a1800021		20155056

		20165067		福井市農業協同組合		57		18		670		2		3		4		5		14		5		5		a1800027		20155062

		20165070		サカイオーベックス株式会社		5		18		501		0		0		1		2		2		5		5		a1800030		20155065

		20165072		石川日産自動車販売株式会社		27		17		260		2		2		2		3		8		4		5		a1700003		20156886

		20165073		三善製紙株式会社		6		17		61		1		2		1		2		2		3		5		a1700004		20155068

		20165074		伸晃化学株式会社		21		17		620		0		1		1		2		2		5		5		a1700005		20155069

		20165077		一般財団法人石川県予防医学協会		51		17		290		6		8		4		5		12		4		5		a1700008		20156889

		20165078		丸文通商株式会社		22		17		230		4		9		2		3		7		4		5		a1700009		20155072

		20165082		株式会社浅田屋		49		17		200		5		3		4		5		11		4		5		a1700013		20155076

		20165084		金沢中央信用組合		32		17		37		2		0		3		4		9		2		5		a1700015		20155078

		20165085		カナカン株式会社		22		17		1137		14		7		2		3		7		6		5		a1700016		20155079

		20165086		北陸電話工事株式会社		3		17		560		0		3		1		1		1		5		5		a1700017		20155080

		20165087		株式会社北陸スタッフ		54		17		11		0		0		4		5		14		1		5		a1700018		20156890

		20165089		株式会社アクシス		22		17		20		3		0		2		3		7		1		5		a1700020		20155083

		20165090		株式会社ヤギコーポレーション		21		17		97		2		2		1		2		2		3		5		a1700021		20155084

		20165092		株式会社アイ・オー・データ機器		13		17		550		15		14		1		2		3		5		5		a1700023		20155086

		20165093		松村物産株式会社		22		17		280		0		1		2		3		7		4		5		a1700024		20155087

		20165094		シンコール株式会社		22		17		236		4		1		2		3		7		4		5		a1700025		20155090

		20165096		鶴来信用金庫		32		17		162		0		1		3		4		9		4		5		a1700027		20155092

		20165099		医療法人社団安田内科病院		51		17		132		11		6		4		5		12		4		5		a1700030		20155096

		20165101		株式会社ダスキン北陸		56		17		363		1		1		4		5		14		5		5		a1700032		20155098

		20165102		株式会社ハチバン		49		17		905		14		12		4		5		11		5		5		a1700033		20155099

		20165103		津田駒工業株式会社		10		17		950		5		0		1		2		3		5		5		a1700034		20155100

		20165105		大同工業株式会社		10		17		736		13		11		1		2		3		5		5		a1700036		20155102

		20165107		株式会社共和工業所		9		17		293		0		2		1		2		2		4		5		a1700038		20155104

		20165108		タケダ機械株式会社		10		17		125		3		8		1		2		3		4		5		a1700039		20155105

		20165110		ジェイ・バス株式会社　		18		17		1559		18		8		1		2		3		6		5		a1700041		20155107

		20165112		オリエンタルチエン工業株式会社		10		17		180		3		0		1		2		3		4		5		a1700043		20155109

		20165113		北日本紡績株式会社		5		17		65		3		6		1		2		2		3		5		a1700044		20155110

		20165114		極東工業株式会社		57		17		12		0		0		4		5		14		1		5		a1700045		20155111

		20165117		株式会社加賀屋		50		17		900		40		25		4		5		11		5		5		a1700047		20155116

		20165118		小松精練株式会社		5		17		937		1		3		1		2		2		5		5		a1700048		20155118

		20165122		医療法人社団豊玉会		51		17		70		2		2		4		5		12		3		5		a1700052		20155121

		20165123		富山地方鉄道株式会社		43		16		460		15		10		4		5		6		5		5		a1600002		20155122

		20165124		富士開発株式会社		3		16		17		0		1		1		1		1		1		5		a1600003		20155123

		20165127		細川機業株式会社		5		16		145		0		0		1		2		2		4		5		a1600006		20155125

		20165128		公益財団法人富山県新世紀産業機構		57		16		44		2		0		4		5		14		2		5		a1600007		20156899

		20165129		富山交通株式会社		43		16		250		5		2		4		5		6		4		5		a1600008		20155126

		20165131		田中精密工業株式会社		18		16		795		0		0		1		2		3		5		5		a1600010		20155127

		20165136		北陸コカ・コーラボトリング株式会社		4		16		537		0		20		1		2		2		5		5		a1600015		20155133

		20165139		株式会社富山銀行		30		16		466		5		3		3		4		9		5		5		a1600018		20155137

		20165140		三協立山株式会社		9		16		6177		44		16		1		2		2		8		5		a1600019		20155138

		20165141		高岡信用金庫		32		16		382		0		4		3		4		9		5		5		a1600020		20155139

		20165142		新湊信用金庫		32		16		81		0		0		3		4		9		3		5		a1600021		20155141

		20165144		氷見土建工業株式会社		2		16		42		1		0		1		1		1		2		5		a1600023		20155143

		20165150		三耐保温株式会社		2		16		22		0		0		1		1		1		1		5		a1600029		20155148

		20165154		株式会社成田自動車		27		16		8		0		0		2		3		8		1		5		a1600032		20155152

		20165155		松本建設株式会社		2		16		65		0		0		1		1		1		3		5		a1600033		20155153

		20165156		株式会社金森メタル		9		16		28		6		1		1		2		2		1		5		a1600034		20155154

		20165159		株式会社ファブリカトヤマ		10		16		160		0		0		1		2		3		4		5		a1600037		20155157

		20165160		砺波信用金庫		32		16		105		0		0		3		4		9		4		5		a1600038		20155158

		20165163		株式会社日本抵抗器製作所		17		16		53		0		2		1		2		3		3		5		a1600041		20155161

		20165164		医療法人社団友愛病院会		51		16		200		10		15		4		5		12		4		5		a1600042		20155162

		20165166		エヌエスエレクトロニクス株式会社		19		15		437		0		0		1		2		3		5		5		a1500003		20155165

		20165168		株式会社ジェイマックソフト		39		15		225		0		0		4		5		5		4		5		a1500005		20155167

		20165169		新潟証券株式会社		33		15		207		1		0		3		4		9		4		5		a1500006		20155168

		20165171		平野産業株式会社		29		15		50		3		0		2		3		8		3		5		a1500008		20155169

		20165172		株式会社ヘルツ		17		15		13		1		0		1		2		3		1		5		a1500009		20156907

		20165176		越後製菓株式会社		4		15		999		0		1		1		2		2		5		5		a1500012		20155176

		20165179		株式会社南雲製作所		17		15		96		0		0		1		2		3		3		5		a1500015		20155181

		20165180		大島農機株式会社		10		15		247		7		2		1		2		3		4		5		a1500016		20155183

		20165181		株式会社有沢製作所		6		15		634		12		9		1		2		2		5		5		a1500017		20155184

		20165182		株式会社リケンキャステック		18		15		289		0		0		1		2		3		4		5		a1500018		20155185

		20165184		藤村ヒユーム管株式会社		21		15		330		5		10		1		2		2		5		5		a1500020		20155188

		20165185		株式会社植木組		2		15		597		1		0		1		1		1		5		5		a1500021		20155189

		20165188		塩沢信用組合		32		15		47		0		0		3		4		9		2		5		a1500024		20155192

		20165189		JA魚沼みなみ		57		15		351		0		0		4		5		14		5		5		a1500025		20155193

		20165190		株式会社津南高原開発		50		15		130		1		3		4		5		11		4		5		a1500026		20155196

		20165191		佐渡汽船株式会社		47		15		184		5		6		4		5		6		4		5		a1500027		20155197

		20165192		北日本水研株式会社		3		15		23		2		2		1		1		1		1		5		a1500028		20155199

		20165194		新潟中央青果株式会社		22		15		250		1		0		2		3		7		4		5		a1500030		20155201

		20165197		新潟日産自動車株式会社		27		15		316		0		0		2		3		8		5		5		a1500033		20155203

		20165198		株式会社ジャパンネット		39		15		95		0		0		4		5		5		3		5		a1500034		20155204

		20165200		株式会社エム・アイ・ディジャパン		50		15		435		11		3		4		5		11		5		5		a1500036		20155206

		20165202		新潟運輸株式会社		44		15		3450		25		205		4		5		6		7		5		a1500038		20155209

		20165204		ダイニチ工業株式会社		14		15		520		0		1		1		2		3		5		5		a1500040		20155213

		20165205		株式会社トップカルチャー		25		15		2600		0		0		2		3		8		7		5		a1500041		20155214

		20165206		新潟酒販株式会社		22		15		212		1		1		2		3		7		4		5		a1500042		20155215

		20165207		株式会社セイヒョー		4		15		150		3		2		1		2		2		4		5		a1500043		20155216

		20165208		株式会社新潟日報社		41		15		526		4		0		4		5		5		5		5		a1500044		20155217

		20165209		株式会社リンコーコーポレーション		47		15		400		0		0		4		5		6		5		5		a1500045		20155218

		20165210		新潟交通株式会社		43		15		894		20		0		4		5		6		5		5		a1500046		20155219

		20165211		セコム上信越株式会社		55		15		1144		17		22		4		5		14		6		5		a1500047		20155220

		20165214		新潟いすゞ自動車株式会社		27		15		311		9		4		2		3		8		5		5		a1500050		20155223

		20165215		株式会社ウオロク		24		15		4310		12		5		2		3		8		7		5		a1500051		20155224

		20165217		北陸ガス株式会社		48		15		450		0		0		4		5		4		5		5		a1500053		20155227

		20165218		株式会社丸新（丸新グループ）		22		15		400		0		1		2		3		7		5		5		a1500054		20155228

		20165219		新潟信用金庫		32		15		335		0		3		3		4		9		5		5		a1500055		20155229

		20165225		株式会社新潟関屋自動車学校		52		15		106		0		2		4		5		13		4		5		a1500061		20155234

		20165226		福田道路株式会社		2		15		415		0		0		1		1		1		5		5		a1500062		20155235

		20165227		新潟県労働金庫		32		15		616		0		0		3		4		9		5		5		a1500063		20155236

		20165228		源川医科器械株式会社		22		15		285		2		5		2		3		7		4		5		a1500064		20155237

		20165229		敦井石油販売株式会社		57		15		31		2		0		4		5		14		2		5		a1500065		20155238

		20165230		株式会社本間組		2		15		550		0		0		1		1		1		5		5		a1500066		20155239

		20165231		株式会社福田組		2		15		792		17		19		1		1		1		5		5		a1500067		20155240

		20165232		株式会社吉田家ホテル		50		15		50		0		0		4		5		11		3		5		a1500068		20155241

		20165234		株式会社水倉組		2		15		220		0		0		1		1		1		4		5		a1500070		20155243

		20165235		株式会社ワイ・イー・データ　メカソル事業所		17		11		118		2		6		1		2		3		4		4		a1100129		20155244

		20165238		株式会社功明社		56		15		27		0		1		4		5		14		1		5		a1500073		20155246

		20165240		川瀬工業株式会社		3		15		35		0		0		1		1		1		2		5		a1500075		20155247

		20165242		アークランド　サカモト株式会社		24		15		3440		0		0		2		3		8		7		5		a1500077		20155249

		20165248		新潟ダイヤモンド電子株式会社		17		15		276		0		4		1		2		3		4		5		a1500083		20155255

		20165250		北越工業株式会社		10		15		541		2		2		1		2		3		5		5		a1500085		20155257

		20165251		株式会社三條機械製作所		10		15		501		0		0		1		2		3		5		5		a1500086		20155258

		20165252		東芝ホームテクノ株式会社		17		15		700		1		10		1		2		3		5		5		a1500087		20155259

		20165254		株式会社南沢テキスタイル		5		15		34		4		2		1		2		2		2		5		a1500089		20155260

		20165255		株式会社スガイ		29		15		13		1		0		2		3		8		1		5		a1500090		20155261

		20165256		下村車輌工業株式会社		57		15		10		1		1		4		5		14		1		5		a1500091		20155262

		20165258		北芝電機株式会社		12		7		794		0		0		1		2		3		5		2		a0700005		20155264

		20165259		株式会社いちい		24		7		1298		4		3		2		3		8		6		2		a0700006		20155265

		20165260		株式会社福島製作所		10		7		190		0		0		1		2		3		4		2		a0700007		20155266

		20165263		株式会社福島情報サービス		39		7		15		0		1		4		5		5		1		2		a0700010		20155267

		20165264		福島日産自動車株式会社		27		7		443		7		6		2		3		8		5		2		a0700011		20155268

		20165265		株式会社ダイユーエイト		24		7		2091		3		0		2		3		8		7		2		a0700012		20155270

		20165266		北部通信工業株式会社		13		7		230		0		1		1		2		3		4		2		a0700013		20155272

		20165267		ジェイエイ新ふくしま燃料株式会社		57		7		103		4.5		5		4		5		14		4		2		a0700014		20155273

		20165268		株式会社福島民報社		41		7		300		1		2		4		5		5		5		2		a0700015		20155275

		20165270		林精器製造株式会社		19		7		320		2		1		1		2		3		5		2		a0700017		20156935

		20165271		山本電気株式会社		17		7		134		10		4		1		2		3		4		2		a0700018		20155277

		20165272		笠原工業株式会社		21		7		205		6		3		1		2		2		4		2		a0700019		20155278

		20165274		ALSOK 福島株式会社		56		7		863		20		29		4		5		14		5		2		a0700021		20155282

		20165275		株式会社オリーブコーポレーション		5		13		120		0		4		1		2		2		4		4		a1301774		20155283

		20165277		一般財団法人太田綜合病院		51		7		2405		0		0		4		5		12		7		2		a0700023		20155285

		20165278		郡山市農業協同組合		57		7		491		0		2		4		5		14		5		2		a0700024		20155286

		20165279		株式会社ＭＩＤＯＲＩ		29		7		250		0		0		2		3		8		4		2		a0700025		20155287

		20165281		株式会社福島中央テレビ		38		7		114		0		0		4		5		5		4		2		a0700027		20155289

		20165283		佐藤株式会社		22		7		336		2		0		2		3		7		5		2		a0700029		20155291

		20165284		郡山運送株式会社		44		7		350		0		50		4		5		6		5		2		a0700030		20155292

		20165285		株式会社昭和		58		7		64		6		7						15		3		2		a0700031		20155293

		20165287		磐梯貨物株式会社		47		7		70		2		6		4		5		6		3		2		a0700033		20155296

		20165288		アライ株式会社		55		7		16		0		0		4		5		14		1		2		a0700034		20156940

		20165289		東北リズム株式会社		19		7		259		4		0		1		2		3		4		2		a0700035		20155297

		20165293		株式会社セコニック電子		17		7		114		0		2		1		2		3		4		2		a0700039		20155302

		20165294		株式会社ファインモールド		5		7		42		4		3		1		2		2		2		2		a0700040		20155303

		20165295		奥会津地熱株式会社		48		7		24		0		0		4		5		4		1		2		a0700041		20155304

		20165296		アルパイン株式会社		14		7		11600		8		0		1		2		3		8		2		a0700042		20155305

		20165298		日本化成株式会社		6		13		247		0		0		1		2		2		4		4		a1301775		20150757

		20165299		株式会社ハニーズ		26		7		4307		120		150		2		3		8		7		2		a0700043		20155308

		20165300		常磐開発株式会社		2		7		270		2		5		1		1		1		4		2		a0700044		20155309

		20165302		株式会社復建技術コンサルタント		55		4		288		4		7		4		5		14		4		2		a0400005		20155311

		20165306		遠山青葉印刷株式会社		20		4		26		1		0		1		2		2		1		2		a0400009		20155315

		20165310		同和興業株式会社		56		4		1623		3		0		4		5		14		6		2		a0400013		20155317

		20165312		株式会社ユーズ		56		4		7		0		0		4		5		14		1		2		a0400015		20156950

		20165316		株式会社藤崎		23		4		740		0		0		2		3		8		5		2		a0400019		20155321

		20165318		株式会社エムジー		21		4		130		1		0		1		2		2		4		2		a0400021		20155323

		20165319		株式会社仙台ニコン		19		4		430		0		0		1		2		3		5		2		a0400022		20155324

		20165320		株式会社デンコードー		28		4		3195		0		0		2		3		8		7		2		a0400023		20155325

		20165321		センコン物流株式会社		44		4		397		23		17		4		5		6		5		2		a0400024		20155326

		20165324		株式会社サイエンティア		39		4		88		6		2		4		5		5		3		2		a0400027		20155328

		20165329		ラピスセミコンダクタ宮城株式会社		16		4		200		10		0		1		2		3		4		2		a0400032		20155333

		20165331		ＵＤトラックス株式会社		57		11		430		5		3		4		5		14		5		4		a1100130		20155335

		20165332		大金運輸株式会社		47		4		67		0		3		4		5		6		3		2		a0400034		20155336

		20165333		仙都タクシー株式会社		43		4		130		5		5		4		5		6		4		2		a0400035		20155337

		20165335		仙台トヨペット株式会社		22		4		464		2		0		2		3		7		5		2		a0400037		20155338

		20165340		上野株式会社		22		4		170		2		6		2		3		7		4		2		a0400042		20155341

		20165341		株式会社ユアテック		3		4		3775		9		0		1		1		1		7		2		a0400043		20155342

		20165342		株式会社ホクエツ		21		4		832		4		10		1		2		2		5		2		a0400044		20155344

		20165344		株式会社渡辺水産		22		4		21		1		1		2		3		7		1		2		a0400046		20155346

		20165346		株式会社植松商会		22		4		90		2		3		2		3		7		3		2		a0400048		20155351

		20165348		弘進ゴム株式会社		21		4		324		3		2		1		2		2		5		2		a0400050		20155348

		20165350		株式会社ＴＴＫ		3		4		750		2		0		1		1		1		5		2		a0400052		20155350

		20165351		有限会社櫻井自動車商会		57		4		16		2		2		4		5		14		1		2		a0400053		20155352

		20165352		株式会社阿部善商店		4		4		132		1		7		1		2		2		4		2		a0400054		20155353

		20165353		東邦アセチレン株式会社		6		4		125		1		0		1		2		2		4		2		a0400055		20155354

		20165354		仙台プロパン株式会社		48		4		86		4		4		4		5		4		3		2		a0400056		20155355

		20165356		東北電機製造株式会社		12		4		310		0		1		1		2		3		5		2		a0400058		20155358

		20165357		株式会社西條設計コンサルタント		55		4		37		2		0		4		5		14		2		2		a0400059		20156963

		20165358		株式会社石巻第一自動車学校		52		4		23		2		0		4		5		13		1		2		a0400060		20155360

		20165361		みやぎ登米農業協同組合		57		4		710		0		0		4		5		14		5		2		a0400063		20156965

		20165363		伊藤ハムデイリー株式会社		4		4		944		0		0		1		2		2		5		2		a0400065		20155362

		20165364		ＮＥＣトーキン株式会社		16		4		1027		6		1		1		2		3		6		2		a0400066		20155363

		20165365		株式会社菓匠三全		4		4		660		0		0		1		2		2		5		2		a0400067		20155364

		20165367		株式会社竹内農機商会		10		4		9		0		0		1		2		3		1		2		a0400069		20155366

		20165368		株式会社日本住宅営繕仙台		2		4		8		0		0		1		1		1		1		2		a0400070		20155367

		20165370		株式会社倉元製作所		8		4		400		0		1		1		2		2		5		2		a0400072		20155368

		20165371		第一貨物株式会社		44		6		5400		250		221		4		5		6		8		2		a0600001		20155369

		20165373		社会福祉法人西川保健福祉会		51		6		104		3		2		4		5		12		4		2		a0600003		20155371

		20165374		ミクロン精密株式会社		19		6		229		4		2		1		2		3		4		2		a0600004		20155374

		20165382		株式会社エフエム山形		38		6		18		1		1		4		5		5		1		2		a0600012		20155381

		20165383		山形トヨペット株式会社		27		6		286		0		1		2		3		8		4		2		a0600013		20155382

		20165384		日東ベスト株式会社		4		6		2413		5		1		1		2		2		7		2		a0600014		20155383

		20165385		三桃食品株式会社東北工場		4		6		79		0		2		1		2		2		3		2		a0600015		20155384

		20165386		有限会社新杵屋		4		6		55		7		3		1		2		2		3		2		a0600016		20155387

		20165387		フジクラ電装株式会社		16		6		534		0		1		1		2		3		5		2		a0600017		20155388

		20165389		米沢浜理薬品工業株式会社		7		6		165		2		2		1		2		2		4		2		a0600019		20156969

		20165390		協同薬品工業株式会社		7		6		620		0		1		1		2		2		5		2		a0600020		20155391

		20165391		株式会社天童運送		44		6		27		2		1		4		5		6		1		2		a0600021		20156972

		20165392		東北パイオニア株式会社		17		6		591		2		0		1		2		3		5		2		a0600022		20155392

		20165393		沼田建設株式会社		2		6		123		1		2		1		1		1		4		2		a0600023		20155393

		20165395		株式会社ヤマムラ		2		6		92		3		6		1		1		1		3		2		a0600025		20156973

		20165396		株式会社八鍬土建		2		6		20		0		0		1		1		1		1		2		a0600026		20155395

		20165398		株式会社佐藤工務		2		6		96		1		0		1		1		1		3		2		a0600028		20155398

		20165399		十和建設株式会社		2		6		62		1		2		1		1		1		3		2		a0600029		20155400

		20165400		株式会社荘内銀行		30		6		1580		2		1		3		4		9		6		2		a0600030		20155401

		20165401		株式会社カスタムエージェント		2		6		29		2		2		1		1		1		1		2		a0600031		20155402

		20165403		株式会社エコー		21		6		199		3		10		1		2		2		4		2		a0600033		20155404

		20165405		加藤総業株式会社		22		6		47		2		4		2		3		7		2		2		a0600035		20155406

		20165406		前田製管株式会社		21		6		505		2		3		1		2		2		5		2		a0600036		20155407

		20165407		京セラクリスタルデバイス株式会社		16		6		989		1		1		1		2		3		5		2		a0600037		20155408

		20165408		アイジー工業株式会社		21		6		320		5		2		1		2		2		5		2		a0600038		20155409

		20165410		ユーキ食品株式会社		4		6		65		6		4		1		2		2		3		2		a0600040		20155411

		20165411		最上電機株式会社		16		6		24		0		0		1		2		3		1		2		a0600041		20156977

		20165413		株式会社萬国屋		50		6		154		7		3		4		5		11		4		2		a0600042		20155413











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2015年度従業員規模ウェイト係数

						部分に集計企業数を貼り付ければ自動的に算出されます

		■事業所（会社・企業）数

				※統計調査Ｈ２６年度（経済センサス）



						従業員規模		会社・企業数

						5～29人		594,036

						30～49人		67,498

						50～99人		49,987

						100～299人		32,169

						300～999人		10,133

						1000～1999人		1,927

						2000～4999人		1,091

						5000人以上		524

								757,365





		■採用状況調査回答社数 ジョウキョウ														★一旦ここに貼り付け イッタン ハ ツ

																↓

				コード		従業員規模		計 ケイ

				1		5～29人		251						５～２９人		251

				2		30～49人		187		←　ここにデータを入力 ニュウリョク				３０～４９人		187

				3		50～99人		297						５０～９９人		297

				4		100～299人		694						１００～２９９人		694

				5		300～499人		898						３００～９９９人		898

				6		500～999人								１０００～１９９９人		323

				7		1000～1999人		323						２０００～４９９９人		210

				8		2000～4999人		210						５０００人以上		122

				9		5000人以上		122								2982

						計		2982

								↓5＋6

				コード		従業員規模		計 ケイ

				1		5～29人		251

				2		30～49人		187								　

				3		50～99人		297

				4		100～299人		694

				5＋6		300～999人		898

				7		1000～1999人		323

				8		2000～4999人		210

				9		5000人以上		122

						計		2982

																↓重要（WB係数） ジュウヨウ ケイスウ

		■ＷＢ値算出

																【ＷＢ値】

						従業員規模		計 ケイ		会社・企業数						計 ケイ

						5～29人		251		594,036						2366.68

						30～49人		187		67,498						360.95

						50～99人		297		49,987				⇒		168.31

						100～299人		694		32,169				ＷＢ値算出		46.35

						300～999人		898		10,133						11.28

						1000～1999人		323		1,927						5.97

						2000～4999人		210		1,091						5.20

						5000人以上		122		524						4.30

						計		2982		757,365





分類コード表

		タイトル		分類CD ブンルイ		LBL		内容 ナイヨウ

		業種別（小分類） ベツ		1		農林・水産・鉱業		1

				2		総合工事業 ソウゴウ コウジ ギョウ		2

				3		設備工事業・職別工事業（大工、とび、左官、石工など） セツビ コウジ ギョウ ショク ベツ コウジ ギョウ ダイク サカン イシ コウ		3

				4		食品		4

				5		繊維		5

				6		化学・紙・石油		6

				7		医薬・化粧品		7

				8		ゴム・ガラス・セラミックス		8

				9		鉄鋼・非鉄金属・金属		9

				10		機械・プラント・エンジニアリング		10

				11		総合電機 ソウゴウ デンキ		11

				12		重電・産業用電気機器 ジュウデン サンギョウヨウ デンキ キキ		12

				13		コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連 ツウシン キキ キキ カンレン		13

				14		家電・ＡＶ機器 カデン キキ		14

				15		ゲーム・アミューズメント機器 キキ		15

				16		半導体・電子・電気部品 ハンドウタイ デンシ デンキ ブヒン		16

				17		その他の電気機械器具製造業 タ デンキ キカイ キグ セイゾウギョウ		17

				18		自動車・鉄道・航空機等製造・同部品製造 ジドウシャ テツドウ コウクウキ ナド セイゾウ ドウ ブヒン セイゾウ		18

				19		精密機械器具製造業 キカイ キグ セイゾウギョウ		19

				20		印刷関連		20

				21		その他の製造業 セイゾウギョウ		21

				22		商社		22

				23		百貨店		23

				24		スーパー・ＤＩＹ・生活協同組合		24

				25		専門店（複合）		25

				26		専門店（洋装品・呉服）		26

				27		専門店（自動車関連）		27

				28		専門店（電気製品）		28

				29		専門店（カメラ・メガネ・貴金属・皮革・スポーツ用品・楽器・その他）		29

				30		銀行 ギンコウ		30

				31		信託銀行		31

				32		労働金庫・信用金庫・信用組合		32

				33		証券		33

				34		生命保険・損害保険		34

				35		クレジット		35

				36		その他金融（投資業・ベンチャーキャピタル・消費者金融・その他） タ キンユウ トウシ ギョウ ショウヒシャ キンユウ タ		36

				37		通信		37

				38		放送業 ギョウ		38

				39		情報サービス・調査業（ソフトウエア業、情報処理、コンピュータ修理など） ジョウホウ チョウサ ギョウ ギョウ ジョウホウ ショリ シュウリ		39

				40		インターネット付随サービス業 フズイ ギョウ		40

				41		映像・音声・文字情報制作業（映画・ビデオ・テレビ番組など）		41

				42		不動産		42

				43		鉄道・道路旅客運送業 テツドウ ドウロ リョキャク ウンソウギョウ		43

				44		道路貨物運送業 ドウロ カモツ ウンソウギョウ		44

				45		倉庫業 ソウコ ギョウ		45

				46		旅行業および運輸に付帯するサービス業 リョコウギョウ ウンユ フタイ ギョウ		46

				47		海運・航空・その他の運輸業 カイウン コウクウ タ ウンユギョウ		47

				48		電力・ガス・水道・エネルギー		48

				49		飲食店 インショク テン		49

				50		旅館・ホテル・レジャー リョカン		50

				51		医療・福祉 イリョウ フクシ		51

				52		教育・学習支援 キョウイク ガクシュウ シエン		52

				53		物品賃貸業 ブッピン チンタイ ギョウ		53

				54		広告代理店 コウコク ダイリテン		54

				55		専門サービス業（法律事務所、税務事務所、デザイン業）		55

				56		その他の事業サービス業（理美容関連、消毒、ビルメンテナンス）		56

				57		その他のサービス業（自動車整備業、機械等修理業）		57

				58		その他		58

		業種別（中分類） ベツ		1		建設業		2～3

				2		製造業（機械以外） キカイ イガイ		4～9/20～21

				3		機械器具製造業 キカイ キグ セイゾウギョウ		10～19

				4		電気・ガス・熱供給・水道業		48

				5		情報通信業		37～41

				6		運輸業		43～47

				7		卸売業		22

				8		小売業 コウリギョウ		23～29

				9		金融・保険業		30～36

				10		不動産業		42

				11		飲食店・宿泊業		49～50

				12		医療・福祉		51

				13		教育・学習支援業		52

				14		サービス業（他に分類されないもの）		53～57

				15		その他 タ		1,58

		業種別（大分類：4区分） ベツ クブン		1		製造業		01～21

				2		流通業 ギョウ		22～29

				3		金融業 ギョウ		30～36

				4		サービス・情報業 ギョウ		37～57

		業種別（大分類：5区分） ベツ クブン		1		建設業		1～3

				2		製造業		4～21

				3		流通業 ギョウ		22～29

				4		金融業 ギョウ		30～36

				5		サービス・情報業 ギョウ		37～57

		地域別		1		北海道		01

				2		東北		02～07

				3		北関東		08～10

				4		首都圏		11～14

				5		北陸・甲信越		15～20

				6		中部・東海		21～24

				7		京阪神		26～28

				8		近畿		25、29、30

				9		中国		31～35

				10		四国		36～39

				11		九州		40～47

		従業員規模別		1		５～２９人 ニン		5～29

				2		３０～４９人 ニン		30～49

				3		５０～９９人 ニン		50～99

				4		１００～２９９人 ニン		100～299

				5		３００～９９９人 ニン		300～999

				6		１０００～１９９９人 ニン		1000～1999

				7		２０００～４９９９人 ニン		2000～4999

				8		５０００人以上 ニン イジョウ		5000～





増減率2015(検証)

		2015年度中途採用実績対前年増減率の検証（参考値） ネンド チュウト サイヨウ ジッセキ タイ ゼンネン ゾウゲン リツ ケンショウ サンコウ アタイ





		■2015年度の中途採用実績（対前年増減率）



						2015年度 ネンド				2015年度 ネンド		2015年度 ネンド				2015年度 ネンド				2015年度 ネンド

						報告書より ホウコクショ		再抽出 サイチュウシュツ		報告書より ホウコクショ		報告書(再計算) ホウコクショ サイケイサン		再計算 サイ ケイサン		報告書より ホウコクショ		再計算 サイケイサン		報告書より ホウコクショ		再計算 サイケイサン

						社　数 シャ スウ		社　数 シャ スウ		中途採用増減率 チュウト サイヨウ ゾウゲン リツ		中途採用増減率 チュウト サイヨウ ゾウゲン リツ		中途採用増減率 チュウト サイヨウ ゾウゲン リツ		【参考】1社当たり
中途採用人数（人） サンコウ シャ ア チュウト サイヨウ ニンズウ ヒト

																2014年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2015年度 ネンド

		全　体				3030		2982		0.5%		0.8%		-1.6%		1.28		1.29		1.29		1.27

		規模別		５～２９９人		1443		1429		-3.2%		-3.5%		-4.0%		1.14		1.13		1.10		1.08

				３００～９９９人		916		898		23.2%		23.3%		11.1%		6.31		6.44		7.78		7.15

				１０００～４９９９人		546		533		12.6%		12.6%		7.3%		17.55		18.47		19.76		19.82

				５０００人以上		125		122		18.1%		17.6%		36.0%		32.71		33.78		38.47		45.94

		業種別		建設業		221		218		-3.5%		-3.4%		-3.1%		1.16		1.15		1.12		1.11

				機械器具製造業		428		423		8.7%		8.9%		7.3%		1.35		1.35		1.47		1.45

				その他製造業		632		620		-7.7%		-7.6%		-6.9%		1.31		1.29		1.21		1.20

				情報通信業		202		198		2.8%		2.9%		1.4%		1.40		1.48		1.44		1.50

				運輸業		165		164		21.4%		21.8%		20.7%		1.56		1.57		1.90		1.89

				卸売業		318		315		-15.7%		-15.7%		-15.9%		1.27		1.25		1.07		1.05

				小売業		266		262		31.3%		31.3%		29.6%		0.99		1.00		1.30		1.30

				金融・保険業		236		230		-5.1%		-5.5%		-34.1%		1.10		1.51		1.04		1.00

				不動産業		53		52		2.7%		2.5%		-2.9%		1.61		1.67		1.65		1.63

				飲食店・宿泊業		104		104		5.5%		5.7%		5.3%		1.40		1.40		1.48		1.47

				医療・福祉		82		81		-8.4%		-8.2%		-2.9%		2.31		2.30		2.12		2.23

				その他サービス業		224		216		1.9%		1.6%		-3.6%		1.25		1.24		1.27		1.20

		※増減率は「(2015年度-2014年度)/2014年度」の値（％）としています アタイ

		※H列ならびにJ列の値は2015年度報告書より引用のため小数点は第２位まで有効 レツ レツ アタイ ネンド ホウコクショ インヨウ ショウスウテン ダイ クライ ユウコウ
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2015年度の中途採用実績に占める未経験者の比率

中途採用実態調査

2015年度の中途採用（正規社員）実績に占める未経験者の比率を見ると、全体では39.8%が未経験者である。

従業員規模別に見ると、規模が小さくなるにつれて未経験者の比率が高まり、5000人以上では12.3 %にすぎないのが、

5～299人企業では42.9%となっている。

業種別に見ると、未経験者の比率が高いのは、建設業（58.5%）、その他サービス業（46.6%）、その他製造業（44.3%）な

どである。一方、未経験者の比率が低いのは、医療・福祉（26.2%）、金融・保険業（27.6%）などである。正規社員の採用に

おいては、建設業、医療・福祉、金融・保険業はともに資格や実務経験が必要となる職種が多く、未経験者の採用比率

が少ないと想定されるが、建設業では人手不足が深刻であり未経験者も含めて採用し、自社で育成していることがうか

がえる。

■2015年度の中途採用実績に占める未経験者の比率

注）集計は、中途採用を実施した企業、実施しなかった企業を含んでおり、1人当たりの人数は

採用を実施していない企業を含んだ社数で平均を算出

注）従業員規模によってウェイトバックした値を掲載している

39.8%

未経験者の

中途採用

1社あたり
中途採用
人数（人）

1社あたり
未経験者の
中途採用
人数（人）

4204 39.8% 1.33 0.53

5～299人 2009 42.9% 1.15 0.49

300～999人 1218 27.0% 8.03 2.17

1000～4999人 782 19.2% 19.31 3.71

5000人以上 195 12.3% 46.65 5.76

建設業 317 58.5% 0.94 0.55

機械器具製造業 594 35.3% 1.56 0.55

その他製造業 862 44.3% 1.15 0.51

情報通信業 283 33.3% 1.71 0.57

運輸業 227 30.4% 2.14 0.65

卸売業 408 37.8% 1.19 0.45

小売業 376 42.6% 1.22 0.52

金融・保険業 295 27.6% 1.23 0.34

不動産業 79 43.7% 1.90 0.83

飲食店・宿泊業 152 31.5% 1.46 0.46

医療・福祉 148 26.2% 2.52 0.66

その他サービス業 322 46.6% 1.33 0.62

規
模
別

業
種
別

社数
未経験者

比率

【参考】

全　　体
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中途採用実態調査

2015年度下半期 中途採用における応募者の集めやすさ

2015年度下半期における中途採用の応募の集めやすさは、「集めにくかった」が40.6%と、「集めやすかった」（4.2%）を

大きく上回っている。また、「変わらない」は38.9%となっている。過去3年を比較すると、2015年度下半期の「集めにくかった」

は2014年度下半期の41.7％より微減である一方、「変わらない」が微増となっている。応募者の集めにくい状況が続いてお

り、高止まりの状況と言える。

従業員規模別に見ると、5～299人企業において、「集めにくかった」が他の規模よりもやや高い。

業種別に見ると、飲食店・宿泊業（52.6%）、医療・福祉（49.6%）、不動産業（49.1%）において「集めにくかった」が他の業種よ

りも高い一方、金融・保険業（24.3%）において「集めにくかった」が他の業種よりも低い。

■中途採用における応募者の集めやすさ 経年比較（同時期）

■2015年度下半期 中途採用における応募者の集めやすさ

注）2015年度下半期（2015年10月～2016年3月）において、中途採用を実施した企業を集計対象とした

6.4%
4.4% 4.2%

40.3%

36.8% 39.0%36.5%

41.7%
40.6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2013年度

下半期

2014年度

下半期

2015年度

下半期

集めやす

かった

変わらない

集めにく

かった

社数
集めやす
かった

変わらない
集めにく
かった

わからない
その他・
無回答

2915 4.2% 39.0% 40.6% 15.8% 0.4%

5～299人 1214 4.4% 37.8% 43.2% 14.3% 0.3%

300～999人 843 4.2% 40.8% 39.6% 14.8% 0.6%

1000～4999人 673 4.3% 37.9% 38.2% 19.3% 0.2%

5000人以上 185 3.2% 42.7% 36.2% 16.8% 1.0%

建設業 217 2.8% 42.9% 42.4% 11.5% 0.5%

機械器具製造業 488 3.7% 40.6% 38.5% 17.0% 0.2%

その他製造業 597 5.0% 38.9% 37.4% 18.4% 0.4%

情報通信業 205 2.9% 34.1% 42.0% 19.5% 1.5%

運輸業 163 3.7% 39.3% 45.4% 11.0% 0.6%

卸売業 263 4.2% 43.7% 38.8% 12.9% 0.4%

小売業 229 5.7% 35.8% 41.5% 17.0% -

金融・保険業 140 4.3% 45.7% 24.3% 25.7% -

不動産業 57 5.3% 29.8% 49.1% 15.8% -

飲食店・宿泊業 116 3.4% 33.6% 52.6% 10.3% -

医療・福祉 141 2.1% 41.8% 49.6% 5.7% 0.7%

教育・学習支援業 30 3.3% 46.7% 33.3% 16.7% - 

その他サービス業 231 6.1% 32.9% 45.0% 15.2% 0.9%

全　　体

規
模
別

業
種
別



(C)2016 Recruit Holdings Co.,Ltd. Recruit Works Institute All Rights Reserved.6

66.1%
63.1%

58.7%

33.6%
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中途採用実態調査

2015年度下半期 中途採用における確保状況

2015年度下半期の中途採用（正規社員）において、人数を「確保できなかった」と回答した企業が40.3%と、過去3年の同時

期と比べて最も高くなっている。

従業員規模別に見ると、人数を「確保できなかった」の割合は大きく変わらないが、5～299人において他の規模よりも、割

合が高い。

業種別に見ると、人数を「確保できなかった」の割合が高いのは、医療・福祉（51.8%）、飲食店・宿泊業（50.9%）、建設業

（49.3%）などであり、人手不足がより深刻な業界において、正規社員の中途採用も厳しい状況がうかがえる。

■中途採用における人員確保状況 経年比較

■2015年度下半期 中途採用における人員確保状況

注）2015年度下半期（2015年10月～2016年3月）において、中途採用を実施した企業を集計対象とした

社数 確保できた
確保できな
かった

無回答

2915 58.7% 40.3% 1.0%

5～299人 1214 57.0% 42.5% 0.5%

300～999人 843 60.4% 38.4% 1.2%

1000～4999人 673 59.7% 38.9% 1.3%

5000人以上 185 57.3% 39.5% 3.2%

建設業 217 50.2% 49.3% 0.5%

機械器具製造業 488 57.2% 42.2% 0.6%

その他製造業 597 65.0% 34.0% 1.0%

情報通信業 205 50.2% 47.3% 2.4%

運輸業 163 49.7% 48.5% 1.8%

卸売業 263 73.0% 26.6% 0.4%

小売業 229 56.8% 42.8% 0.4%

金融・保険業 140 67.9% 32.1% - 

不動産業 57 68.4% 28.1% 3.5%

飲食店・宿泊業 116 48.3% 50.9% 0.9%

医療・福祉 141 47.5% 51.8% 0.7%

教育・学習支援業 30 70.0% 30.0% - 

その他サービス業 231 57.1% 40.7% 2.2%

全　　体

規
模
別

業
種
別



(C)2016 Recruit Holdings Co.,Ltd. Recruit Works Institute All Rights Reserved.7

中途採用実態調査

2015年度 新卒・中途採用実績比率

2015年度の採用において、新卒採用（大学生・大学院生）と中途採用（正規社員）の実績人数の比率を見ると、新卒採

用は33.5%となっており、正規社員の採用のうちおよそ3割は新卒採用によって確保している。

従業員規模別にみると、規模が小さくなるにつれ、中途採用比率が高まり、300人以上企業においては3割から4割程度

であるが、5～299人企業においては79.3%となっており、中小企業ほど中途採用を中心にしていると言える。

業種別にみると、中途採用比率が高いのは、医療・福祉（91.6%）、運輸業（84.3%）、建設業（77.0%）、その他サービス業

（76.9%）などである。資格などの専門性が求められる業界において中途採用比率が高い。その一方、新卒採用比率が高

いのは金融・保険業（新卒採用比率68.3%）であり、自社内での育成体制がよりしっかりしているだけでなく、新卒採用にお

いて採用力が比較的高いことがその背景にあるといえる。

■2015年度 新卒・中途採用実績比率

注）新卒採用は大学生・大学院生（2016年卒）、中途採用は正規社員を対象とした人数である

注）集計は、新卒採用・中途採用を実施した企業、実施しなかった企業を含んでおり、1人当たりの人数は

採用を実施していない企業を含んだ社数で平均を算出

注）従業員規模によってウェイトバックした値を掲載している

1社あたり

新卒採用人数

（人）

1社あたり

中途採用人数

（人）

4204 33.5% 66.5% 0.67 1.33

5～299人 2009 20.7% 79.3% 0.30 1.15

300～999人 1218 58.7% 41.3% 11.39 8.03

1000～4999人 782 64.9% 35.1% 35.69 19.31

5000人以上 195 71.6% 28.4% 117.71 46.65

建設業 317 23.0% 77.0% 0.28 0.94

機械器具製造業 594 43.3% 56.7% 1.19 1.56

その他製造業 862 37.2% 62.8% 0.68 1.15

情報通信業 283 48.8% 51.2% 1.63 1.71

運輸業 227 15.7% 84.3% 0.40 2.14

卸売業 408 34.6% 65.4% 0.63 1.19

小売業 376 37.1% 62.9% 0.72 1.22

金融・保険業 295 68.3% 31.7% 2.65 1.23

不動産業 79 25.2% 74.8% 0.64 1.90

飲食店・宿泊業 152 24.4% 75.6% 0.47 1.46

医療・福祉 148 8.4% 91.6% 0.23 2.52

その他サービス業 322 23.1% 76.9% 0.40 1.33

中途

採用比率

【参考】

全　　体

規

模

別

業

種

別

社数
新卒

採用比率


中途経年比較

		●採用実施の有無 サイヨウジッシウム

						実施した		実施しなかった		無回答

		2013年上半期 ネンカミハンキ		4931		56.2		43.8		0

		2013年下半期 ネンシモハンキ		4598		59.9		39.9		0.3

		2014年上半期 ネンカミハンキ		4618		59.6		40.3		0.1

		2014年下半期 ネンシモハンキ		4127		63.8		36.1		0.2

		2015年上半期 ネンカミハンキ		4794		62.1		37.6		0.3

		●人手不足 ヒトデフソク

						確保できた		確保できなかった		無回答

		2013年上半期 ネンカミハンキ		2769		63.4		35.9		0.7

		2013年下半期 ネンシモハンキ		2752		66.1		33.6		0.3

		2014年上半期 ネンカミハンキ		2751		55.9		41.8		2.3

		2014年下半期 ネンシモハンキ		2631		63.1		36.4		0.5

		2015年上半期 ネンカミハンキ		2978		51.9		46.7		1.4

		●採用目的 サイヨウモクテキ

				自社の業績の変動により人材が必要となったため		新事業や新規出店により人材が必要となったため		欠員補充のため		その他		無回答

		2013年上半期 ネンカミハンキ		41.7		24.3		62.0		10.5		0.1

		2013年下半期 ネンシモハンキ		42.0		24.1		65.0		10.6		0.1

		2014年上半期 ネンカミハンキ		42.6		24.6		65.0		9.4		0.1

		2014年下半期 ネンシモハンキ		43.0		24.7		66.0		8.2		0.1

		2015年上半期 ネンカミハンキ		39.6		25.1		70.4		7.4		0.2

		●採用しやすさ サイヨウ

				集めやすかった		変わらない		集めにくかった		わからない		その他		無回答

		2013年上半期 ネンカミハンキ		6.3		44.6		28.8		19.1		1.1		0.1

		2013年下半期 ネンシモハンキ		6.4		40.3		36.5		16.3		0.3		0.2

		2014年上半期 ネンカミハンキ		4.8		36.3		39.1		19.2		0.4		0.2

		2014年下半期 ネンシモハンキ		4.4		36.8		41.7		16.4		0.6		0.1

		2015年上半期 ネンカミハンキ		3.9		38.9		38.8		17.3		0.8		0.3

		●行ったこと オコナ

				未経験者も採用対象とした		給与などの処遇条件を高めた		経験・スキルの基準を下げた		対象年齢の幅を広げた		どれもしていない		無回答

		2013年上半期 ネンカミハンキ		41.8		11.3		15.2		25.9		32.2		1.2

		2013年下半期 ネンシモハンキ		39.1		10.2		16.4		25.1		35.6		1.0

		2014年上半期 ネンカミハンキ		44.0		13.4		20.1		28.6		28.7		0.7

		2014年下半期 ネンシモハンキ		44.2		13.8		18.9		27.7		30.2		0.7

		2015年上半期 ネンカミハンキ		41.3		13.9		22.0		27.7		35.2		0.4





経年比較グラフ１

		

				応募者の集めやすさ オウボシャアツ

						社数 シャスウ		集めやす
かった		変わらない		集めにく
かった		わからない		その他・
無回答 タムカイトウ

				2013年上半期 ネンカミハンキ		2769		630.0%		4460.0%		2880.0%		1910.0%		120.0%

				2013年下半期 ネンシモハンキ		2752		640.0%		4030.0%		3650.0%		1630.0%		60.0%

				2014年上半期 ネンカミハンキ		2751		480.0%		3630.0%		3910.0%		1920.0%		60.0%

				2014年下半期 ネンシモハンキ		2631		440.0%		3680.0%		4170.0%		1640.0%		70.0%

				2015年上半期 ネンカミハンキ		2978		390.0%		3890.0%		3880.0%		1730.0%		110.0%

				2015年下半期 ネンシタハンキ		2915		420.0%		3900.0%		4060.0%		1580.0%		40.0%

				2013年
上半期 ネンカミハンキ

				2013年
下半期 ネンシモハンキ

				2014年
上半期 ネンカミハンキ

				2014年
下半期 ネンシモハンキ

				2015年
上半期 ネンカミハンキ

				2015年
下半期 ネンシモハンキ

				中途採用における人数の確保状況 チュウトサイヨウニンズウカクホジョウキョウ

						社数 シャスウ		確保できた		確保できなかった		無回答 ムカイトウ

				2013年上半期 ネンカミハンキ		2769		6340.0%		3590.0%		70.0%

				2013年下半期 ネンシモハンキ		2752		6610.0%		3360.0%		30.0%

				2014年上半期 ネンカミハンキ		2751		5590.0%		4180.0%		230.0%

				2014年下半期 ネンシモハンキ		2631		6310.0%		3640.0%		50.0%

				2015年上半期 ネンカミハンキ		2978		5190.0%		4670.0%		140.0%

				2015年下半期 ネンシモハンキ		2915		5870.0%		4030.0%		140.0%





経年比較グラフ１

		



集めやす
かった

変わらない

集めにく
かった



経年比較グラフ２

		



確保できた

確保できなかった



増減率

		

				応募者の集めやすさ オウボシャアツ

						社数 シャスウ		集めやす
かった		変わらない		集めにく
かった		わからない		その他・
無回答 タムカイトウ

				2013年下半期 ネンシモハンキ		2752		640.0%		4030.0%		3650.0%		1630.0%		60.0%

				2014年下半期 ネンシモハンキ		2631		440.0%		3680.0%		4170.0%		1640.0%		70.0%

				2015年下半期 ネンシタハンキ		2915		420.0%		3900.0%		4060.0%		1580.0%		40.0%

				2013年度
下半期 ネンドシモハンキ

				2014年度
下半期 ネンドシモハンキ

				2015年度
下半期 ネンドシモハンキ

				中途採用における人数の確保状況 チュウトサイヨウニンズウカクホジョウキョウ

						社数 シャスウ		確保できた		確保できなかった		無回答 ムカイトウ

				2013年下半期 ネンシモハンキ		2752		6610.0%		3360.0%		30.0%

				2014年下半期 ネンシモハンキ		2631		6310.0%		3640.0%		50.0%

				2015年下半期 ネンシモハンキ		2915		5870.0%		4030.0%		140.0%





増減率

		



集めやす
かった

変わらない

集めにく
かった



未経験比率

		



確保できた

確保できなかった



新卒中途

		

						社数 シャスウ		2015年度
中途採用
増減率 ネンドチュウトサイヨウゾウゲンリツ		【参考】1社当たり
中途採用人数（人） サンコウシャアチュウトサイヨウニンズウニン

										2014年度 ネンド		2015年度 ネンド								1.28		1.2822956943						1.0017935112

		全　　体 ゼンカラダ				3030		0.5%		1.28		1.29								689545		686987.11		535747.81				-0.0037095331

		規模別 キボベツ		5～299人 ニン		1443		-3.2%		1.14		1.10						1		599550.6		580187.3		526,093				-0.0322963566

				300～999人 ニン		916		23.2%		6.31		7.78						2		47019.86		57909.99		7,447.08				0.2316070273

				1000～4999人 ニン		546		12.6%		17.55		19.76						3		33814.79		38069.57		1,926.48				0.1258260069

				5000人以上 ニンイジョウ		125		18.1%		32.71		38.47						4		9159.75		10820.25		281.25				0.1812822402

		業種別 ギョウシュベツ		建設業		221		-3.5%		1.16		1.12

				機械器具製造業		428		8.7%		1.35		1.47

				その他製造業 タ		632		-7.7%		1.31		1.21						1		1.13963		1.10282		526,093				-0.032299957

				情報通信業		202		2.8%		1.40		1.44						2		6.31386		7.7762		7,447.08				0.2316079229

				運輸業		165		21.4%		1.56		1.90						3		17.5526		19.7612		1,926.48				0.1258275127

				卸売業		318		-15.7%		1.27		1.07						4		32.568		38.472		281.25				0.1812822402

				小売業		266		31.3%		0.99		1.30

				金融・保険業		236		-5.1%		1.10		1.04						1		1.16257		1.12		73,620.90				-0.0352064822

				不動産業		53		2.7%		1.61		1.65						3		1.35269		1.47011		40,349.20				0.0868048112

				飲食店・宿泊業		104		5.5%		1.40		1.48						2		1.30831		1.20815		83,574.10				-0.0765567794

				医療・福祉		82		-8.4%		2.31		2.12						5		1.40043		1.44027		30,922.30				0.0284484051

				その他サービス業 タ		224		1.9%		1.25		1.27						6		1.56308		1.89712		29,521.10				0.2137062722

																		7		1.26765		1.06851		64,287.70				-0.157093835

																		8		0.993179		1.30431		31,591.40				0.3132677997

																		9		1.39988		1.04358		27,593.80				-0.2545218162

																		10		1.60965		1.65346		18,497.20				0.0272170969

																		11		1.40108		1.4779		16,132				0.0548291318

																		12		2.30923		2.11549		15,337.80				-0.0838980959

								1		3708		3685		1,443				14		1.24565		1.26909		70,358.50				0.0188174848

								2		5783.5		7123		916.00

								3		10072.5		11484.5		546.00

								4		4071		4809		125

														3,030						1		5.55204		5.17873		221

																				3		8.0993		10.1542		428

																				2		5.59731		5.85997		632

																				5		8.59653		9.02475		202

																				6		14.3091		14.6091		165

																				7		6.0173		5.16038		318

																				8		9.13534		10.9549		266

																				9		3.39619		6.66525		236

																				10		9.06604		6.98113		53

																				11		16.7981		15.2019		104

																				12		12.8171		13.2378		82

																				14		11.3571		18.6808		224





地域

		Ｑ５　中途採用　２０１５年度採用実績人数＜総数＝採用実績不能票（数値以外）を基数より除外＞																						Ｑ５　中途採用　２０１５年度採用実績人数＜総数＝採用実績不能票（数値以外）を基数より除外＞

		*** ウェイトバック：従業員規模別 ***																						*** ウェイトバック：従業員規模別 ***

																																												社数 シャスウ		未経験者
比率 ミケイケンシャヒリツ		【参考】 サンコウ

								サンプル数		総　数		２０１５採用実績人数計		１社当たり２０１５採用実績人数		２０１５採用実績人数（うち未経験者）		１社当たり２０１５採用実績人数（うち未経験者）												サンプル数				１社当たり２０１５採用実績人数		１社当たり２０１５採用実績人数（うち未経験者）												1社あたり
中途採用
人数（人） シャチュウトサイヨウニンズウニン		1社あたり
未経験者の
中途採用
人数（人） シャミケイケンシャチュウトサイヨウニンズウニン

						全　体		4204		100		-		1.33		-		0.53		39.8%								全　体		4204		0.3984962406		1.33		0.53				全　　体 ゼンカラダ				4204		39.8%		1.33		0.53				39.8%		60.2%

										754302		1003997				400084																								規模別 キボベツ		5～299人 ニン		2009		42.9%		1.15		0.49

		業種別（大分類：4区分）				製造業		1792		304030		343781		1.13		158732		0.52		46.0%				業種別（中分類）				建設業		317		0.585106383		0.94		0.55						300～999人 ニン		1218		27.0%		8.03		2.17

						流通業		784		136360		163679		1.2		64225		0.47		39.2%								機械器具製造業		594		0.3525641026		1.56		0.55						1000～4999人 ニン		782		19.2%		19.31		3.71

						金融業		295		28176		34702		1.23		9622		0.34		27.6%								製造業（機械以外）		862		0.4434782609		1.15		0.51						5000人以上 ニンイジョウ		195		12.3%		46.65		5.76

						サービス・情報業		1309		273117		449435		1.65		164997		0.6		36.4%								情報通信業		283		0.3333333333		1.71		0.57				業種別 ギョウシュベツ		建設業		317		58.5%		0.94		0.55

						無回答		-		-		-		-		-		-										運輸業		227		0.3037383178		2.14		0.65						機械器具製造業		594		35.3%		1.56		0.55

		業種別（大分類：5区分）				建設業		336		138478		130544		0.94		72661		0.52		55.3%								卸売業		408		0.3781512605		1.19		0.45						その他製造業 タ		862		44.3%		1.15		0.51

						製造業		1456		165552		213237		1.29		86072		0.52		40.3%								小売業		376		0.4262295082		1.22		0.52						情報通信業		283		33.3%		1.71		0.57

						流通業		784		136360		163679		1.2		64225		0.47		39.2%								金融・保険業		295		0.2764227642		1.23		0.34						運輸業		227		30.4%		2.14		0.65

						金融業		295		28176		34702		1.23		9622		0.34		27.6%								不動産業		79		0.4368421053		1.9		0.83						卸売業		408		37.8%		1.19		0.45

						サービス・情報業		1309		273117		449435		1.65		164997		0.6		36.4%								飲食店・宿泊業		152		0.3150684932		1.46		0.46						小売業		376		42.6%		1.22		0.52

						無回答		-		-		-		-		-		-										医療・福祉		148		0.2619047619		2.52		0.66						金融・保険業		295		27.6%		1.23		0.34

		業種別（中分類）				建設業		317		126856		119094		0.94		69752		0.55		58.5%								教育・学習支援業		62		0.4428571429		0.7		0.31						不動産業		79		43.7%		1.90		0.83

						製造業（機械以外）		862		111170		128255		1.15		56222		0.51		44.3%								サービス業（他に分類されないもの）		322		0.4661654135		1.33		0.62						飲食店・宿泊業		152		31.5%		1.46		0.46

						機械器具製造業		594		54382		84982		1.56		29850		0.55		35.3%								その他		43		0.2244897959		0.98		0.22						医療・福祉		148		26.2%		2.52		0.66

						情報通信業		283		36952		63367		1.71		21158		0.57		33.3%								５～９９人		1017				1.02		0.46						その他サービス業 タ		322		46.6%		1.33		0.62

						運輸業		227		43106		92072		2.14		27873		0.65		30.4%				従業員規模別②				１００～２９９人		992				4.18		1.38

						卸売業		408		87554		104210		1.19		39010		0.45		37.8%										2009		0.4294374445		1.1510642143		0.4943100746

						小売業		376		48805		59470		1.22		25214		0.52		42.6%								３００～９９９人		1218		0.2702366127		8.03		2.17

						金融・保険業		295		28176		34702		1.23		9622		0.34		27.6%								１０００～４９９９人		782		0.1921284309		19.31		3.71

						不動産業		79		20709		39283		1.9		17185		0.83		43.7%								５０００人以上		195		0.1234726688		46.65		5.76

						飲食店・宿泊業		152		22277		32477		1.46		10290		0.46		31.5%								１０００人未満　計		3227				1.24		0.52

						医療・福祉		148		31925		80410		2.52		21075		0.66		26.2%								１０００人以上　計		977				23.09		3.99

						教育・学習支援業		62		12256		8624		0.7		3779		0.31		44.3%

						サービス業（他に分類されないもの）		322		97406		129952		1.33		60794		0.62		46.6%

						その他		43		24241		23849		0.98		5417		0.22		22.4%

						製造業　計		1456		165552		213237		1.29		86072		0.52

		地域別				北海道		189		61110		70706		1.16		28132		0.46		39.7%

						東北		213		66352		70417		1.06		35699		0.54		50.9%

						北関東		151		38378		45001		1.17		13582		0.35		29.9%

						首都圏		1618		203916		356749		1.75		118630		0.58		33.1%

						北陸・甲信越		260		54162		58610		1.08		30882		0.57		52.8%

						中部・東海		470		65372		82348		1.26		37685		0.58		46.0%

						京阪神		605		80929		125845		1.56		50766		0.63		40.4%

						近畿		49		10241		9029		0.88		2726		0.27		30.7%

						中国		198		47207		50288		1.07		22159		0.47		43.9%

						四国		171		54119		59290		1.1		24713		0.46		41.8%

						九州		280		72516		75713		1.04		35110		0.48		46.2%

						無回答		-		-		-		-		-		-

		従業員規模別①				５～２９人		375		594036		497406		0.84		218605		0.37

						３０～４９人		241		66942		103747		1.55		51248		0.77

						５０～９９人		401		49129		121169		2.47		53479		1.09

						１００～２９９人		992		31378		131175		4.18		43192		1.38

						３００～９９９人		1218		9657		77575		8.03		20956		2.17

						１０００～１９９９人		454		1767		22863		12.94		5431		3.07

						２０００～４９９９人		328		954		29690		31.11		4659		4.88

						５０００人以上		195		437		20371		46.65		2514		5.76

						１０００人未満　計		3227		751143		931073		1.24		387481		0.52

						１０００人以上　計		977		3158		72924		23.09		12604		3.99

						無回答		-		-		-		-		-		-

		従業員規模別②				５～９９人		1017		710108		722323		1.02		323332		0.46

						１００～２９９人		992		31378		131175		4.18		43192		1.38

										741486		853498		1.1511		366524		0.4943		42.9%

						３００～９９９人		1218		9657		77575		8.03		20956		2.17		27.0%

						１０００～４９９９人		782		2722		52553		19.31		10090		3.71		19.2%

						５０００人以上		195		437		20371		46.65		2514		5.76		12.3%

						１０００人未満　計		3227		751143		931073		1.24		387481		0.52

						１０００人以上　計		977		3158		72924		23.09		12604		3.99





地域

		





確保

		Ｑ５　中途採用　２０１５年度採用実績人数＜総数＝採用実績不能票（数値以外）を基数より除外＞

		*** ウェイトバック：従業員規模別 ***

		新卒 シンソツ																																												社数 シャスウ		新卒
採用比率 シンソツサイヨウヒリツ		中途
採用比率 チュウトサイヨウヒリツ		【参考】 サンコウ

								サンプル数		総　数		大学・大学院（計）		大学・大学院（計）（平均）				中途（平均） チュウトヘイキン				新卒 シンソツ		中途 チュウト						サンプル数		新卒 シンソツ		中途 チュウト		新卒 シンソツ		１社当たり２０１５採用実績人数														1社あたり
新卒採用人数
（人） シャシンソツサイヨウニンズウニン		1社あたり
中途採用人数
（人） シャチュウトサイヨウニンズウニン

						全　体		4298		100		-		0.67				1.33				33.5%		66.5%				全　体		4204		29.4%		70.6%		0.55		1.33				全　　体 ゼンカラダ				4204		33.5%		66.5%		0.67		1.33

										757365		507896.7				417405																										規模別 キボベツ		5～299人 ニン		2009		20.7%		79.3%		0.30		1.15

		業種別（中分類）				建設業		323		125286.9		34527.4		0.28		5164		0.94				23.0%		77.0%				製造業		1792								1.13						300～999人 ニン		1218		58.7%		41.3%		11.39		8.03

						製造業（機械以外）		880		113606.7		77410.2		0.68		5202		1.56				30.4%		69.6%				流通業		784								1.2						1000～4999人 ニン		782		64.9%		35.1%		35.69		19.31

						機械器具製造業		612		53649.6		63804.6		1.19		4999		1.15				50.9%		49.1%				金融業		295								1.23						5000人以上 ニンイジョウ		195		71.6%		28.4%		117.71		46.65

						電気・ガス・熱供給・水道業		36		8686.3		2897.2		0.33		3874		1.71				16.2%		83.8%				サービス・情報業		1309								1.65				業種別 ギョウシュベツ		建設業		317		23.0%		77.0%		0.28		0.94

						情報通信業		304		39477.9		64510.6		1.63		2171		2.14				43.2%		56.8%				無回答		-								-						機械器具製造業		594		43.3%		56.7%		1.19		1.56

						運輸業		234		42250.1		16811.3		0.4		2237		1.19				25.2%		74.8%				無回答		-								-						その他製造業 タ		862		37.2%		62.8%		0.68		1.15

						卸売業		410		88343.4		55782.5		0.63		12112		1.22				34.1%		65.9%				建設業		317		21.7%		78.3%		0.26		0.94						情報通信業		283		48.8%		51.2%		1.63		1.71

						小売業		375		49620.2		35547.1		0.72		10377		1.23				36.9%		63.1%				機械器具製造業		594		34.5%		65.5%		0.82		1.56						運輸業		227		15.7%		84.3%		0.40		2.14

						金融・保険業		301		29737.2		78843.7		2.65		6353		1.9				58.2%		41.8%				製造業（機械以外）		862		29.4%		70.6%		0.48		1.15						卸売業		408		34.6%		65.4%		0.63		1.19

						不動産業		77		20502		13177.2		0.64		2303		1.46				30.5%		69.5%				情報通信業		283		41.4%		58.6%		1.21		1.71						小売業		376		37.1%		62.9%		0.72		1.22

						飲食店・宿泊業		156		22417.9		10626.5		0.47				2.52				15.7%		84.3%				運輸業		227		13.7%		86.3%		0.34		2.14						金融・保険業		295		68.3%		31.7%		2.65		1.23

						医療・福祉		150		27931.2		6450.8		0.23		32030		0.7				24.7%		75.3%				卸売業		408		33.9%		66.1%		0.61		1.19						不動産業		79		25.2%		74.8%		0.64		1.90

						教育・学習支援業		57		11724.3		4439.5		0.38		54363		1.33				22.2%		77.8%				小売業		376		36.1%		63.9%		0.69		1.22						飲食店・宿泊業		152		24.4%		75.6%		0.47		1.46

						サービス業（他に分類されないもの）		340		99628.3		39553.6		0.4		43822		0.98				29.0%		71.0%				金融・保険業		295		64.9%		35.1%		2.27		1.23						医療・福祉		148		8.4%		91.6%		0.23		2.52

						その他		43		24503.1		3514.4		0.14		2331		0.27				34.1%		65.9%				不動産業		79		23.1%		76.9%		0.57		1.9						教育・学習支援業		62		32.0%		68.0%		0.33		0.70

		従業員規模別				５～２９人		370		594036		41743.1		0.07														飲食店・宿泊業		152		24.0%		76.0%		0.46		1.46						その他サービス業 タ		322		23.1%		76.9%		0.40		1.33

						３０～４９人		236		67498		16874.5		0.25		41743		0.07										医療・福祉		148		6.7%		93.3%		0.18		2.52

						５０～９９人		383		49987		49726		0.99		15873		0.24										教育・学習支援業		62		32.0%		68.0%		0.33		0.7

						１００～２９９人		964		32169		114760.6		3.57		42678		0.85										サービス業（他に分類されないもの）		322		19.9%		80.1%		0.33		1.33

						３００～９９９人		1247		10133		115404.1		11.39		102897		3.2										その他		43		10.9%		89.1%		0.12		0.98

						１０００～１９９９人		490		1927		50475.6		26.19		99680		9.84										製造業　計		1456								1.29

						２０００～４９９９人		375		1091		57233.9		52.46		39545		20.52										北海道		189		17.7%		82.3%		0.25		1.16

						５０００人以上		233		524		61679.1		117.71		42297		38.77										東北		213		13.8%		86.2%		0.17		1.06

						１０００人未満　計		3200		753823		338508.2		0.45		32690		62.39										北関東		151		20.4%		79.6%		0.3		1.17

						１０００人以上　計		1098		3542		169388.5		47.82		302873		0.4										首都圏		1618		33.5%		66.5%		0.88		1.75

						無回答		-		-		-		-		114533		32.34										北陸・甲信越		260		26.0%		74.0%		0.38		1.08

																												中部・東海		470		39.1%		60.9%		0.81		1.26

						５～２９９人						223104.2		0.299996235				1.15				20.7%		79.3%				京阪神		605		35.5%		64.5%		0.86		1.56

						３００～９９９人						115404.1		11.39				8.03				58.7%		41.3%				近畿		49		29.0%		71.0%		0.36		0.88

						１０００～４９９９人						107709.5		35.6890324718				19.31				64.9%		35.1%				中国		198		25.2%		74.8%		0.36		1.07

						５０００人以上						61679.1		117.71				46.65				71.6%		28.4%				四国		171		20.9%		79.1%		0.29		1.1

																												九州		280		18.8%		81.3%		0.24		1.04

																												無回答		-								-

																												５～２９人		375						0.07		0.84

																												３０～４９人		241						0.24		1.55

																												５０～９９人		401						0.85		2.47

																												１００～２９９人		992						3.2		4.18

																												３００～９９９人		1218						9.84		8.03

																												１０００～１９９９人		454						20.52		12.94

																												２０００～４９９９人		328						38.77		31.11

																												５０００人以上		195						62.39		46.65

																												１０００人未満　計		3227						0.4		1.24

																												１０００人以上　計		977						32.34		23.09

																												無回答		-								-

																												５～９９人		1017								1.02

																												１００～２９９人		992								4.18

																														2009		19.2%		80.8%		0.2740321463		1.1511

																												３００～９９９人		1218		55.1%		44.9%		9.84		8.03

																												１０００～４９９９人		782		60.9%		39.1%		30.066862601		19.31

																												５０００人以上		195		57.2%		42.8%		62.39		46.65

																												１０００人未満　計		3227		24.4%		75.6%		0.4		1.24

																												１０００人以上　計		977		58.3%		41.7%		32.34		23.09





確保

		



[値]



集めやすさ

		

								社数 シャスウ		自社の業績の変動により人材が必要となったため		新事業や新規出店により人材が必要となったため		欠員補充
のため		その他		無回答 ムカイトウ								社数 シャスウ		中途採用比率を
前年より高める
企業割合 チュウトサイヨウヒリツゼンネンタカキギョウワリアイ

						全体 ゼンタイ		2978		3960.0%		2510.0%		7040.0%		740.0%		20.0%						全体 ゼンタイ		4391		981.6%

						北海道 ホッカイドウ		97		2890.0%		1240.0%		7010.0%		620.0%		-						北海道 ホッカイドウ		176		909.1%

						東北 トウホク		111		2790.0%		1440.0%		7750.0%		720.0%		-						東北 トウホク		201		1343.3%

						関東 カントウ		1427		4300.0%		2960.0%		7010.0%		670.0%		40.0%						関東 カントウ		1938		825.6%

						中部 チュウブ		473		3810.0%		2140.0%		7120.0%		610.0%		-						中部 チュウブ		735		1047.6%

						近畿 キンキ		476		4010.0%		2630.0%		7100.0%		840.0%		-						近畿 キンキ		699		1073.0%

						中国・四国 チュウゴクシコク		236		3600.0%		1780.0%		6860.0%		1190.0%		-						中国・四国 チュウゴクシコク		378		1190.5%

						九州 キュウシュウ		158		3230.0%		1900.0%		6710.0%		890.0%		60.0%						九州 キュウシュウ		265		1169.8%

								社数 シャスウ		未経験者も採用対象とした		給与などの処遇条件を高めた		経験・スキルの基準を下げた		対象年齢の幅を広げた		どれもしていない		無回答 ムカイトウ						社数 シャスウ		集めやす
かった		変わらない		集めにく
かった		わからない		その他・
無回答 タムカイトウ

						全体 ゼンタイ		2978		4130.0%		1390.0%		2200.0%		2770.0%		3520.0%		40.0%				全体 ゼンタイ		2978		390.0%		3890.0%		3880.0%		1730.0%		110.0%

						北海道 ホッカイドウ		97		5360.0%		2270.0%		1550.0%		2370.0%		2580.0%		-				北海道 ホッカイドウ		97		100.0%		4020.0%		4230.0%		1550.0%		100.0%

						東北 トウホク		111		5770.0%		2160.0%		1890.0%		2700.0%		2340.0%		-				東北 トウホク		111		540.0%		3780.0%		4050.0%		1530.0%		90.0%

						関東 カントウ		1427		3810.0%		1240.0%		2210.0%		2870.0%		3790.0%		60.0%				関東 カントウ		1427		390.0%		4150.0%		3550.0%		1770.0%		160.0%

						中部 チュウブ		473		3870.0%		1230.0%		2220.0%		2580.0%		3810.0%		40.0%				中部 チュウブ		473		380.0%		3550.0%		4230.0%		1750.0%		80.0%

						近畿 キンキ		476		3990.0%		1410.0%		2540.0%		2790.0%		3360.0%		20.0%				近畿 キンキ		476		320.0%		3550.0%		4120.0%		1970.0%		40.0%

						中国・四国 チュウゴクシコク		236		5510.0%		1610.0%		1990.0%		3090.0%		2970.0%		-				中国・四国 チュウゴクシコク		236		640.0%		3770.0%		4190.0%		1310.0%		80.0%

						九州 キュウシュウ		158		4370.0%		1840.0%		2030.0%		2280.0%		2970.0%		-				九州 キュウシュウ		158		380.0%		3800.0%		4300.0%		1520.0%		-

																										社数 シャスウ		確保できた		確保できなかった		無回答 ムカイトウ

																								全体 ゼンタイ		2978		5190.0%		4670.0%		140.0%

																								北海道 ホッカイドウ		97		4950.0%		5050.0%		-

																								東北 トウホク		111		5320.0%		4590.0%		90.0%

																								関東 カントウ		1427		5400.0%		4410.0%		190.0%

																								中部 チュウブ		473		4650.0%		5180.0%		170.0%

																								近畿 キンキ		476		5400.0%		4470.0%		130.0%

																								中国・四国 チュウゴクシコク		236		4490.0%		5510.0%		-

																								九州 キュウシュウ		158		5380.0%		4620.0%		-





		

								社数 シャスウ		確保できた		確保できなかった		無回答				Ｑ４ＳＱ１　中途採用　必要な人数の確保＜総数＝2015年下半期の中途採用実施企業＞

				全　　体 ゼンカラダ				2915		5870.0%		4030.0%		100.0%				*** ノンウェイト ***

				規模別 キボベツ		5～299人 ニン		1214		5704.6%		4250.0%		45.4%

						300～999人 ニン		843		6040.0%		3840.0%		120.0%

						1000～4999人 ニン		673		5970.0%		3890.0%		130.0%

						5000人以上 ニンイジョウ		185		5730.0%		3950.0%		320.0%										サンプル数		確保できた		確保できなかった		無回答

				業種別 ギョウシュベツ		建設業		217		5020.0%		4930.0%		50.0%								全　体		2915		58.7		40.3		1

						機械器具製造業		488		5720.0%		4220.0%		60.0%												1710		1175		30

						その他製造業 タ		597		6500.0%		3400.0%		100.0%				業種別（大分類：4区分）				製造業		1315		59.5		39.7		0.8

						情報通信業		205		5020.0%		4730.0%		240.0%								流通業		492		65.4		34.1		0.4

						運輸業		163		4970.0%		4850.0%		180.0%								金融業		140		67.9		32.1		-

						卸売業		263		7300.0%		2660.0%		40.0%								サービス・情報業		954		53		45.2		1.8

						小売業		229		5680.0%		4280.0%		40.0%								無回答		-		-		-		-

						金融・保険業		140		6790.0%		3210.0%		-				業種別（大分類：5区分）				建設業		230		50.4		49.1		0.4

						不動産業		57		6840.0%		2810.0%		350.0%								製造業		1085		61.5		37.7		0.8

						飲食店・宿泊業		116		4830.0%		5090.0%		90.0%								流通業		492		65.4		34.1		0.4

						医療・福祉		141		4750.0%		5180.0%		70.0%								金融業		140		67.9		32.1		-

						教育・学習支援業		30		7000.0%		3000.0%		-								サービス・情報業		954		53		45.2		1.8

						その他サービス業 タ		231		5710.0%		4070.0%		220.0%								無回答		-		-		-		-

																		業種別（小分類）				農林・水産・鉱業		13		53.8		46.2		-

																						総合工事業		146		52.7		46.6		0.7

																						設備工事業・職別工事業（大工、とび、左官、石工など）		71		45.1		54.9		-

																						食品		130		67.7		31.5		0.8

																						繊維		33		66.7		33.3		-

																						化学・紙・石油		113		61.9		38.1		-

																						医薬・化粧品		36		75		25		-

																						ゴム・ガラス・セラミックス		37		48.6		51.4		-

																						鉄鋼・非鉄金属・金属		94		71.3		28.7		-

																						機械・プラント・エンジニアリング		147		57.8		42.2		-

																						総合電機		9		44.4		55.6		-

																						重電・産業用電気機器		17		52.9		47.1		-

																						コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		24		62.5		33.3		4.2

																						家電・ＡＶ機器		10		80		10		10

																						ゲーム・アミューズメント機器		1		100		-		-

																						半導体・電子・電気部品		51		60.8		39.2		-

																						その他の電気機械器具製造業		52		67.3		32.7		-

																						自動車・鉄道・航空機等製造・同部品製造		114		49.1		50		0.9

																						精密機械器具製造業		63		55.6		44.4		-

																						印刷関連		33		57.6		39.4		3

																						その他の製造業		121		63.6		33.1		3.3

																						商社		263		73		26.6		0.4

																						百貨店		4		50		50		-

																						スーパー・ＤＩＹ・生活協同組合		67		56.7		41.8		1.5

																						専門店（複合）		20		60		40		-

																						専門店（洋装品・呉服）		20		45		55		-

																						専門店（自動車関連）		71		59.2		40.8		-

																						専門店（電気製品）		2		50		50		-

																						専門店（カメラ・メガネ・貴金属・皮革・スポーツ用品・楽器・その他）		45		57.8		42.2		-

																						銀行		36		75		25		-

																						信託銀行		1		100		-		-

																						労働金庫・信用金庫・信用組合		39		61.5		38.5		-

																						証券		22		68.2		31.8		-

																						生命保険・損害保険		16		62.5		37.5		-

																						クレジット		11		54.5		45.5		-

																						その他金融（投資業・ベンチャーキャピタル・消費者金融・その他）		15		80		20		-

																						通信		11		63.6		36.4		-

																						放送業		14		71.4		21.4		7.1

																						情報サービス・調査業（ソフトウエア業、情報処理、コンピュータ修理など）		154		44.8		52.6		2.6

																						インターネット付随サービス業		4		75		25		-

																						映像・音声・文字情報制作業（映画・ビデオ・テレビ番組など）		22		63.6		36.4		-

																						不動産		57		68.4		28.1		3.5

																						鉄道・道路旅客運送業		48		20.8		79.2		-

																						道路貨物運送業		61		50.8		44.3		4.9

																						倉庫業		12		66.7		33.3		-

																						旅行業および運輸に付帯するサービス業		14		85.7		14.3		-

																						海運・航空・その他の運輸業		28		71.4		28.6		-

																						電力・ガス・水道・エネルギー		11		63.6		36.4		-

																						飲食店		55		49.1		49.1		1.8

																						旅館・ホテル・レジャー		61		47.5		52.5		-

																						医療・福祉		141		47.5		51.8		0.7

																						教育・学習支援		30		70		30		-

																						物品賃貸業		23		60.9		30.4		8.7

																						広告代理店		7		57.1		42.9		-

																						専門サービス業（法律事務所、税務事務所、デザイン業）		54		48.1		51.9		-

																						その他の事業サービス業（理美容関連、消毒、ビルメンテナンス）		91		53.8		42.9		3.3

																						その他のサービス業（自動車整備業、機械等修理業）		56		69.6		30.4		-

																						その他		14		28.6		64.3		7.1

																						無回答		-		-		-		-

																		業種別（中分類）				建設業		217		50.2		49.3		0.5

																						製造業（機械以外）		597		65		34		1

																						機械器具製造業		488		57.2		42.2		0.6

																						電気・ガス・熱供給・水道業		11		63.6		36.4		-

																						情報通信業		205		50.2		47.3		2.4

																						運輸業		163		49.7		48.5		1.8

																						卸売業		263		73		26.6		0.4

																						小売業		229		56.8		42.8		0.4

																						金融・保険業		140		67.9		32.1		-

																						不動産業		57		68.4		28.1		3.5

																						飲食店・宿泊業		116		48.3		50.9		0.9

																						医療・福祉		141		47.5		51.8		0.7

																						教育・学習支援業		30		70		30		-

																						サービス業（他に分類されないもの）		231		57.1		40.7		2.2

																						その他		27		40.7		55.6		3.7

																						製造業　計		1085		61.5		37.7		0.8

																		地域別				北海道		96		58.3		41.7		-

																						東北		134		53		45.5		1.5

																						北関東		96		61.5		38.5		-

																						首都圏		1227		60.5		38.1		1.5

																						北陸・甲信越		171		56.7		42.7		0.6

																						中部・東海		324		53.4		45.7		0.9

																						京阪神		427		60.9		37.9		1.2

																						近畿		34		58.8		41.2		-

																						中国		121		52.1		47.9		-

																						四国		110		64.5		35.5		-

																						九州		175		56		43.4		0.6

																						無回答		-		-		-		-

																		従業員規模別①				５～２９人		173		50.9		49.1		-

																						３０～４９人		143		59.4		40.6		-

																						５０～９９人		244		58.6		40.6		0.8

																						１００～２９９人		654		57.6		41.9		0.5

																						３００～９９９人		843		60.4		38.4		1.2

																						１０００～１９９９人		361		58.2		40.7		1.1

																						２０００～４９９９人		312		61.5		36.9		1.6

																						５０００人以上		185		57.3		39.5		3.2

																						１０００人未満　計		2057		58.4		40.8		0.7

																						１０００人以上　計		858		59.2		39		1.7

																						無回答		-		-		-		-

																		従業員規模別②				５～９９人		560		56.4		43.2		0.4

																						１００～２９９人		654		57.6		41.9		0.5

																								1214		692.544		515.946		5.51

																								1214		57.0		42.5		0.5

																						３００～９９９人		843		60.4		38.4		1.2

																						１０００～４９９９人		673		59.7		38.9		1.3

																						５０００人以上		185		57.3		39.5		3.2

																						１０００人未満　計		2057		58.4		40.8		0.7

																						１０００人以上　計		858		59.2		39		1.7





		

								社数 シャスウ		集めやす
かった		変わらない		集めにく
かった		わからない		その他・
無回答 タムカイトウ

				全　　体 ゼンカラダ				2915		420.0%		3900.0%		4060.0%		1580.0%		40.0%

				規模別 キボベツ		5～299人 ニン		1214		437.6%		3784.6%		4323.8%		1433.2%		25.4%

						300～999人 ニン		843		420.0%		4080.0%		3960.0%		1480.0%		60.0%

						1000～4999人 ニン		673		430.0%		3790.0%		3820.0%		1930.0%		20.0%

						5000人以上 ニンイジョウ		185		320.0%		4270.0%		3620.0%		1680.0%		100.0%

				業種別 ギョウシュベツ		建設業		217		280.0%		4290.0%		4240.0%		1150.0%		50.0%				建設業

						機械器具製造業		488		370.0%		4060.0%		3850.0%		1700.0%		20.0%				機械器具製造業

						その他製造業 タ		597		500.0%		3890.0%		3740.0%		1840.0%		40.0%				その他製造業 タ

						情報通信業		205		290.0%		3410.0%		4200.0%		1950.0%		150.0%				情報通信業

						運輸業		163		370.0%		3930.0%		4540.0%		1100.0%		60.0%				運輸業

						卸売業		263		420.0%		4370.0%		3880.0%		1290.0%		40.0%				卸売業

						小売業		229		570.0%		3580.0%		4150.0%		1700.0%		-				小売業

						金融・保険業		140		430.0%		4570.0%		2430.0%		2570.0%		-				金融・保険業

						不動産業		57		530.0%		2980.0%		4910.0%		1580.0%		-				不動産業

						飲食店・宿泊業		116		340.0%		3360.0%		5260.0%		1030.0%		-				飲食店・宿泊業

						医療・福祉		141		210.0%		4180.0%		4960.0%		570.0%		70.0%				医療・福祉

						教育・学習支援業		30		330.0%		4670.0%		3330.0%		1670.0%		-				教育・学習支援業

						その他サービス業 タ		231		610.0%		3290.0%		4500.0%		1520.0%		90.0%				その他サービス業 タ

																				Ｑ４ＳＱ２　中途採用　応募者の集めやすさ（対昨年同期）＜総数＝2015年下半期の中途採用実施企業＞

																				*** ノンウェイト ***

																										サンプル数		集めやすかった		変わらない		集めにくかった		わからない				その他		無回答

																								全　体		2915		4.2		39		40.6		15.8		0.4		0.3		0.1

																												123		1137		1183		460				10		2

																				業種別（大分類：4区分）				製造業		1315		4.2		40.1		38.9		16.6				0.2		0.2

																								流通業		492		4.9		40		40		14.8				0.2		-

																								金融業		140		4.3		45.7		24.3		25.7				-		-

																								サービス・情報業		954		3.9		36.2		45.7		13.5				0.7		-

																								無回答		-		-		-		-		-				-		-

																				業種別（大分類：5区分）				建設業		230		3		42.2		43.5		10.9				-		0.4

																								製造業		1085		4.4		39.6		37.9		17.8				0.2		0.1

																								流通業		492		4.9		40		40		14.8				0.2		-

																								金融業		140		4.3		45.7		24.3		25.7				-		-

																								サービス・情報業		954		3.9		36.2		45.7		13.5				0.7		-

																								無回答		-		-		-		-		-				-		-

																				業種別（小分類）				農林・水産・鉱業		13		7.7		30.8		61.5		-				-		-

																								総合工事業		146		4.1		40.4		41.8		13				-		0.7

																								設備工事業・職別工事業（大工、とび、左官、石工など）		71		-		47.9		43.7		8.5				-		-

																								食品		130		3.1		43.1		37.7		16.2				-		-

																								繊維		33		3		42.4		39.4		15.2				-		-

																								化学・紙・石油		113		4.4		34.5		33.6		27.4				-		-

																								医薬・化粧品		36		11.1		41.7		19.4		27.8				-		-

																								ゴム・ガラス・セラミックス		37		2.7		37.8		40.5		18.9				-		-

																								鉄鋼・非鉄金属・金属		94		6.4		39.4		38.3		16				-		-

																								機械・プラント・エンジニアリング		147		3.4		38.8		41.5		16.3				-		-

																								総合電機		9		-		33.3		44.4		22.2				-		-

																								重電・産業用電気機器		17		-		41.2		41.2		17.6				-		-

																								コンピュータ・通信機器・ＯＡ機器関連		24		8.3		33.3		33.3		25				-		-

																								家電・ＡＶ機器		10		-		40		10		50				-		-

																								ゲーム・アミューズメント機器		1		-		-		100		-				-		-

																								半導体・電子・電気部品		51		3.9		43.1		37.3		15.7				-		-

																								その他の電気機械器具製造業		52		5.8		46.2		30.8		17.3				-		-

																								自動車・鉄道・航空機等製造・同部品製造		114		2.6		38.6		42.1		15.8				0.9		-

																								精密機械器具製造業		63		4.8		46		36.5		12.7				-		-

																								印刷関連		33		9.1		21.2		48.5		18.2				3		-

																								その他の製造業		121		5		41.3		40.5		12.4				-		0.8

																								商社		263		4.2		43.7		38.8		12.9				0.4		-

																								百貨店		4		-		25		25		50				-		-

																								スーパー・ＤＩＹ・生活協同組合		67		7.5		31.3		41.8		19.4				-		-

																								専門店（複合）		20		-		25		50		25				-		-

																								専門店（洋装品・呉服）		20		5		35		50		10				-		-

																								専門店（自動車関連）		71		7		39.4		33.8		19.7				-		-

																								専門店（電気製品）		2		-		50		-		50				-		-

																								専門店（カメラ・メガネ・貴金属・皮革・スポーツ用品・楽器・その他）		45		4.4		42.2		48.9		4.4				-		-

																								銀行		36		2.8		47.2		22.2		27.8				-		-

																								信託銀行		1		-		100		-		-				-		-

																								労働金庫・信用金庫・信用組合		39		5.1		46.2		20.5		28.2				-		-

																								証券		22		-		50		36.4		13.6				-		-

																								生命保険・損害保険		16		6.3		25		43.8		25				-		-

																								クレジット		11		18.2		18.2		27.3		36.4				-		-

																								その他金融（投資業・ベンチャーキャピタル・消費者金融・その他）		15		-		73.3		-		26.7				-		-

																								通信		11		-		45.5		36.4		18.2				-		-

																								放送業		14		14.3		21.4		21.4		42.9				-		-

																								情報サービス・調査業（ソフトウエア業、情報処理、コンピュータ修理など）		154		1.9		34.4		44.2		17.5				1.9		-

																								インターネット付随サービス業		4		-		50		50		-				-		-

																								映像・音声・文字情報制作業（映画・ビデオ・テレビ番組など）		22		4.5		31.8		40.9		22.7				-		-

																								不動産		57		5.3		29.8		49.1		15.8				-		-

																								鉄道・道路旅客運送業		48		2.1		37.5		54.2		4.2				2.1		-

																								道路貨物運送業		61		3.3		31.1		54.1		11.5				-		-

																								倉庫業		12		8.3		41.7		33.3		16.7				-		-

																								旅行業および運輸に付帯するサービス業		14		7.1		35.7		28.6		28.6				-		-

																								海運・航空・その他の運輸業		28		3.6		60.7		25		10.7				-		-

																								電力・ガス・水道・エネルギー		11		-		54.5		27.3		18.2				-		-

																								飲食店		55		3.6		30.9		56.4		9.1				-		-

																								旅館・ホテル・レジャー		61		3.3		36.1		49.2		11.5				-		-

																								医療・福祉		141		2.1		41.8		49.6		5.7				0.7		-

																								教育・学習支援		30		3.3		46.7		33.3		16.7				-		-

																								物品賃貸業		23		4.3		26.1		52.2		17.4				-		-

																								広告代理店		7		-		57.1		42.9		-				-		-

																								専門サービス業（法律事務所、税務事務所、デザイン業）		54		11.1		31.5		40.7		16.7				-		-

																								その他の事業サービス業（理美容関連、消毒、ビルメンテナンス）		91		4.4		30.8		51.6		12.1				1.1		-

																								その他のサービス業（自動車整備業、機械等修理業）		56		5.4		37.5		35.7		19.6				1.8		-

																								その他		14		7.1		28.6		35.7		28.6				-		-

																								無回答		-		-		-		-		-				-		-

																				業種別（中分類）				建設業		217		2.8		42.9		42.4		11.5		0.5				0.5

																								製造業（機械以外）		597		5		38.9		37.4		18.4		0.4		0.2		0.2

																								機械器具製造業		488		3.7		40.6		38.5		17		0.2		0.2

																								情報通信業		205		2.9		34.1		42		19.5		1.5		1.5

																								運輸業		163		3.7		39.3		45.4		11		0.6		0.6

																								卸売業		263		4.2		43.7		38.8		12.9		0.4		0.4

																								小売業		229		5.7		35.8		41.5		17		-		-		-

																								金融・保険業		140		4.3		45.7		24.3		25.7		-		-		-

																								不動産業		57		5.3		29.8		49.1		15.8		-		-		-

																								飲食店・宿泊業		116		3.4		33.6		52.6		10.3		-		-		-

																								医療・福祉		141		2.1		41.8		49.6		5.7		0.7		0.7

																								教育・学習支援業		30		3.3		46.7		33.3		16.7		-		-		-

																								サービス業（他に分類されないもの）		231		6.1		32.9		45		15.2		0.9		0.9

																								その他		27		7.4		29.6		48.1		14.8				-		-

																								製造業　計		1085		4.4		39.6		37.9		17.8				0.2		0.1

																				地域別				北海道		96		4.2		44.8		44.8		6.3				-		-

																								東北		134		7.5		32.1		44.8		15.7				-		-

																								北関東		96		3.1		42.7		43.8		10.4				-		-

																								首都圏		1227		5		40.7		36.3		17.3				0.6		0.2

																								北陸・甲信越		171		3.5		39.2		43.9		13.5				-		-

																								中部・東海		324		2.8		36.1		44.8		16.4				-		-

																								京阪神		427		4		36.8		41.9		16.9				0.5		-

																								近畿		34		5.9		41.2		35.3		17.6				-		-

																								中国		121		1.7		37.2		47.9		12.4				0.8		-

																								四国		110		3.6		33.6		45.5		17.3				-		-

																								九州		175		2.9		42.3		41.7		13.1				-		-

																								無回答		-		-		-		-		-				-		-

																								５～２９人		173		6.4		37		42.2		14.5				-		-

																				従業員規模別①				３０～４９人		143		4.9		39.9		42.7		11.9				0.7		-

																								５０～９９人		244		4.9		38.9		44.7		11.5				-		-

																								１００～２９９人		654		3.5		37.2		43.1		15.9				0.3		-

																								３００～９９９人		843		4.2		40.8		39.6		14.8				0.6		-

																								１０００～１９９９人		361		3.9		37.4		38.8		19.7				-		0.3

																								２０００～４９９９人		312		4.8		38.5		37.5		18.9				0.3		-

																								５０００人以上		185		3.2		42.7		36.2		16.8				0.5		0.5

																								１０００人未満　計		2057		4.3		39		41.8		14.5				0.4		-

																								１０００人以上　計		858		4.1		38.9		37.8		18.8				0.2		0.2

																								無回答		-		-		-		-		-				-		-

																				従業員規模別②				５～９９人		560		5.4		38.6		43.4		12.5		0.2		0.2		-

																								１００～２９９人		654		3.5		37.2		43.1		15.9		0.3		0.3		-

																										1214		5313		45944.8		52491.4		17398.6		308.2

																										1214		4.3764415157		37.8457990115		43.2383855025		14.331630972		0.2538714992								５～９９人		560		5.4		38.6		43.4		12.5		0.2		0.2		-

																								３００～９９９人		843		4.2		40.8		39.6		14.8		0.6								１００～２９９人		654		3.5		37.2		43.1		15.9		0.3		0.3		-

																								１０００～４９９９人		673		4.3		37.9		38.2		19.3		0.2		0.1		0.1

																								５０００人以上		185		3.2		42.7		36.2		16.8		1		0.5		0.5

																								１０００人未満　計		2057		4.3		39		41.8		14.5				0.4		-

																								１０００人以上　計		858		4.1		38.9		37.8		18.8				0.2		0.2
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