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契約更新母数 うち契約満了数 契約更新率稼働技術者数

• 派遣契約の期間は3ヶ月または6ヶ月のものが多く、3ヶ月ごとに大きな契約更新サイクルが到来（特に3月は、契約更新母数が全体
の約80%に達し、また、顧客の決算年度に合わせて終了するプロジェクトも多く、通常時でも契約更新率は90%前後になる傾向）

• 2020年以降のコロナ禍において、今までのところ大幅な契約更新率の悪化は見られず、2021年12月の更新率は93.5%で着地
• 2022年3月の契約更新率は、前年同月とほぼ同水準の90.4%を見込む（しかし、契約満了に伴う復社は1,500人規模を想定）

（人）

契約更新率の推移（3月、6月、9月、12月）

90.0%

（契約更新率）
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• FY21.6 1Q以降、”With COVID-19”に順応した営業活動の浸透により新規オーダー数自体は復調したが、コロナ禍において顧客か
ら求められる経験・技術レベルは高い傾向は依然続く

• 需要が一番厳しかった機械分野においても、自動車産業のEV・自動運転、IoT関連を中心とした新技術領域のオーダーが増加傾向
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（件数、伸び率）

3

技術領域別新規オーダー数の推移（各四半期累計）

※ ① 機械分野：機械、電気・電子、② IT分野：組込制御、ソフト開発/保守、ITインフラ、③ 化学分野：化学、バイオ、④ 建設分野：建設、
①~④以外の「その他」は上記各分野に含まず（以下同じ）
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• FY21.6 2Qより中途採用を再開し、転職応募者の母集団形成に一定期間を要したが、FY22.6は、採用基準を大きく緩めずに月当た
り250人程度の中途採用をコンスタントに行える体制を確立

• 特にIT分野は、経験者やデジタル人材の採用競争が激化しており、魅力的な仕事を提示し続けることが採用や退職抑制の鍵と認識

（人）

技術領域別中途採用数の推移（各四半期累計）
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稼働技術者数：19,913人
（人）
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※ グラフのカッコ内は全稼働人数に占める割合

輸送用機器
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IT技術者（内訳：組込制御、ソフト開発/保守、ITインフラ） その他

『産業分野別』稼働技術者数（国内） 各産業分野のIT技術者の割合

• 顧客企業の産業分野に関わらず、IT技術者に対する需要は非常に高まっている
• 自動車産業を中心とする輸送用機器分野では、R&D内容がハードからソフトに移行しており、IT技術者の割合は既に40%を超過

各産業分野のIT技術者の割合
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• ソリューション事業は、主にR&Dアウトソーシング及び海外セグメントに属し、以下のマトリックスに該当
• ソリューション事業はGPマージンが高く、当該事業の占める割合が順調に増えていけば、各セグメントのGPマージンは拡大

ソリューション事業の位置づけ

R&Dアウトソーシングセグメント 海外セグメント

従来型技術

先端技術
デジタルetc.

派遣 請負・受託サービス

狭義のソリューション

広義には含む Local to 
Local

Offshore
Delivery

派遣・人材紹介 請負・受託サービス

狭義のソリューション

広義には含む

LTMベースのGPマージン推移 LTMベースのGPマージン推移

※ 施工管理アウトソーシングセグメントにも、BIMやCIMといったソリューション事業はあるものの、まだ事業規模が小さいため省略
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顧客

AI/ML データサイエンス センサフュージョン エッジコンピューティング

クラウドサービス サイバーセキュリティ ブロックチェーン 5G/6Gネットワーク

FPGA（HDL設計） センサセンシング 半導体設計 機械システム設計

解析（CAE） 先進生産技術 マイコン組込制御ソフト ERP

RPA

開発効率化 生産効率化 AI/データ解析 IoT/システム開発

クラウド/ネットワーク ﾏﾃﾘｱﾙｲﾝﾌｫﾏﾃｨｸｽ ﾊﾞｲｵｲﾝﾌｫﾏﾃｨｸｽ i-Construction

ERP セキュリティ 自治体業務ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 業務効率化

BPO IoTプラットフォーム 調査/測量/計測 ｵｰﾄﾓｰﾃｨﾌﾞﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ

自動車/モ
ビリティ

UI/UX

注力するデジタル要素技術・ソリューションサービス

産業用
機械

電子部品/
半導体

電子機器/
精密機械

情報シス
テム/通信

ﾌﾟﾗﾝﾄ/重
工/ｴﾈﾙｷﾞｰ

バイオ/
医療 素材 建設

BIM/CIM

＜デジタル要素技術＞

※ COIにおいて技術動向や顧客需要に着目しながら、注力するデジタル要素技術やソリューションは随時修正

MBD/HILS

8

＜ソリューションサービス＞
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• 注力するデジタル要素技術に対応できる技術者を増やすとともに、それら先端技術を組み合わせて顧客課題を解決するソリューショ
ンサービスの拡充を戦略目標

• 国内ソリューション事業全体に加え、内数としての主なデジタル要素技術やソリューションサービスのKPIを継続開示予定

国内ソリューション事業の進捗

* 中期経営計画資料 P34で示した「ソリューション事業売上」計画数値と同じ定義

売上高（百万円） 平均稼働人数（人/月） 平均売上単価（千円/月）

FY21.6 FY22.6 FY22.6 FY22.6
合計 1Q 2Q 3Q 4Q 合計 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

国内ソリューション事業売上高（狭義*） 27,796 8,120 8,508 3,458 3,527 783 804
連結売上高に占める割合 17.2% 19.5% 19.0%

うち、主なデジタル要素技術
AI/ML/データサイエンス 520 561 252 265 687 705
クラウドサービス 772 783 329 336 782 776
サイバーセキュリティ 229 269 117 124 654 724
5G/6Gネットワーク 200 224 100 116 669 646
センサセンシング 277 292 114 119 809 819
半導体設計 478 521 209 218 763 798
機械システム設計 368 408 173 182 710 748
解析（CAE） 578 650 284 315 678 687
先進生産技術 398 436 173 186 769 783
マイコン組込制御ソフト 2,120 2,001 950 861 744 774
ERP 468 487 208 214 750 759
RPA 70 149 50 34 464 1,478
MBD/HILS 297 308 92 94 1,081 1,091

うち、主なソリューションサービス
開発効率化 553 499 182 168 1,015 991
生産効率化 315 274 123 97 858 947
AI/データ解析 295 302 131 129 751 783
IoTシステム開発/プラットフォーム 191 277 76 84 832 1,096
ERP 316 345 73 98 1,450 1,169
業務効率化 420 472 98 108 1,436 1,460
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売上（通常版）

														売上高（百万円） ウリアゲダカ ヒャクマンエン														平均稼働人数（人/月） ヘイキンカドウニンズウ ニン ツキ										平均売上単価（千円/月） ヘイキン ウリアゲタンカ センエン ツキ												売上高（派遣） ウリアゲ ダカ ハケン								稼働（派遣） カドウ ハケン								SPH（派遣） ハケン



														FY21.6		FY22.6												FY22.6										FY22.6																派遣割合 ハケン ワリアイ								派遣割合 ハケン ワリアイ

														合計 ゴウケイ		1Q		2Q		3Q		4Q		合計 ゴウケイ				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q						1Q		2Q						1Q		2Q						1Q		2Q



						国内ソリューション事業売上高（狭義*） コクナイ ジギョウ ウリアゲ ダカ キョウギ								27,796		8,120		8,508										3,458		3,527								783		804										5,300		5,731		66.3%				2,596		2,686		75.6%				680		711

								連結売上高に占める割合 レンケツウリアゲ ダカ シ ワリアイ						17.2%		19.5%		19.0%



								うち、主なデジタル要素技術 オモ ヨウソギジュツ

										AI/ML/データサイエンス						520		561										252		265								687		705										431		472		83.5%				224		237		89.0%				643		663

										クラウドサービス						772		783										329		336								782		776										427		451		56.5%				222		225		67.1%				641		668

										サイバーセキュリティ						229		269										117		124								654		724										182		200		76.6%				97		105		83.9%				624		635

										5G/6Gネットワーク						200		224										100		116								669		646										167		179		81.5%				84		88		79.9%				659		679

										センサセンシング						277		292										114		119								809		819										224		245		82.5%				96		101		84.7%				779		806

										半導体設計 ハンドウタイセッケイ						478		521										209		218								763		798										405		442		84.7%				186		192		88.6%				727		766

										機械システム設計 キカイ セッケイ						368		408										173		182								710		748										340		378		92.5%				171		178		98.5%				662		708

										解析（CAE）						578		650										284		315								678		687										473		516		80.6%				231		238		78.3%				681		723

										先進生産技術 センシンセイサンギジュツ						398		436										173		186								769		783										369		412		93.6%				164		181		96.3%				748		760

										マイコン組込制御ソフト クミコミセイギョ						2,120		2,001										950		861								744		774										1,449		1,572		73.3%				703		718		78.4%				687		730

										ERP						468		487										208		214								750		759										315		314		65.9%				163		161		76.9%				644		650

										RPA						70		149										50		34								464		1,478										35		38		33.1%				17		17		40.2%				678		754

										MBD/HILS						297		308										92		94								1,081		1,091										0		0		0.0%				0		0		0.0%						



										うち、主なソリューションサービス オモ

												開発効率化 カイハツコウリツカ				553		499										182		168								1,015		991										60		63		11.7%				27		29		15.9%				738		734

												生産効率化 セイサンコウリツカ				315		274										123		97								858		947										7		27		5.9%				5		16		9.3%				533		581

												AI/データ解析 ･データカイセキ				295		302										131		129								751		783										218		226		74.4%				106		108		82.3%				689		699

												IoTシステム開発/プラットフォーム				191		277										76		84								832		1,096										89		147		50.4%				37		49		53.7%				792		1,001

				統合 トウゴウ								IoT/システム開発 カイハツ				153		174										64		72								789		805										62		87						30		41		52.2%

				統合 トウゴウ								IoTプラットフォームソリューション				38		103										12		12								1,062		2,830										27		60						7		8		62.1%

												ERP				316		345										73		98								1,450		1,169										216		233		67.9%				55		57		65.1%				1,319		1,370

												業務効率化				420		472										98		108								1,436		1,460										24		28		5.9%				9		11		9.6%				897		888

				非表示 ヒヒョウジ								セキュリティソリューション				52		82										17		13								1,038		2,138

				非表示 ヒヒョウジ								クラウド/ネットワーク				344		400										139		170								825		785

				非表示 ヒヒョウジ								BPOソリューション				339		307										54		33								2,084		3,136



						国内ソリューション事業売上高（広義**） コクナイ ジギョウ ウリアゲ ダカ コウギ										3,345		3,808										1,887		2,091								591		607

								連結売上高に占める割合 レンケツウリアゲ ダカ シ ワリアイ								8.0%		8.5%







						連結売上 レンケツウリアゲ								161,317		41,635		44,724

						5社SOW計 シャ ケイ								21,295		5,710		6,093										2,646		2,824

						5社SOWのソリューション シャ								4,516		2,365		2,285										759		733







														ds		eg		it		rd		tcs		pbz

														12,946		6,026		2,574		129		0		1,567				23,243

														2,925		505		697		33		119		238				4,516

														15,871		6,531		3,270		162		119		1,805				27,758







												SOW延べ工数 ノ コウスウ		1Q		2Q

												DS		473,097		456,288		223,415		232,873

												EG		405,458		470,107

												IT		405,291		443,596

												RD

												TCS

												SOW人数換算 ニンズウ カンサン		1Q		2Q

												DS		2,816		2,716

												EG		2,413		2,798

												IT		2,412		2,640

												RD		180		191

												TCS		116		125





												DS		1,903		1,945

												EG		1,981		2,029

												IT		1,518		1,633

												RD		59		70

												TCS		38		38

												DS		1,359		1,441

												EG		369		400

												IT		805		851

												RD		121		121

												TCS		78		87











売上（研修採用除外）

														売上高（百万円） ウリアゲダカ ヒャクマンエン														1月当たり平均稼働人数（人） ツキア ヘイキン カドウ ニンズウ ニン										平均売上単価（千円/月） ヘイキン ウリアゲタンカ センエン ツキ



														FY21.6		FY22.6												FY22.6										FY22.6

														total		1Q		2Q		3Q		4Q		total				1Q		2Q		3Q		4Q				1Q		2Q		3Q		4Q



						国内ソリューション事業売上高（狭義*） コクナイ ジギョウ ウリアゲ ダカ キョウギ								27,796		8,118		8,473										3,456		3,504								783		806

								連結売上高に占める割合 レンケツウリアゲ ダカ シ ワリアイ						17.2%		19.5%		18.9%



								主なデジタル要素技術 オモ ヨウソギジュツ

										AI/ML/データサイエンス						520		556										252		262								687		707

										クラウドサービス						770		773										328		330								783		781

										サイバーセキュリティ						229		269										117		124								654		726

										5G/6Gネットワーク						200		224										100		116								669		646

										センサセンシング						277		292										114		119								809		819

										半導体設計 ハンドウタイセッケイ						478		521										209		218								763		798

										機械システム設計 キカイ セッケイ						368		408										173		182								710		748

										解析（CAE）						578		650										284		315								678		687

										先進生産技術 センシンセイサンギジュツ						398		436										173		186								769		783

										マイコン組込制御ソフト クミコミセイギョ						2,119		1,988										950		852								744		778

										ERP						468		487										208		214								750		759

				非表示 ヒヒョウジ						RPA						70		149										50		34								464		1,478

				非表示 ヒヒョウジ						MBD/HILS						297		308										92		94								1,081		1,091



										主なソリューションービス オモ

												開発効率化 カイハツコウリツカ				553		499										182		168								1,015		991

												生産効率化 セイサンコウリツカ				315		274										123		97								858		947

												AI/データ解析 ･データカイセキ				295		295										131		124								751		792

												IoT/システム開発 カイハツ				153		173										64		72								789		808

												クラウド/ネットワーク				343		395										139		166								826		792

				非表示 ヒヒョウジ								ERPソリューション				316		345										73		98								1,450		1,169

				非表示 ヒヒョウジ								セキュリティソリューション				52		82										17		13								1,038		2,138

				非表示 ヒヒョウジ								業務効率化ソリューション				420		472										98		108								1,436		1,460

				非表示 ヒヒョウジ								BPOソリューション				339		307										54		33								2,084		3,136

				非表示 ヒヒョウジ								IoTプラットフォームソリューション				38		103										12		12								1,062		2,830



						国内ソリューション事業売上高（広義**） コクナイ ジギョウ ウリアゲ ダカ コウギ										4,862		5,141										2,328		2,463								696		696

								連結売上高に占める割合 レンケツウリアゲ ダカ シ ワリアイ								11.7%		11.5%







						連結売上 レンケツウリアゲ								161,317		41,635		44,724

						5社SOW計 シャ ケイ								21,295		5,710		6,093										2,646		2,824

						5社SOWのソリューション シャ								4,516		848		951										318		360







														ds		eg		it		rd		tcs		ds2

														12,946		6,026		2,574		129		0		1,567				23,243

														2,925		505		697		33		119		238				4,516

														15,871		6,531		3,270		162		119		1,805				27,758







												SOW延べ工数 ノ コウスウ		1Q		2Q

												DS		473,097		456,288		223,415		232,873

												EG		405,458		470,107

												IT		405,291		443,596

												RD

												TCS

												SOW人数換算 ニンズウ カンサン		1Q		2Q

												DS		2,816		2,716

												EG		2,413		2,798

												IT		2,412		2,640

												RD		180		191

												TCS		116		125



												DS		1,903		1,945

												EG		1,981		2,029

												IT		1,518		1,633

												RD		59		70

												TCS		38		38

												DS		1,359		1,441

												EG		369		400

												IT		805		851

												RD		121		121

												TCS		78		87









DS

								ＩＴ社				ＤＳ社		ＤＳ社		ＤＳ社		ＤＳ社		ＤＳ社		ＤＳ社				ＤＳ社		ＤＳ社		ＤＳ社

								Jul-21				Jul-21		Aug-21		Sep-21		Oct-21		Nov-21		Dec-21				1Q		2Q		YTD



		Total		国内ソリューション事業売上高（狭義*） コクナイ ジギョウ ウリアゲ ダカ キョウギ				1,084				1,415		1,531		2,148		1,609		1,661		1,981				5,094		5,252		10,345

		Total

		Total		主なデジタル要素技術 オモ ヨウソギジュツ				898				1,337		1,457		2,036		1,518		1,569		1,876				4,830		4,962		9,792

		Total				AI/ML/データサイエンス		0				131		128		196		143		138		198				455		479		934

		Total				クラウドサービス		42				46		54		56		60		61		66				156		187		343

		Total				サイバーセキュリティ		168				19		19		19		19		19		19				57		57		114

		Total				5G/6Gネットワーク		0				46		42		49		50		49		50				137		149		286

		Total				センサセンシング		1				71		93		95		85		88		99				258		272		530

		Total				半導体設計 ハンドウタイセッケイ		0				137		139		175		158		158		177				451		493		944

		Total				機械システム設計 キカイ セッケイ		1				85		87		100		99		99		100				271		298		569

		Total				解析（CAE）		0				126		127		189		145		150		193				442		488		929

		Total				先進生産技術 センシンセイサンギジュツ		0				54		60		77		66		70		69				191		205		396

		Total				マイコン組込制御ソフト クミコミセイギョ		0				553		621		704		579		634		540				1,878		1,753		3,631

		Total				ERP		549				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				RPA		137				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				MBD/HILS		0				11		6		280		33		5		270				297		308		605

		Total

		Total				主なソリューションービス オモ		991				274		363		672		257		313		581				1,309		1,151		2,460

		Total				開発効率化ソリューション カイハツコウリツカ		0				142		63		335		61		65		356				540		482		1,022

		Total				生産効率化ソリューション セイサンコウリツカ		0				13		123		172		80		114		53				308		247		555

		Total				AI/データ解析ソリューション カイセキ		0				83		78		96		83		78		94				256		255		511

		Total				IoT/システム開発ソリューション カイハツ		2				9		10		32		13		11		32				51		56		107

		Total				クラウド/ネットワークソリューション		39				4		4		2		5		5		12				10		22		32

		Total				ERPソリューション		659				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				セキュリティソリューション		187				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				業務効率化ソリューション		0				0		0		0		1		1		1				0		3		3

		Total				BPOソリューション		641				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				IoTプラットフォームソリューション		129				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total

		Total		国内ソリューション事業稼働人数（狭義*） コクナイ ジギョウ カドウニンズウ キョウギ				1,239				1,726		2,118		2,610		1,921		2,057		2,489				6,453		6,467		12,920

		Total

		Total		主なデジタル要素技術 オモ ヨウソギジュツ				1,005				1,740		2,140		2,536		1,970		2,051		2,364				6,416		6,386		12,801

		Total				AI/ML/データサイエンス		0				187		202		269		210		209		262				659		680		1,339

		Total				クラウドサービス		69				68		88		84		88		89		96				240		272		512

		Total				サイバーセキュリティ		197				31		34		32		34		31		33				97		98		195

		Total				5G/6Gネットワーク		0				61		70		68		68		70		70				198		208		407

		Total				センサセンシング		4				85		114		114		105		105		118				313		328		642

		Total				半導体設計 ハンドウタイセッケイ		0				169		198		214		195		195		218				582		608		1,190

		Total				機械システム設計 キカイ セッケイ		2				116		142		142		138		135		138				400		411		811

		Total				解析（CAE）		0				173		198		250		194		198		259				621		651		1,271

		Total				先進生産技術 センシンセイサンギジュツ		0				69		91		110		87		93		94				271		274		545

		Total				マイコン組込制御ソフト クミコミセイギョ		0				699		896		875		709		806		716				2,470		2,231		4,700

		Total				ERP		599				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				RPA		133				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				MBD/HILS		0				8		3		263		39		4		239				275		282		557

		Total

		Total				主なソリューションービス オモ		981				309		451		713		269		393		602				1,473		1,264		2,737

		Total				開発効率化ソリューション カイハツコウリツカ		0				137		59		328		63		71		339				524		473		997

		Total				生産効率化ソリューション セイサンコウリツカ		0				18		140		195		56		121		66				354		243		596

		Total				AI/データ解析ソリューション カイセキ		0				113		114		119		113		108		119				347		339		686

		Total				IoT/システム開発ソリューション カイハツ		2				8		13		32		13		14		35				54		63		117

		Total				クラウド/ネットワークソリューション		52				4		5		2		6		8		14				11		28		39

		Total				ERPソリューション		509				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				セキュリティソリューション		116				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				業務効率化ソリューション		0				0		0		1		1		2		1				1		4		5

		Total				BPOソリューション		250				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				IoTプラットフォームソリューション		51				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total

		Total		国内ソリューション事業SPH（狭義*） コクナイ ジギョウ キョウギ				874,830				819,783		722,787		823,188		837,821		807,480		796,147				789,330		812,131		800,742

		Total

		Total		主なデジタル要素技術 オモ ヨウソギジュツ				894,230				768,625		680,964		802,563		770,518		764,642		793,281				752,801		777,059		764,901

		Total				AI/ML/データサイエンス		0				701,824		630,920		726,878		680,405		662,803		757,611				690,303		704,734		697,633

		Total				クラウドサービス		616,916				671,522		608,565		672,708		683,676		687,398		691,428				648,785		687,609		669,424

		Total				サイバーセキュリティ		849,159				607,260		559,833		600,620		566,897		601,678		566,263				588,550		577,686		583,081

		Total				5G/6Gネットワーク		0				750,652		601,644		728,495		742,451		701,029		709,304				690,741		717,317		704,349

		Total				センサセンシング		362,654				829,576		810,960		831,779		810,313		831,651		838,672				823,575		827,384		825,525

		Total				半導体設計 ハンドウタイセッケイ		0				808,548		700,612		818,511		807,753		809,942		815,255				775,378		811,139		793,660

		Total				機械システム設計 キカイ セッケイ		520,000				731,749		609,781		701,897		717,612		732,251		724,252				677,853		724,650		701,569

		Total				解析（CAE）		0				730,458		639,936		756,425		747,531		756,388		745,385				711,970		749,368		731,114

		Total				先進生産技術 センシンセイサンギジュツ		0				780,064		659,390		699,043		749,309		755,810		736,845				706,497		747,251		727,009

		Total				マイコン組込制御ソフト クミコミセイギョ		0				790,987		692,485		805,347		817,460		786,116		754,180				760,326		785,826		772,428

		Total				ERP		916,835				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				RPA		1,023,717				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				MBD/HILS		0				1,299,836		1,750,850		1,065,250		842,358		1,233,135		1,129,176				1,080,862		1,090,685		1,085,840

		Total

		Total				主なソリューションービス オモ		1,009,784				886,522		805,080		942,178		956,703		795,353		964,364				888,560		910,177		898,544

		Total				開発効率化ソリューション カイハツコウリツカ		0				1,042,490		1,068,436		1,020,438		974,420		913,433		1,047,626				1,031,576		1,017,730		1,025,003

		Total				生産効率化ソリューション セイサンコウリツカ		0				734,712		874,786		880,107		1,431,347		941,679		804,416				870,476		1,017,469		930,292

		Total				AI/データ解析ソリューション カイセキ		0				729,776		681,139		801,897		735,942		719,424		795,643				738,522		751,565		744,969

		Total				IoT/システム開発ソリューション カイハツ		756,000				1,129,367		752,022		979,813		940,026		757,295		923,415				946,026		889,274		915,429

		Total				クラウド/ネットワークソリューション		737,639				965,818		830,963		1,013,204		784,025		630,611		873,325				918,515		781,675		820,925

		Total				ERPソリューション		1,294,163				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				セキュリティソリューション		1,606,376				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				業務効率化ソリューション		0				0		0		322,363		926,600		475,852		750,044				322,363		657,087		590,142

		Total				BPOソリューション		2,566,126				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				IoTプラットフォームソリューション		2,500,973				0		0		0		0		0		0				0		0		0



		派遣 ハケン		国内ソリューション事業売上高（狭義*） コクナイ ジギョウ ウリアゲ ダカ キョウギ				381				1,136		1,136		1,304		1,303		1,324		1,291				3,576		3,918		7,494

		派遣 ハケン

		派遣 ハケン		主なデジタル要素技術 オモ ヨウソギジュツ				352				1,114		1,118		1,283		1,284		1,302		1,272				3,515		3,858		7,373

		派遣 ハケン				AI/ML/データサイエンス		0				124		114		129		131		130		131				367		392		759

		派遣 ハケン				クラウドサービス		10				45		50		54		57		59		59				148		175		324

		派遣 ハケン				サイバーセキュリティ		97				18		18		19		19		19		19				55		57		112

		派遣 ハケン				5G/6Gネットワーク		0				43		38		45		46		45		46				126		137		263

		派遣 ハケン				センサセンシング		1				64		66		76		75		77		73				205		225		430

		派遣 ハケン				半導体設計 ハンドウタイセッケイ		0				118		121		139		137		137		140				378		414		792

		派遣 ハケン				機械システム設計 キカイ セッケイ		1				85		87		100		99		99		100				271		298		569

		派遣 ハケン				解析（CAE）		0				123		124		141		142		146		138				388		425		813

		派遣 ハケン				先進生産技術 センシンセイサンギジュツ		0				53		58		65		65		66		64				176		195		371

		派遣 ハケン				マイコン組込制御ソフト クミコミセイギョ		0				394		390		455		452		462		445				1,240		1,359		2,598

		派遣 ハケン				ERP		243				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				RPA		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				MBD/HILS		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン

		派遣 ハケン				主なソリューションービス オモ		288				94		85		96		98		98		96				275		293		568

		派遣 ハケン				開発効率化ソリューション カイハツコウリツカ		0				16		14		17		16		16		14				47		46		93

		派遣 ハケン				生産効率化ソリューション セイサンコウリツカ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				AI/データ解析ソリューション カイセキ		0				71		65		71		72		70		69				207		210		417

		派遣 ハケン				IoT/システム開発ソリューション カイハツ		2				5		5		6		7		7		6				16		20		36

		派遣 ハケン				クラウド/ネットワークソリューション		1				1		2		2		3		5		6				5		13		18

		派遣				ERPソリューション		447				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣				セキュリティソリューション		109				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣				業務効率化ソリューション		0				0		0		0		1		1		1				0		3		3

		派遣				BPOソリューション		321				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣				IoTプラットフォームソリューション		75				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン

		派遣 ハケン

		派遣 ハケン		国内ソリューション事業 稼働人数 コクナイ ジギョウ カドウ ニンズウ				528				1,533		1,791		1,808		1,773		1,782		1,794				5,132		5,349		10,481

		派遣 ハケン

		派遣 ハケン		主なデジタル要素技術 オモ ヨウソギジュツ				490				1,504		1,764		1,779		1,747		1,752		1,765				5,047		5,264		10,311

		派遣 ハケン				AI/ML/データサイエンス		0				178		189		206		199		195		201				573		595		1,168

		派遣 ハケン				クラウドサービス		15				66		84		81		85		86		88				231		259		490

		派遣 ハケン				サイバーセキュリティ		132				29		32		32		34		31		33				93		98		191

		派遣 ハケン				5G/6Gネットワーク		0				57		64		63		64		64		66				184		194		378

		派遣 ハケン				センサセンシング		4				76		91		92		92		92		92				259		276		535

		派遣 ハケン				半導体設計 ハンドウタイセッケイ		0				151		181		180		175		176		181				512		532		1,044

		派遣 ハケン				機械システム設計 キカイ セッケイ		2				116		142		142		138		135		138				400		411		811

		派遣 ハケン				解析（CAE）		0				169		195		195		190		194		193				559		577		1,136

		派遣 ハケン				先進生産技術 センシンセイサンギジュツ		0				68		89		89		87		90		87				246		264		510

		派遣 ハケン				マイコン組込制御ソフト クミコミセイギョ		0				532		620		622		609		613		610				1,774		1,832		3,606

		派遣 ハケン				ERP		337				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				RPA		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				MBD/HILS		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン

		派遣 ハケン				主なソリューションービス オモ		404				127		131		133		135		137		140				391		412		803

		派遣 ハケン				開発効率化ソリューション カイハツコウリツカ		0				19		20		21		19		18		19				60		56		116

		派遣 ハケン				生産効率化ソリューション セイサンコウリツカ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				AI/データ解析ソリューション カイセキ		0				99		101		101		102		100		102				301		304		605

		派遣 ハケン				IoT/システム開発ソリューション カイハツ		2				7		7		8		8		9		9				22		26		48

		派遣 ハケン				クラウド/ネットワークソリューション		1				2		3		2		5		8		8				7		21		28

		派遣				ERPソリューション		330				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣				セキュリティソリューション		47				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣				業務効率化ソリューション		0				0		0		1		1		2		1				1		4		5

		派遣				BPOソリューション		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣				IoTプラットフォームソリューション		24				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン

		派遣 ハケン

		派遣 ハケン		国内ソリューション事業 SPH コクナイ ジギョウ				721,657				741,135		634,106		721,212		734,672		743,039		719,880				696,764		732,498		715,001

		派遣 ハケン

		派遣 ハケン		主なデジタル要素技術 オモ ヨウソギジュツ				719,079				740,858		633,609		721,354		734,750		743,433		720,596				696,498		732,894		715,079

		派遣 ハケン				AI/ML/データサイエンス		0				696,281		604,930		624,800		660,759		664,838		651,427				640,451		658,944		649,872

		派遣 ハケン				クラウドサービス		692,049				674,597		591,553		668,088		672,966		687,979		669,997				642,117		676,942		660,524

		派遣 ハケン				サイバーセキュリティ		732,260				616,457		558,849		600,620		566,897		601,678		566,263				591,186		577,686		584,259

		派遣 ハケン				5G/6Gネットワーク		0				747,796		592,231		716,504		723,783		705,135		693,093				682,972		707,190		695,402

		派遣 ハケン				センサセンシング		362,654				840,635		723,822		823,201		812,979		840,210		788,414				793,400		813,868		803,959

		派遣 ハケン				半導体設計 ハンドウタイセッケイ		0				784,383		666,550		769,536		783,517		780,905		771,054				737,508		778,412		758,352

		派遣 ハケン				機械システム設計 キカイ セッケイ		520,000				731,749		609,781		701,897		717,612		732,251		724,252				677,853		724,650		701,569

		派遣 ハケン				解析（CAE）		0				725,360		635,977		723,474		747,134		752,583		712,473				693,522		737,372		715,795

		派遣 ハケン				先進生産技術 センシンセイサンギジュツ		0				775,389		654,719		729,169		743,437		737,758		735,531				715,010		738,895		727,374

		派遣 ハケン				マイコン組込制御ソフト クミコミセイギョ		0				741,005		629,482		731,900		741,401		753,338		729,857				698,836		741,551		720,537

		派遣 ハケン				ERP		720,531				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				RPA		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				MBD/HILS		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン

		派遣 ハケン				主なソリューションービス オモ		713,404				741,802		648,510		721,551		725,846		717,683		687,687				703,657		710,165		706,996

		派遣 ハケン				開発効率化ソリューション カイハツコウリツカ		0				848,225		692,200		819,954		840,148		893,468		729,334				786,322		819,689		802,430

		派遣 ハケン				生産効率化ソリューション セイサンコウリツカ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				AI/データ解析ソリューション カイセキ		0				721,683		639,127		702,949		703,400		699,274		674,262				687,696		692,266		689,992

		派遣 ハケン				IoT/システム開発ソリューション カイハツ		756,000				751,284		688,247		737,259		833,985		735,729		718,764				726,127		760,089		744,523

		派遣 ハケン				クラウド/ネットワークソリューション		900,000				693,478		580,424		764,488		536,219		592,426		725,153				665,315		629,606		638,533

		派遣				ERPソリューション		1,354,796				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣				セキュリティソリューション		2,309,832				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣				業務効率化ソリューション		0				0		0		322,363		926,600		475,852		750,044				322,363		657,087		590,142

		派遣				BPOソリューション		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣				IoTプラットフォームソリューション		3,104,975				0		0		0		0		0		0				0		0		0



		SOW		国内ソリューション事業売上高（狭義*） コクナイ ジギョウ ウリアゲ ダカ キョウギ				703				278		395		845		307		337		690				1,518		1,334		2,851

		SOW

		SOW		主なデジタル要素技術 オモ ヨウソギジュツ				546				223		340		752		234		266		604				1,315		1,104		2,419

		SOW				AI/ML/データサイエンス		0				8		13		67		11		9		68				88		87		175

		SOW				クラウドサービス		32				1		4		2		3		2		7				7		12		19

		SOW				サイバーセキュリティ		71				1		1		0		0		0		0				2		0		2

		SOW				5G/6Gネットワーク		0				3		4		4		4		4		4				11		12		24

		SOW				センサセンシング		0				7		27		19		10		10		27				52		47		100

		SOW				半導体設計 ハンドウタイセッケイ		0				18		18		37		21		21		38				73		79		153

		SOW				機械システム設計 キカイ セッケイ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				解析（CAE）		0				3		3		48		3		4		56				54		62		116

		SOW				先進生産技術 センシンセイサンギジュツ		0				1		2		12		1		4		5				15		10		25

		SOW				マイコン組込制御ソフト クミコミセイギョ		0				158		230		249		128		172		95				638		394		1,032

		SOW				ERP		306				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				RPA		137				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				MBD/HILS		0				11		6		280		33		5		270				297		308		605

		SOW

		SOW				主なソリューションービス オモ		703				180		278		576		159		214		484				1,034		858		1,892

		SOW				開発効率化ソリューション カイハツコウリツカ		0				126		49		318		45		49		342				493		436		929

		SOW				生産効率化ソリューション セイサンコウリツカ		0				13		123		172		80		114		53				308		247		555

		SOW				AI/データ解析ソリューション カイセキ		0				11		13		25		11		8		26				49		44		94

		SOW				IoT/システム開発ソリューション カイハツ		0				4		5		26		6		4		26				35		36		71

		SOW				クラウド/ネットワークソリューション		38				3		2		1		2		1		6				6		9		14

		SOW				ERPソリューション		212				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				セキュリティソリューション		78				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				業務効率化ソリューション		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				BPOソリューション		321				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				IoTプラットフォームソリューション		54				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW

		SOW

		SOW		国内ソリューション事業 稼働人数 コクナイ ジギョウ カドウ ニンズウ				711				193		327		802		148		275		695				1,321		1,118		2,439

		SOW

		SOW		主なデジタル要素技術 オモ ヨウソギジュツ				515				236		376		757		223		299		599				1,369		1,122		2,490

		SOW				AI/ML/データサイエンス		0				9		13		63		11		14		61				86		85		171

		SOW				クラウドサービス		54				2		4		3		3		3		8				9		13		22

		SOW				サイバーセキュリティ		65				2		2		0		0		0		0				4		0		4

		SOW				5G/6Gネットワーク		0				4		6		5		4		6		4				14		14		29

		SOW				センサセンシング		0				9		23		22		13		13		26				54		52		107

		SOW				半導体設計 ハンドウタイセッケイ		0				18		17		34		20		19		37				70		76		146

		SOW				機械システム設計 キカイ セッケイ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				解析（CAE）		0				4		3		55		4		4		66				62		74		135

		SOW				先進生産技術 センシンセイサンギジュツ		0				1		2		21		0		3		7				25		10		35

		SOW				マイコン組込制御ソフト クミコミセイギョ		0				167		276		253		100		193		106				696		399		1,094

		SOW				ERP		262				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				RPA		133				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				MBD/HILS		0				8		3		263		39		4		239				275		282		557

		SOW

		SOW				主なソリューションービス オモ		577				182		320		580		134		256		462				1,082		852		1,934

		SOW				開発効率化ソリューション カイハツコウリツカ		0				118		39		307		44		53		320				464		417		881

		SOW				生産効率化ソリューション セイサンコウリツカ		0				18		140		195		56		121		66				354		243		596

		SOW				AI/データ解析ソリューション カイセキ		0				14		13		18		11		8		17				46		35		81

		SOW				IoT/システム開発ソリューション カイハツ		0				1		6		24		5		5		26				32		37		69

		SOW				クラウド/ネットワークソリューション		51				2		2		0		1		0		6				4		7		11

		SOW				ERPソリューション		179				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				セキュリティソリューション		69				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				業務効率化ソリューション		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				BPOソリューション		250				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				IoTプラットフォームソリューション		27				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW

		SOW

		SOW		国内ソリューション事業 SPH コクナイ ジギョウ				988,618				1,446,021		1,209,069		1,053,100		2,074,819		1,225,071		993,074				1,148,924		1,193,254		1,169,240

		SOW

		SOW		主なデジタル要素技術 オモ ヨウソギジュツ				1,060,974				945,890		903,093		993,345		1,051,153		888,718		1,007,310				960,385		984,346		971,175

		SOW				AI/ML/データサイエンス		0				808,127		999,700		1,058,112		1,048,289		633,801		1,107,808				1,022,123		1,024,294		1,023,203

		SOW				クラウドサービス		595,931				579,623		945,244		820,282		970,552		667,518		936,583				820,163		894,038		864,357

		SOW				サイバーセキュリティ		0				3,297,923		16,220,827		0		0		0		0				521,933		0		521,933

		SOW				5G/6Gネットワーク		0				1,008,391		1,053,282		1,078,668		1,015,092		1,074,363		1,034,114				790,000		855,680		822,608

		SOW				センサセンシング		0				0		0		0		0		0		0				967,972		898,474		933,761

		SOW				半導体設計 ハンドウタイセッケイ		0				1,008,391		1,053,282		1,078,668		1,015,092		1,074,363		1,034,114				1,053,864		1,039,207		1,046,199

		SOW				機械システム設計 キカイ セッケイ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				解析（CAE）		0				976,323		870,113		873,949		766,831		953,440		841,470				879,570		843,197		859,739

		SOW				先進生産技術 センシンセイサンギジュツ		0				1,012,251		879,556		572,886		1,979,871		1,305,130		753,782				621,058		965,102		721,635

		SOW				マイコン組込制御ソフト クミコミセイギョ		0				950,514		833,909		986,172		1,282,506		889,998		894,469				917,161		989,221		943,420

		SOW				ERP		1,169,229				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				RPA		1,023,717				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				MBD/HILS		0				1,299,836		1,750,850		1,065,250		842,358		1,233,135		1,129,176				1,080,862		1,090,685		1,085,840

		SOW

		SOW				主なソリューションービス オモ		1,217,199				987,493		869,236		992,730		1,189,092		836,896		1,048,201				955,367		1,006,866		978,056

		SOW				開発効率化ソリューション カイハツコウリツカ		0				1,073,878		1,262,531		1,034,136		1,032,791		920,183		1,066,502				1,063,308		1,044,305		1,054,307

		SOW				生産効率化ソリューション セイサンコウリツカ		0				734,712		874,786		880,107		1,431,347		941,679		804,416				870,476		1,017,469		930,292

		SOW				AI/データ解析ソリューション カイセキ		0				785,466		999,700		1,352,318		1,048,289		975,532		1,542,524				1,072,096		1,265,573		1,155,935

		SOW				IoT/システム開発ソリューション カイハツ		0				3,337,804		822,336		1,060,125		1,094,444		794,181		994,053				1,098,595		980,471		1,035,120

		SOW				クラウド/ネットワークソリューション		734,485				1,234,858		1,256,307		2,265,169		2,060,591		1,620,996		1,087,230				1,341,632		1,249,880		1,284,790

		SOW				ERPソリューション		1,182,575				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				セキュリティソリューション		1,129,242				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				業務効率化ソリューション		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				BPOソリューション		1,283,063				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				IoTプラットフォームソリューション		1,972,162				0		0		0		0		0		0				0		0		0





EG

								ＩＴ社				ＥＧ社		ＥＧ社		ＥＧ社		ＥＧ社		ＥＧ社		ＥＧ社				ＥＧ社		ＥＧ社		ＥＧ社

								Jul-21				Jul-21		Aug-21		Sep-21		Oct-21		Nov-21		Dec-21				1Q		2Q		YTD



		Total		国内ソリューション事業売上高（狭義*） コクナイ ジギョウ ウリアゲ ダカ キョウギ				1,084				630		596		724		693		646		730				1,949		2,069		4,019

		Total

		Total		主なデジタル要素技術 オモ ヨウソギジュツ				898				580		544		659		637		586		652				1,783		1,876		3,658

		Total				AI/ML/データサイエンス		0				8		9		12		13		14		13				30		40		70

		Total				クラウドサービス		42				169		145		188		182		139		161				502		481		983

		Total				サイバーセキュリティ		168				36		31		47		43		41		51				114		135		249

		Total				5G/6Gネットワーク		0				19		19		26		21		23		31				63		74		137

		Total				センサセンシング		1				6		6		6		7		7		5				19		19		38

		Total				半導体設計 ハンドウタイセッケイ		0				9		8		9		9		9		9				27		28		55

		Total				機械システム設計 キカイ セッケイ		1				32		29		35		35		38		35				97		109		205

		Total				解析（CAE）		0				33		39		64		44		45		72				136		162		298

		Total				先進生産技術 センシンセイサンギジュツ		0				75		66		66		79		76		76				207		231		438

		Total				マイコン組込制御ソフト クミコミセイギョ		0				77		79		85		92		79		76				242		248		490

		Total				ERP		549				67		67		67		67		67		70				201		205		406

		Total				RPA		137				13		13		13		13		14		15				39		43		82

		Total				MBD/HILS		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total

		Total				主なソリューションービス オモ		991				165		164		219		229		188		237				549		653		1,202

		Total				開発効率化ソリューション カイハツコウリツカ		0				4		4		4		5		6		6				13		17		30

		Total				生産効率化ソリューション セイサンコウリツカ		0				2		2		3		9		9		9				7		27		35

		Total				AI/データ解析ソリューション カイセキ		0				5		12		21		19		14		14				38		47		86

		Total				IoT/システム開発ソリューション カイハツ		2				28		36		37		32		37		49				101		118		219

		Total				クラウド/ネットワークソリューション		39				109		86		118		130		101		128				314		359		673

		Total				ERPソリューション		659				0		0		1		1		1		1				1		2		2

		Total				セキュリティソリューション		187				(0)		0		9		0		0		9				8		9		17

		Total				業務効率化ソリューション		0				6		5		20		10		10		12				31		32		63

		Total				BPOソリューション		641				1		1		1		1		1		1				2		3		6

		Total				IoTプラットフォームソリューション		129				1		2		2		3		2		2				5		7		13

		Total

		Total		国内ソリューション事業稼働人数（狭義*） コクナイ ジギョウ カドウニンズウ キョウギ				1,239				902		940		964		964		968		1,031				2,806		2,963		5,769

		Total

		Total		主なデジタル要素技術 オモ ヨウソギジュツ				1,005				829		858		878		881		885		940				2,564		2,705		5,269

		Total				AI/ML/データサイエンス		0				12		14		16		17		18		17				42		52		94

		Total				クラウドサービス		69				206		219		226		219		211		209				651		639		1,290

		Total				サイバーセキュリティ		197				56		53		56		61		64		67				165		193		358

		Total				5G/6Gネットワーク		0				38		31		32		43		43		52				101		138		239

		Total				センサセンシング		4				9		9		10		9		9		7				28		25		53

		Total				半導体設計 ハンドウタイセッケイ		0				15		15		15		15		15		15				45		45		90

		Total				機械システム設計 キカイ セッケイ		2				37		40		41		42		43		47				118		132		250

		Total				解析（CAE）		0				63		75		94		92		87		116				232		295		527

		Total				先進生産技術 センシンセイサンギジュツ		0				84		82		81		92		93		98				247		283		530

		Total				マイコン組込制御ソフト クミコミセイギョ		0				128		131		121		115		121		117				380		354		734

		Total				ERP		599				108		115		112		107		113		111				335		331		666

		Total				RPA		133				19		19		19		19		18		22				58		60		117

		Total				MBD/HILS		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total

		Total				主なソリューションービス オモ		981				209		241		244		273		274		286				693		833		1,526

		Total				開発効率化ソリューション カイハツコウリツカ		0				6		7		8		8		11		11				21		30		51

		Total				生産効率化ソリューション セイサンコウリツカ		0				4		4		6		15		16		16				14		47		61

		Total				AI/データ解析ソリューション カイセキ		0				7		15		24		24		16		6				45		47		92

		Total				IoT/システム開発ソリューション カイハツ		2				38		48		53		47		49		56				139		153		291

		Total				クラウド/ネットワークソリューション		52				117		132		124		152		149		160				373		462		834

		Total				ERPソリューション		509				0		0		1		1		1		1				1		3		4

		Total				セキュリティソリューション		116				0		0		2		0		0		0				2		0		2

		Total				業務効率化ソリューション		0				9		8		10		9		9		11				27		29		56

		Total				BPOソリューション		250				1		2		2		2		2		2				5		6		11

		Total				IoTプラットフォームソリューション		51				3		3		3		4		4		4				9		12		21

		Total

		Total		国内ソリューション事業SPH（狭義*） コクナイ ジギョウ キョウギ				874,830				697,817		633,744		751,055		719,270		667,439		707,816				694,654		698,347		696,551

		Total

		Total		主なデジタル要素技術 オモ ヨウソギジュツ				894,230				699,969		634,261		750,079		723,368		662,478		694,312				695,145		693,363		694,230

		Total				AI/ML/データサイエンス		0				681,707		676,661		770,986		768,244		773,470		751,681				714,036		764,638		742,029

		Total				クラウドサービス		616,916				820,795		662,620		831,536		830,581		657,876		767,978				771,325		753,016		762,257

		Total				サイバーセキュリティ		849,159				639,940		589,019		833,056		694,495		647,501		754,801				689,299		699,887		694,998

		Total				5G/6Gネットワーク		0				493,869		596,273		808,765		474,941		531,858		595,714				625,056		538,246		574,843

		Total				センサセンシング		362,654				719,928		662,062		629,347		755,696		755,688		754,217				668,978		755,279		709,686

		Total				半導体設計 ハンドウタイセッケイ		0				624,581		563,887		618,121		613,657		624,917		618,992				602,196		619,188		610,692

		Total				機械システム設計 キカイ セッケイ		520,000				870,070		723,236		865,464		831,005		902,252		751,669				818,838		825,917		822,568

		Total				解析（CAE）		0				515,275		523,122		682,301		481,440		522,468		622,238				585,421		549,009		565,037

		Total				先進生産技術 センシンセイサンギジュツ		0				890,690		803,829		818,177		858,610		818,638		775,711				838,074		816,764		826,695

		Total				マイコン組込制御ソフト クミコミセイギョ		0				600,485		605,235		706,776		800,944		654,913		651,504				635,877		701,422		667,454

		Total				ERP		916,835				623,624		583,296		595,273		627,377		595,748		630,282				600,296		617,598		608,902

		Total				RPA		1,023,717				670,359		666,056		698,436		690,398		755,759		700,840				678,281		714,331		696,543

		Total				MBD/HILS		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total

		Total				主なソリューションービス オモ		1,009,784				791,361		682,721		898,843		837,320		686,153		828,097				791,467		784,468		787,648

		Total				開発効率化ソリューション カイハツコウリツカ		0				649,517		608,617		555,390		644,298		546,037		548,875				600,026		573,280		584,293

		Total				生産効率化ソリューション セイサンコウリツカ		0				478,053		568,204		545,415		583,636		577,484		583,359				532,680		581,447		570,255

		Total				AI/データ解析ソリューション カイセキ		0				695,372		811,990		904,730		807,793		888,093		2,103,973				842,969		1,015,214		930,099

		Total				IoT/システム開発ソリューション カイハツ		756,000				734,960		757,154		698,046		681,314		752,136		862,143				728,661		770,977		750,839

		Total				クラウド/ネットワークソリューション		737,639				931,164		654,999		954,382		852,473		676,341		800,710				841,341		777,713		806,132

		Total				ERPソリューション		1,294,163				0		0		520,000		520,000		531,375		520,000				520,000		523,792		522,844

		Total				セキュリティソリューション		1,606,376				0		0		4,236,414		0		0		0				4,170,562		0		8,406,977

		Total				業務効率化ソリューション		0				661,730		634,027		1,964,024		1,068,656		1,069,876		1,158,699				1,141,294		1,102,753		1,121,474

		Total				BPOソリューション		2,566,126				590,000		445,686		505,000		510,000		510,000		510,000				498,274		510,000		504,670

		Total				IoTプラットフォームソリューション		2,500,973				494,693		595,669		618,333		626,250		611,025		620,921				569,565		619,399		598,042



		派遣 ハケン		国内ソリューション事業売上高（狭義*） コクナイ ジギョウ ウリアゲ ダカ キョウギ				381				498		459		490		504		508		501				1,446		1,513		2,959

		派遣 ハケン

		派遣 ハケン		主なデジタル要素技術 オモ ヨウソギジュツ				352				462		423		453		461		464		458				1,338		1,383		2,721

		派遣 ハケン				AI/ML/データサイエンス		0				8		9		12		12		13		12				29		38		67

		派遣 ハケン				クラウドサービス		10				94		90		95		86		87		91				279		265		544

		派遣 ハケン				サイバーセキュリティ		97				29		24		26		31		32		30				80		94		173

		派遣 ハケン				5G/6Gネットワーク		0				14		13		14		14		13		14				41		41		83

		派遣 ハケン				センサセンシング		1				6		6		6		7		7		5				19		19		38

		派遣 ハケン				半導体設計 ハンドウタイセッケイ		0				9		8		9		9		9		9				27		28		55

		派遣 ハケン				機械システム設計 キカイ セッケイ		1				23		20		26		26		26		26				69		79		148

		派遣 ハケン				解析（CAE）		0				29		29		27		31		29		30				85		91		176

		派遣 ハケン				先進生産技術 センシンセイサンギジュツ		0				70		61		62		74		72		71				193		217		410

		派遣 ハケン				マイコン組込制御ソフト クミコミセイギョ		0				73		64		72		72		74		68				209		214		423

		派遣 ハケン				ERP		243				66		62		65		65		66		63				193		193		387

		派遣 ハケン				RPA		0				11		11		12		12		12		14				35		38		72

		派遣 ハケン				MBD/HILS		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン

		派遣 ハケン				主なソリューションービス オモ		288				73		74		83		100		109		113				230		321		552

		派遣 ハケン				開発効率化ソリューション カイハツコウリツカ		0				4		4		4		5		6		6				13		17		30

		派遣 ハケン				生産効率化ソリューション セイサンコウリツカ		0				2		2		3		9		9		9				7		27		35

		派遣 ハケン				AI/データ解析ソリューション カイセキ		0				2		4		5		5		6		5				11		15		27

		派遣 ハケン				IoT/システム開発ソリューション カイハツ		2				15		14		16		20		23		23				45		66		112

		派遣 ハケン				クラウド/ネットワークソリューション		1				33		36		37		43		46		50				106		139		246

		派遣				ERPソリューション		447				0		0		1		1		1		1				1		2		2

		派遣				セキュリティソリューション		109				(0)		0		4		0		0		4				4		4		8

		派遣				業務効率化ソリューション		0				6		5		13		8		8		10				24		26		50

		派遣				BPOソリューション		321				1		1		1		1		1		1				2		3		6

		派遣				IoTプラットフォームソリューション		75				1		2		2		3		2		2				5		7		13

		派遣 ハケン

		派遣 ハケン

		派遣 ハケン		国内ソリューション事業 稼働人数 コクナイ ジギョウ カドウ ニンズウ				528				734		754		760		741		769		761				2,248		2,271		4,519

		派遣 ハケン

		派遣 ハケン		主なデジタル要素技術 オモ ヨウソギジュツ				490				681		700		702		679		701		698				2,083		2,078		4,161

		派遣 ハケン				AI/ML/データサイエンス		0				12		14		16		17		18		17				42		52		94

		派遣 ハケン				クラウドサービス		15				139		150		146		125		136		139				435		400		835

		派遣 ハケン				サイバーセキュリティ		132				46		43		43		50		51		50				132		151		283

		派遣 ハケン				5G/6Gネットワーク		0				23		23		23		23		23		23				69		69		138

		派遣 ハケン				センサセンシング		4				9		9		10		9		9		7				28		25		53

		派遣 ハケン				半導体設計 ハンドウタイセッケイ		0				15		15		15		15		15		15				45		45		90

		派遣 ハケン				機械システム設計 キカイ セッケイ		2				35		38		41		40		40		40				114		120		234

		派遣 ハケン				解析（CAE）		0				40		47		48		45		45		47				135		137		272

		派遣 ハケン				先進生産技術 センシンセイサンギジュツ		0				84		82		81		92		93		93				247		278		525

		派遣 ハケン				マイコン組込制御ソフト クミコミセイギョ		0				112		111		111		107		111		104				334		322		656

		派遣 ハケン				ERP		337				105		107		109		104		107		104				321		315		636

		派遣 ハケン				RPA		0				17		17		17		17		16		17				51		50		101

		派遣 ハケン				MBD/HILS		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン

		派遣 ハケン				主なソリューションービス オモ		404				106		114		125		143		165		163				345		471		816

		派遣 ハケン				開発効率化ソリューション カイハツコウリツカ		0				6		7		8		8		11		11				21		30		51

		派遣 ハケン				生産効率化ソリューション セイサンコウリツカ		0				4		4		6		15		16		16				14		47		61

		派遣 ハケン				AI/データ解析ソリューション カイセキ		0				4		5		7		6		7		6				16		19		35

		派遣 ハケン				IoT/システム開発ソリューション カイハツ		2				20		23		25		30		34		32				68		96		164

		派遣 ハケン				クラウド/ネットワークソリューション		1				46		53		53		58		69		70				152		197		349

		派遣				ERPソリューション		330				0		0		1		1		1		1				1		3		4

		派遣				セキュリティソリューション		47				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣				業務効率化ソリューション		0				9		8		9		9		9		10				26		28		54

		派遣				BPOソリューション		0				1		2		2		2		2		2				5		6		11

		派遣				IoTプラットフォームソリューション		24				3		3		3		4		4		4				9		12		21

		派遣 ハケン

		派遣 ハケン

		派遣 ハケン		国内ソリューション事業 SPH コクナイ ジギョウ				721,657				678,315		608,457		644,513		679,914		660,589		658,130				643,456		666,071		654,821

		派遣 ハケン

		派遣 ハケン		主なデジタル要素技術 オモ ヨウソギジュツ				719,079				678,313		603,980		645,142		679,557		661,499		656,581				642,154		665,747		653,936

		派遣 ハケン				AI/ML/データサイエンス		0				681,707		676,661		726,486		724,338		733,915		709,798				697,084		722,900		711,365

		派遣 ハケン				クラウドサービス		692,049				677,593		600,654		647,261		688,571		643,355		656,776				640,882		662,149		651,070

		派遣 ハケン				サイバーセキュリティ		732,260				635,153		561,910		613,566		617,965		631,369		609,928				604,261		619,831		612,569

		派遣 ハケン				5G/6Gネットワーク		0				619,920		568,781		599,941		607,242		576,389		619,615				596,214		601,082		598,648

		派遣 ハケン				センサセンシング		362,654				719,928		662,062		629,347		755,696		755,688		754,217				668,978		755,279		709,686

		派遣 ハケン				半導体設計 ハンドウタイセッケイ		0				624,581		563,887		618,121		613,657		624,917		618,992				602,196		619,188		610,692

		派遣 ハケン				機械システム設計 キカイ セッケイ		520,000				660,924		522,959		632,527		661,723		658,109		647,502				604,723		655,778		630,905

		派遣 ハケン				解析（CAE）		0				731,156		610,484		568,463		691,945		646,793		644,449				631,298		660,820		646,167

		派遣 ハケン				先進生産技術 センシンセイサンギジュツ		0				827,898		744,474		766,046		806,979		769,906		764,028				779,919		780,209		780,072

		派遣 ハケン				マイコン組込制御ソフト クミコミセイギョ		0				647,418		576,848		651,693		670,634		667,640		651,794				625,386		663,517		644,102

		派遣 ハケン				ERP		720,531				630,176		577,716		599,255		622,125		612,438		606,201				602,190		613,577		607,830

		派遣 ハケン				RPA		0				666,429		665,239		702,266		689,031		765,912		808,729				677,978		754,330		715,776

		派遣 ハケン				MBD/HILS		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン

		派遣 ハケン				主なソリューションービス オモ		713,404				692,119		647,898		664,339		699,113		659,765		690,415				667,442		682,319		676,029

		派遣 ハケン				開発効率化ソリューション カイハツコウリツカ		0				649,517		608,617		555,390		644,298		546,037		548,875				600,026		573,280		584,293

		派遣 ハケン				生産効率化ソリューション セイサンコウリツカ		0				478,053		568,204		545,415		583,636		577,484		583,359				532,680		581,447		570,255

		派遣 ハケン				AI/データ解析ソリューション カイセキ		0				614,613		775,680		718,046		816,750		803,886		807,369				710,198		809,048		763,860

		派遣 ハケン				IoT/システム開発ソリューション カイハツ		756,000				737,063		615,915		648,555		671,259		688,770		714,085				663,547		691,736		680,048

		派遣 ハケン				クラウド/ネットワークソリューション		900,000				725,816		677,582		700,796		744,678		669,232		713,838				700,274		707,294		704,237

		派遣				ERPソリューション		1,354,796				0		0		520,000		520,000		531,375		520,000				520,000		523,792		522,844

		派遣				セキュリティソリューション		2,309,832				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣				業務効率化ソリューション		0				661,730		634,027		1,431,217		865,322		866,542		1,020,706				919,567		921,209		920,418

		派遣				BPOソリューション		0				590,000		445,686		505,000		510,000		510,000		510,000				498,274		510,000		504,670

		派遣				IoTプラットフォームソリューション		3,104,975				494,693		595,669		618,333		626,250		611,025		620,921				569,565		619,399		598,042



		SOW		国内ソリューション事業売上高（狭義*） コクナイ ジギョウ ウリアゲ ダカ キョウギ				703				132		137		234		189		138		229				503		557		1,060

		SOW

		SOW		主なデジタル要素技術 オモ ヨウソギジュツ				546				118		121		206		176		122		194				445		492		937

		SOW				AI/ML/データサイエンス		0				0		0		1		1		1		1				1		2		3

		SOW				クラウドサービス		32				75		55		93		96		51		69				223		216		440

		SOW				サイバーセキュリティ		71				7		7		20		12		9		20				34		41		75

		SOW				5G/6Gネットワーク		0				4		6		12		7		9		17				22		33		55

		SOW				センサセンシング		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				半導体設計 ハンドウタイセッケイ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				機械システム設計 キカイ セッケイ		0				9		9		10		9		12		9				28		30		58

		SOW				解析（CAE）		0				3		11		37		13		16		42				51		71		122

		SOW				先進生産技術 センシンセイサンギジュツ		0				5		5		4		5		5		5				14		14		29

		SOW				マイコン組込制御ソフト クミコミセイギョ		0				5		15		13		21		5		8				33		34		67

		SOW				ERP		306				1		5		1		3		2		7				8		11		19

		SOW				RPA		137				2		2		2		2		2		2				5		5		10

		SOW				MBD/HILS		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW

		SOW				主なソリューションービス オモ		703				92		91		136		129		79		124				318		332		650

		SOW				開発効率化ソリューション カイハツコウリツカ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				生産効率化ソリューション セイサンコウリツカ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				AI/データ解析ソリューション カイセキ		0				2		8		16		14		9		9				27		32		59

		SOW				IoT/システム開発ソリューション カイハツ		0				13		22		20		12		14		26				56		51		107

		SOW				クラウド/ネットワークソリューション		38				76		50		81		87		54		79				207		220		427

		SOW				ERPソリューション		212				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				セキュリティソリューション		78				0		0		4		0		0		4				4		4		9

		SOW				業務効率化ソリューション		0				0		0		7		2		2		2				7		6		13

		SOW				BPOソリューション		321				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				IoTプラットフォームソリューション		54				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW

		SOW

		SOW		国内ソリューション事業 稼働人数 コクナイ ジギョウ カドウ ニンズウ				711				168		186		204		223		199		270				558		692		1,250

		SOW

		SOW		主なデジタル要素技術 オモ ヨウソギジュツ				515				148		158		176		202		184		242				481		627		1,108

		SOW				AI/ML/データサイエンス		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				クラウドサービス		54				67		69		80		94		75		70				216		239		455

		SOW				サイバーセキュリティ		65				10		10		13		11		13		17				33		42		75

		SOW				5G/6Gネットワーク		0				15		8		9		20		20		29				32		69		101

		SOW				センサセンシング		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				半導体設計 ハンドウタイセッケイ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				機械システム設計 キカイ セッケイ		0				2		2		0		2		3		7				4		12		16

		SOW				解析（CAE）		0				23		28		46		47		42		69				97		158		255

		SOW				先進生産技術 センシンセイサンギジュツ		0				0		0		0		0		0		5				0		5		5

		SOW				マイコン組込制御ソフト クミコミセイギョ		0				16		20		10		8		10		13				46		32		78

		SOW				ERP		262				3		8		3		3		6		7				14		16		30

		SOW				RPA		133				2		2		2		2		2		5				7		10		16

		SOW				MBD/HILS		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW

		SOW				主なソリューションービス オモ		577				103		127		119		130		109		123				348		362		710

		SOW				開発効率化ソリューション カイハツコウリツカ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				生産効率化ソリューション セイサンコウリツカ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				AI/データ解析ソリューション カイセキ		0				3		10		17		18		9		0				29		28		57

		SOW				IoT/システム開発ソリューション カイハツ		0				18		25		28		17		15		24				71		57		127

		SOW				クラウド/ネットワークソリューション		51				71		79		71		94		80		90				221		265		485

		SOW				ERPソリューション		179				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				セキュリティソリューション		69				0		0		2		0		0		0				2		0		2

		SOW				業務効率化ソリューション		0				0		0		1		0		0		1				1		1		2

		SOW				BPOソリューション		250				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				IoTプラットフォームソリューション		27				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW

		SOW

		SOW		国内ソリューション事業 SPH コクナイ ジギョウ				988,618				782,878		736,375		1,147,341		850,224		693,876		847,798				900,772		804,263		847,359

		SOW

		SOW		主なデジタル要素技術 オモ ヨウソギジュツ				1,060,974				799,935		768,589		1,168,799		870,801		666,216		803,310				924,501		784,890		845,518

		SOW				AI/ML/データサイエンス		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				クラウドサービス		595,931				1,117,571		797,351		1,167,615		1,020,213		684,160		987,980				1,033,887		905,096		966,253

		SOW				サイバーセキュリティ		0				0		0		0		0		0		0				1,027,144		990,683		1,006,879

		SOW				5G/6Gネットワーク		0				0		0		0		0		0		0				687,628		475,693		542,355

		SOW				センサセンシング		0				4,180,380		4,651,263		0		3,660,798		4,758,044		1,379,830				0		0		0

		SOW				半導体設計 ハンドウタイセッケイ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				機械システム設計 キカイ セッケイ		0				4,180,380		4,651,263		0		3,660,798		4,758,044		1,379,830				6,702,245		2,592,261		3,677,825

		SOW				解析（CAE）		0				141,991		376,135		801,353		278,911		389,346		607,157				521,549		452,071		478,492

		SOW				先進生産技術 センシンセイサンギジュツ		0				0		0		0		0		0		992,089				0		2,840,530		5,701,059

		SOW				マイコン組込制御ソフト クミコミセイギョ		0				279,037		760,496		1,329,501		2,465,898		517,776		649,182				711,290		1,086,671		863,473

		SOW				ERP		1,169,229				383,668		658,642		452,282		786,476		281,525		973,754				556,328		694,794		631,468

		SOW				RPA		1,023,717				699,208		672,000		670,385		700,394		684,965		326,394				680,497		504,189		578,743

		SOW				MBD/HILS		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW

		SOW				主なソリューションービス オモ		1,217,199				893,953		714,037		1,145,079		988,946		726,188		1,010,894				914,299		917,424		915,891

		SOW				開発効率化ソリューション カイハツコウリツカ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				生産効率化ソリューション セイサンコウリツカ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				AI/データ解析ソリューション カイセキ		0				812,552		830,071		983,018		804,775		951,335		19,753,896				915,006		1,157,310		1,032,075

		SOW				IoT/システム開発ソリューション カイハツ		0				732,644		887,200		743,030		698,961		894,562		1,055,756				791,338		905,162		842,014

		SOW				クラウド/ネットワークソリューション		734,485				1,063,307		639,772		1,144,794		918,672		682,486		867,944				938,511		830,119		879,398

		SOW				ERPソリューション		1,182,575				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				セキュリティソリューション		1,129,242				0		0		2,118,207		0		0		0				2,118,207		0		4,236,414

		SOW				業務効率化ソリューション		0				0		0		6,032,727		0		0		2,941,076				6,032,727		7,668,498		6,681,252

		SOW				BPOソリューション		1,283,063				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				IoTプラットフォームソリューション		1,972,162				0		0		0		0		0		0				0		0		0





IT

								ＩＴ社				ＩＴ社		ＩＴ社		ＩＴ社		ＩＴ社		ＩＴ社		ＩＴ社				ＩＴ社		ＩＴ社		ＩＴ社

								Jul-21				Jul-21		Aug-21		Sep-21		Oct-21		Nov-21		Dec-21				1Q		2Q		YTD



		Total		国内ソリューション事業売上高（狭義*） コクナイ ジギョウ ウリアゲ ダカ キョウギ				1,084				142		223		132		170		152		230				498		551		1,049

		Total

		Total		主なデジタル要素技術 オモ ヨウソギジュツ				898				138		115		126		164		142		179				379		485		864

		Total				AI/ML/データサイエンス		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				クラウドサービス		42				3		5		16		6		6		5				23		16		39

		Total				サイバーセキュリティ		168				23		18		17		18		30		30				58		78		136

		Total				5G/6Gネットワーク		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				センサセンシング		1				0		0		0		0		1		0				0		1		1

		Total				半導体設計 ハンドウタイセッケイ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				機械システム設計 キカイ セッケイ		1				0		0		0		1		1		0				0		1		1

		Total				解析（CAE）		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				先進生産技術 センシンセイサンギジュツ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				マイコン組込制御ソフト クミコミセイギョ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				ERP		549				90		88		89		134		95		53				267		282		549

		Total				RPA		137				22		4		4		6		9		91				30		106		137

		Total				MBD/HILS		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total

		Total				主なソリューションービス オモ		991				128		210		118		152		135		214				455		501		956

		Total				開発効率化ソリューション カイハツコウリツカ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				生産効率化ソリューション セイサンコウリツカ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				AI/データ解析ソリューション カイセキ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				IoT/システム開発ソリューション カイハツ		2				0		0		1		1		0		0				1		1		2

		Total				クラウド/ネットワークソリューション		39				3		5		12		3		3		13				20		19		39

		Total				ERPソリューション		659				102		102		111		132		108		103				315		344		659

		Total				セキュリティソリューション		187				19		10		14		7		33		34				43		74		117

		Total				業務効率化ソリューション		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				BPOソリューション		641				71		240		26		32		66		206				337		304		641

		Total				IoTプラットフォームソリューション		129				10		12		10		75		10		10				33		95		129

		Total

		Total		国内ソリューション事業稼働人数（狭義*） コクナイ ジギョウ カドウニンズウ キョウギ				1,239				194		174		170		189		183		165				539		537		1,075

		Total

		Total		主なデジタル要素技術 オモ ヨウソギジュツ				1,005				182		161		162		181		177		111				505		469		975

		Total				AI/ML/データサイエンス		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				クラウドサービス		69				12		14		8		13		13		6				35		32		67

		Total				サイバーセキュリティ		197				39		25		25		23		36		22				88		81		169

		Total				5G/6Gネットワーク		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				センサセンシング		4				0		0		1		1		2		0				1		3		4

		Total				半導体設計 ハンドウタイセッケイ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				機械システム設計 キカイ セッケイ		2				0		0		0		1		1		0				0		2		2

		Total				解析（CAE）		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				先進生産技術 センシンセイサンギジュツ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				マイコン組込制御ソフト クミコミセイギョ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				ERP		599				95		96		99		122		114		74				289		310		599

		Total				RPA		133				36		27		29		21		12		9				92		41		133

		Total				MBD/HILS		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total

		Total				主なソリューションービス オモ		981				177		156		150		165		159		144				484		468		951

		Total				開発効率化ソリューション カイハツコウリツカ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				生産効率化ソリューション セイサンコウリツカ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				AI/データ解析ソリューション カイセキ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				IoT/システム開発ソリューション カイハツ		2				0		0		1		1		0		0				1		1		2

		Total				クラウド/ネットワークソリューション		52				12		13		8		9		8		2				33		20		52

		Total				ERPソリューション		509				69		73		74		98		94		101				217		292		509

		Total				セキュリティソリューション		116				26		12		11		8		22		8				48		39		86

		Total				業務効率化ソリューション		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				BPOソリューション		250				60		50		48		39		28		25				158		92		250

		Total				IoTプラットフォームソリューション		51				10		9		9		9		8		8				27		24		51

		Total

		Total		国内ソリューション事業SPH（狭義*） コクナイ ジギョウ キョウギ				874,830				734,415		1,279,922		774,693		900,106		827,376		1,393,552				923,850		1,027,010		975,353

		Total

		Total		主なデジタル要素技術 オモ ヨウソギジュツ				894,230				757,926		710,708		778,160		906,685		800,816		1,607,305				749,367		1,032,999		885,936

		Total				AI/ML/データサイエンス		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				クラウドサービス		616,916				229,139		345,196		1,842,438		410,208		449,106		793,768				668,277		496,993		585,628

		Total				サイバーセキュリティ		849,159				596,731		727,378		690,015		790,794		825,951		1,354,506				659,617		959,090		803,283

		Total				5G/6Gネットワーク		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				センサセンシング		362,654				0		0		72,000		442,760		467,928		0				72,000		459,538		362,654

		Total				半導体設計 ハンドウタイセッケイ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				機械システム設計 キカイ セッケイ		520,000				0		0		0		520,000		520,000		0				0		520,000		520,000

		Total				解析（CAE）		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				先進生産技術 センシンセイサンギジュツ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				マイコン組込制御ソフト クミコミセイギョ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				ERP		916,835				947,386		917,734		904,354		1,099,002		839,642		713,403				922,881		911,184		916,835

		Total				RPA		1,023,717				613,179		152,676		137,561		269,244		811,981		10,187,830				328,629		2,581,082		1,023,717

		Total				MBD/HILS		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total

		Total				主なソリューションービス オモ		1,009,784				725,013		1,340,911		781,998		922,690		848,054		1,483,333				941,989		1,069,936		1,004,913

		Total				開発効率化ソリューション カイハツコウリツカ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				生産効率化ソリューション セイサンコウリツカ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				AI/データ解析ソリューション カイセキ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				IoT/システム開発ソリューション カイハツ		756,000				0		0		756,000		756,000		0		0				756,000		756,000		756,000

		Total				クラウド/ネットワークソリューション		737,639				229,139		371,643		1,595,225		303,569		362,147		5,309,824				604,550		961,053		737,639

		Total				ERPソリューション		1,294,163				1,472,919		1,397,306		1,493,883		1,348,196		1,154,930		1,025,250				1,454,625		1,175,168		1,294,163

		Total				セキュリティソリューション		1,606,376				759,820		836,465		1,324,541		857,037		1,474,315		4,186,369				905,102		1,916,030		1,356,340

		Total				業務効率化ソリューション		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				BPOソリューション		2,566,126				1,184,654		4,774,106		538,922		815,927		2,356,474		8,202,030				2,134,290		3,307,372		2,566,126

		Total				IoTプラットフォームソリューション		2,500,973				1,074,352		1,441,194		1,179,698		8,268,668		1,331,604		1,367,916				1,225,263		3,919,487		2,500,973



		派遣 ハケン		国内ソリューション事業売上高（狭義*） コクナイ ジギョウ ウリアゲ ダカ キョウギ				381				62		59		63		69		64		64				184		197		381

		派遣 ハケン

		派遣 ハケン		主なデジタル要素技術 オモ ヨウソギジュツ				352				58		55		57		64		60		60				169		183		352

		派遣 ハケン				AI/ML/データサイエンス		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				クラウドサービス		10				0		0		0		3		3		5				0		10		10

		派遣 ハケン				サイバーセキュリティ		97				16		16		16		18		16		16				47		50		97

		派遣 ハケン				5G/6Gネットワーク		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				センサセンシング		1				0		0		0		0		1		0				0		1		1

		派遣 ハケン				半導体設計 ハンドウタイセッケイ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				機械システム設計 キカイ セッケイ		1				0		0		0		1		1		0				0		1		1

		派遣 ハケン				解析（CAE）		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				先進生産技術 センシンセイサンギジュツ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				マイコン組込制御ソフト クミコミセイギョ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				ERP		243				42		39		41		43		39		39				122		121		243

		派遣 ハケン				RPA		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				MBD/HILS		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン

		派遣 ハケン				主なソリューションービス オモ		288				48		46		48		51		47		48				142		147		288

		派遣 ハケン				開発効率化ソリューション カイハツコウリツカ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				生産効率化ソリューション セイサンコウリツカ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				AI/データ解析ソリューション カイセキ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				IoT/システム開発ソリューション カイハツ		2				0		0		1		1		0		0				1		1		2

		派遣 ハケン				クラウド/ネットワークソリューション		1				0		0		0		0		0		1				0		1		1

		派遣				ERPソリューション		447				71		70		75		87		73		71				216		231		447

		派遣				セキュリティソリューション		109				12		7		9		6		19		20				29		45		74

		派遣				業務効率化ソリューション		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣				BPOソリューション		321				36		120		13		16		33		103				168		152		321

		派遣				IoTプラットフォームソリューション		75				7		8		7		39		7		7				22		53		75

		派遣 ハケン

		派遣 ハケン

		派遣 ハケン		国内ソリューション事業 稼働人数 コクナイ ジギョウ カドウ ニンズウ				528				84		84		87		94		90		89				255		273		528

		派遣 ハケン

		派遣 ハケン		主なデジタル要素技術 オモ ヨウソギジュツ				490				78		78		80		87		84		83				236		254		490

		派遣 ハケン				AI/ML/データサイエンス		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				クラウドサービス		15				0		0		0		4		5		6				0		15		15

		派遣 ハケン				サイバーセキュリティ		132				21		22		23		22		22		22				66		66		132

		派遣 ハケン				5G/6Gネットワーク		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				センサセンシング		4				0		0		1		1		2		0				1		3		4

		派遣 ハケン				半導体設計 ハンドウタイセッケイ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				機械システム設計 キカイ セッケイ		2				0		0		0		1		1		0				0		2		2

		派遣 ハケン				解析（CAE）		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				先進生産技術 センシンセイサンギジュツ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				マイコン組込制御ソフト クミコミセイギョ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				ERP		337				57		56		56		59		54		55				169		168		337

		派遣 ハケン				RPA		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				MBD/HILS		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン

		派遣 ハケン				主なソリューションービス オモ		404				67		66		67		70		66		68				200		204		404

		派遣 ハケン				開発効率化ソリューション カイハツコウリツカ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				生産効率化ソリューション セイサンコウリツカ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				AI/データ解析ソリューション カイセキ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				IoT/システム開発ソリューション カイハツ		2				0		0		1		1		0		0				1		1		2

		派遣 ハケン				クラウド/ネットワークソリューション		1				0		0		0		0		0		1				0		1		1

		派遣				ERPソリューション		330				55		54		54		58		54		55				163		167		330

		派遣				セキュリティソリューション		47				8		8		8		7		8		8				24		23		47

		派遣				業務効率化ソリューション		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣				BPOソリューション		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣				IoTプラットフォームソリューション		24				4		4		4		4		4		4				12		12		24

		派遣 ハケン

		派遣 ハケン

		派遣 ハケン		国内ソリューション事業 SPH コクナイ ジギョウ				721,657				737,660		702,833		719,897		737,343		710,667		720,585				720,127		723,086		721,657

		派遣 ハケン

		派遣 ハケン		主なデジタル要素技術 オモ ヨウソギジュツ				719,079				737,956		699,846		713,016		735,939		708,453		718,338				716,906		721,098		719,079

		派遣 ハケン				AI/ML/データサイエンス		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				クラウドサービス		692,049				0		0		0		673,564		584,775		793,768				0		692,049		692,049

		派遣 ハケン				サイバーセキュリティ		732,260				747,659		705,681		683,957		795,499		734,838		728,822				711,467		753,053		732,260

		派遣 ハケン				5G/6Gネットワーク		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				センサセンシング		362,654				0		0		72,000		442,760		467,928		0				72,000		459,538		362,654

		派遣 ハケン				半導体設計 ハンドウタイセッケイ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				機械システム設計 キカイ セッケイ		520,000				0		0		0		520,000		520,000		0				0		520,000		520,000

		派遣 ハケン				解析（CAE）		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				先進生産技術 センシンセイサンギジュツ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				マイコン組込制御ソフト クミコミセイギョ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				ERP		720,531				734,381		697,553		736,398		726,588		721,553		705,916				722,846		718,202		720,531

		派遣 ハケン				RPA		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				MBD/HILS		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン

		派遣 ハケン				主なソリューションービス オモ		713,404				713,670		690,001		719,922		734,637		718,118		702,999				707,954		718,746		713,404

		派遣 ハケン				開発効率化ソリューション カイハツコウリツカ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				生産効率化ソリューション セイサンコウリツカ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				AI/データ解析ソリューション カイセキ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				IoT/システム開発ソリューション カイハツ		756,000				0		0		756,000		756,000		0		0				756,000		756,000		756,000

		派遣 ハケン				クラウド/ネットワークソリューション		900,000				0		0		0		0		0		900,000				0		900,000		900,000

		派遣				ERPソリューション		1,354,796				1,288,292		1,289,562		1,393,877		1,501,289		1,358,742		1,288,622				1,323,692		1,385,156		1,354,796

		派遣				セキュリティソリューション		2,309,832				1,513,960		914,735		1,182,387		900,763		2,368,724		2,452,898				1,203,694		1,951,231		1,569,510

		派遣				業務効率化ソリューション		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣				BPOソリューション		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣				IoTプラットフォームソリューション		3,104,975				1,722,225		1,980,625		1,731,000		9,772,000		1,712,000		1,712,000				1,811,283		4,398,667		3,104,975



		SOW		国内ソリューション事業売上高（狭義*） コクナイ ジギョウ ウリアゲ ダカ キョウギ				703				80		164		69		100		88		166				314		354		668

		SOW

		SOW		主なデジタル要素技術 オモ ヨウソギジュツ				546				80		60		69		100		82		119				210		302		511

		SOW				AI/ML/データサイエンス		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				クラウドサービス		32				3		5		16		3		3		0				23		6		29

		SOW				サイバーセキュリティ		71				7		2		2		1		14		14				11		28		39

		SOW				5G/6Gネットワーク		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				センサセンシング		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				半導体設計 ハンドウタイセッケイ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				機械システム設計 キカイ セッケイ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				解析（CAE）		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				先進生産技術 センシンセイサンギジュツ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				マイコン組込制御ソフト クミコミセイギョ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				ERP		306				48		49		48		91		56		14				145		162		306

		SOW				RPA		137				22		4		4		6		9		91				30		106		137

		SOW				MBD/HILS		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW

		SOW				主なソリューションービス オモ		703				80		164		69		100		88		166				314		354		668

		SOW				開発効率化ソリューション カイハツコウリツカ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				生産効率化ソリューション セイサンコウリツカ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				AI/データ解析ソリューション カイセキ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				IoT/システム開発ソリューション カイハツ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				クラウド/ネットワークソリューション		38				3		5		12		3		3		12				20		18		38

		SOW				ERPソリューション		212				31		33		36		45		35		32				100		112		212

		SOW				セキュリティソリューション		78				7		2		5		1		14		15				14		29		43

		SOW				業務効率化ソリューション		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				BPOソリューション		321				36		120		13		16		33		103				168		152		321

		SOW				IoTプラットフォームソリューション		54				3		4		3		36		3		3				11		43		54

		SOW

		SOW

		SOW		国内ソリューション事業 稼働人数 コクナイ ジギョウ カドウ ニンズウ				711				110		90		83		95		93		76				284		264		547

		SOW

		SOW		主なデジタル要素技術 オモ ヨウソギジュツ				515				104		83		82		94		93		28				269		215		485

		SOW				AI/ML/データサイエンス		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				クラウドサービス		54				12		14		8		9		8		0				35		17		52

		SOW				サイバーセキュリティ		65				18		3		2		1		14		0				22		15		37

		SOW				5G/6Gネットワーク		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				センサセンシング		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				半導体設計 ハンドウタイセッケイ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				機械システム設計 キカイ セッケイ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				解析（CAE）		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				先進生産技術 センシンセイサンギジュツ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				マイコン組込制御ソフト クミコミセイギョ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				ERP		262				38		40		43		63		60		19				120		142		262

		SOW				RPA		133				36		27		29		21		12		9				92		41		133

		SOW				MBD/HILS		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW

		SOW				主なソリューションービス オモ		577				110		90		83		95		93		76				284		264		547

		SOW				開発効率化ソリューション カイハツコウリツカ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				生産効率化ソリューション セイサンコウリツカ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				AI/データ解析ソリューション カイセキ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				IoT/システム開発ソリューション カイハツ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				クラウド/ネットワークソリューション		51				12		13		8		9		8		1				33		19		51

		SOW				ERPソリューション		179				14		19		20		40		40		46				54		125		179

		SOW				セキュリティソリューション		69				18		4		3		1		14		0				24		16		39

		SOW				業務効率化ソリューション		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				BPOソリューション		250				60		50		48		39		28		25				158		92		250

		SOW				IoTプラットフォームソリューション		27				6		5		5		5		4		4				15		12		27

		SOW

		SOW

		SOW		国内ソリューション事業 SPH コクナイ ジギョウ				988,618				731,933		1,815,953		831,953		1,061,877		940,028		2,180,706				1,107,087		1,341,406		1,220,051

		SOW

		SOW		主なデジタル要素技術 オモ ヨウソギジュツ				1,060,974				772,907		720,895		841,483		1,064,882		884,152		4,206,614				777,798		1,400,817		1,054,570

		SOW				AI/ML/データサイエンス		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				クラウドサービス		595,931				229,139		345,196		1,842,438		298,791		362,147		0				668,277		327,433		554,840

		SOW				サイバーセキュリティ		0				0		0		0		0		0		0				505,035		1,849,630		1,053,900

		SOW				5G/6Gネットワーク		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				センサセンシング		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				半導体設計 ハンドウタイセッケイ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				機械システム設計 キカイ セッケイ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				解析（CAE）		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				先進生産技術 センシンセイサンギジュツ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				マイコン組込制御ソフト クミコミセイギョ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				ERP		1,169,229				1,267,888		1,228,904		1,123,450		1,449,800		946,585		734,622				1,203,577		1,140,030		1,169,229

		SOW				RPA		1,023,717				613,179		152,676		137,561		269,244		811,981		10,187,830				328,629		2,581,082		1,023,717

		SOW				MBD/HILS		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW

		SOW				主なソリューションービス オモ		1,217,199				731,933		1,815,953		831,953		1,061,877		940,028		2,180,706				1,107,087		1,341,406		1,220,051

		SOW				開発効率化ソリューション カイハツコウリツカ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				生産効率化ソリューション セイサンコウリツカ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				AI/データ解析ソリューション カイセキ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				IoT/システム開発ソリューション カイハツ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				クラウド/ネットワークソリューション		734,485				229,139		371,643		1,595,225		303,569		362,147		8,286,920				604,550		964,337		734,485

		SOW				ERPソリューション		1,182,575				2,181,741		1,701,787		1,758,156		1,127,367		876,363		708,454				1,850,809		895,615		1,182,575

		SOW				セキュリティソリューション		1,129,242				416,223		659,934		1,739,231		618,146		967,836		86,802,860				604,608		1,864,052		1,102,210

		SOW				業務効率化ソリューション		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				BPOソリューション		1,283,063				592,327		2,387,053		269,461		407,963		1,178,237		4,101,015				1,067,145		1,653,686		1,283,063

		SOW				IoTプラットフォームソリューション		1,972,162				615,560		972,493		721,869		7,076,012		926,259		979,995				758,587		3,453,651		1,972,162





RD

								ＩＴ社				ＲＤ社		ＲＤ社		ＲＤ社		ＲＤ社		ＲＤ社		ＲＤ社				ＲＤ社		ＲＤ社		ＲＤ社

								Jul-21				Jul-21		Aug-21		Sep-21		Oct-21		Nov-21		Dec-21				1Q		2Q		YTD



		Total		国内ソリューション事業売上高（狭義*） コクナイ ジギョウ ウリアゲ ダカ キョウギ				1,084				13		10		12		13		14		15				35		42		77

		Total

		Total		主なデジタル要素技術 オモ ヨウソギジュツ				898				13		10		12		13		14		15				35		42		77

		Total				AI/ML/データサイエンス		0				13		10		12		13		14		15				35		42		77

		Total				クラウドサービス		42				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				サイバーセキュリティ		168				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				5G/6Gネットワーク		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				センサセンシング		1				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				半導体設計 ハンドウタイセッケイ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				機械システム設計 キカイ セッケイ		1				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				解析（CAE）		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				先進生産技術 センシンセイサンギジュツ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				マイコン組込制御ソフト クミコミセイギョ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				ERP		549				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				RPA		137				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				MBD/HILS		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total

		Total				主なソリューションービス オモ		991				13		10		12		13		14		15				35		42		77

		Total				開発効率化ソリューション カイハツコウリツカ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				生産効率化ソリューション セイサンコウリツカ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				AI/データ解析ソリューション カイセキ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				IoT/システム開発ソリューション カイハツ		2				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				クラウド/ネットワークソリューション		39				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				ERPソリューション		659				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				セキュリティソリューション		187				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				業務効率化ソリューション		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				BPOソリューション		641				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				IoTプラットフォームソリューション		129				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total

		Total		国内ソリューション事業稼働人数（狭義*） コクナイ ジギョウ カドウニンズウ キョウギ				1,239				19		19		18		20		22		22				56		64		120

		Total

		Total		主なデジタル要素技術 オモ ヨウソギジュツ				1,005				19		19		18		20		22		22				56		64		120

		Total				AI/ML/データサイエンス		0				19		19		18		20		22		22				56		64		120

		Total				クラウドサービス		69				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				サイバーセキュリティ		197				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				5G/6Gネットワーク		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				センサセンシング		4				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				半導体設計 ハンドウタイセッケイ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				機械システム設計 キカイ セッケイ		2				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				解析（CAE）		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				先進生産技術 センシンセイサンギジュツ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				マイコン組込制御ソフト クミコミセイギョ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				ERP		599				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				RPA		133				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				MBD/HILS		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total

		Total				主なソリューションービス オモ		981				19		19		18		20		22		22				56		64		120

		Total				開発効率化ソリューション カイハツコウリツカ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				生産効率化ソリューション セイサンコウリツカ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				AI/データ解析ソリューション カイセキ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				IoT/システム開発ソリューション カイハツ		2				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				クラウド/ネットワークソリューション		52				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				ERPソリューション		509				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				セキュリティソリューション		116				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				業務効率化ソリューション		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				BPOソリューション		250				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				IoTプラットフォームソリューション		51				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total

		Total		国内ソリューション事業SPH（狭義*） コクナイ ジギョウ キョウギ				874,830				671,478		544,262		671,988		673,473		631,971		666,977				628,480		656,974		643,676

		Total

		Total		主なデジタル要素技術 オモ ヨウソギジュツ				894,230				671,478		544,262		671,988		673,473		631,971		666,977				628,480		656,974		643,676

		Total				AI/ML/データサイエンス		0				671,478		544,262		671,988		673,473		631,971		666,977				628,480		656,974		643,676

		Total				クラウドサービス		616,916				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				サイバーセキュリティ		849,159				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				5G/6Gネットワーク		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				センサセンシング		362,654				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				半導体設計 ハンドウタイセッケイ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				機械システム設計 キカイ セッケイ		520,000				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				解析（CAE）		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				先進生産技術 センシンセイサンギジュツ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				マイコン組込制御ソフト クミコミセイギョ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				ERP		916,835				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				RPA		1,023,717				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				MBD/HILS		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total

		Total				主なソリューションービス オモ		1,009,784				671,478		544,262		671,988		673,473		631,971		666,977				628,480		656,974		643,676

		Total				開発効率化ソリューション カイハツコウリツカ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				生産効率化ソリューション セイサンコウリツカ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				AI/データ解析ソリューション カイセキ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				IoT/システム開発ソリューション カイハツ		756,000				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				クラウド/ネットワークソリューション		737,639				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				ERPソリューション		1,294,163				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				セキュリティソリューション		1,606,376				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				業務効率化ソリューション		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				BPOソリューション		2,566,126				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				IoTプラットフォームソリューション		2,500,973				0		0		0		0		0		0				0		0		0



		派遣 ハケン		国内ソリューション事業売上高（狭義*） コクナイ ジギョウ ウリアゲ ダカ キョウギ				381				13		10		12		13		14		15				35		42		77

		派遣 ハケン

		派遣 ハケン		主なデジタル要素技術 オモ ヨウソギジュツ				352				13		10		12		13		14		15				35		42		77

		派遣 ハケン				AI/ML/データサイエンス		0				13		10		12		13		14		15				35		42		77

		派遣 ハケン				クラウドサービス		10				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				サイバーセキュリティ		97				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				5G/6Gネットワーク		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				センサセンシング		1				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				半導体設計 ハンドウタイセッケイ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				機械システム設計 キカイ セッケイ		1				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				解析（CAE）		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				先進生産技術 センシンセイサンギジュツ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				マイコン組込制御ソフト クミコミセイギョ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				ERP		243				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				RPA		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				MBD/HILS		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン

		派遣 ハケン				主なソリューションービス オモ		288				13		10		12		13		14		15				35		42		77

		派遣 ハケン				開発効率化ソリューション カイハツコウリツカ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				生産効率化ソリューション セイサンコウリツカ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				AI/データ解析ソリューション カイセキ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				IoT/システム開発ソリューション カイハツ		2				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				クラウド/ネットワークソリューション		1				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣				ERPソリューション		447				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣				セキュリティソリューション		109				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣				業務効率化ソリューション		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣				BPOソリューション		321				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣				IoTプラットフォームソリューション		75				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン

		派遣 ハケン

		派遣 ハケン		国内ソリューション事業 稼働人数 コクナイ ジギョウ カドウ ニンズウ				528				19		19		18		20		22		22				56		64		120

		派遣 ハケン

		派遣 ハケン		主なデジタル要素技術 オモ ヨウソギジュツ				490				19		19		18		20		22		22				56		64		120

		派遣 ハケン				AI/ML/データサイエンス		0				19		19		18		20		22		22				56		64		120

		派遣 ハケン				クラウドサービス		15				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				サイバーセキュリティ		132				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				5G/6Gネットワーク		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				センサセンシング		4				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				半導体設計 ハンドウタイセッケイ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				機械システム設計 キカイ セッケイ		2				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				解析（CAE）		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				先進生産技術 センシンセイサンギジュツ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				マイコン組込制御ソフト クミコミセイギョ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				ERP		337				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				RPA		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				MBD/HILS		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン

		派遣 ハケン				主なソリューションービス オモ		404				19		19		18		20		22		22				56		64		120

		派遣 ハケン				開発効率化ソリューション カイハツコウリツカ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				生産効率化ソリューション セイサンコウリツカ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				AI/データ解析ソリューション カイセキ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				IoT/システム開発ソリューション カイハツ		2				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				クラウド/ネットワークソリューション		1				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣				ERPソリューション		330				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣				セキュリティソリューション		47				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣				業務効率化ソリューション		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣				BPOソリューション		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣				IoTプラットフォームソリューション		24				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン

		派遣 ハケン

		派遣 ハケン		国内ソリューション事業 SPH コクナイ ジギョウ				721,657				671,478		544,262		671,988		673,473		631,971		666,977				628,480		656,974		643,676

		派遣 ハケン

		派遣 ハケン		主なデジタル要素技術 オモ ヨウソギジュツ				719,079				671,478		544,262		671,988		673,473		631,971		666,977				628,480		656,974		643,676

		派遣 ハケン				AI/ML/データサイエンス		0				671,478		544,262		671,988		673,473		631,971		666,977				628,480		656,974		643,676

		派遣 ハケン				クラウドサービス		692,049				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				サイバーセキュリティ		732,260				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				5G/6Gネットワーク		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				センサセンシング		362,654				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				半導体設計 ハンドウタイセッケイ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				機械システム設計 キカイ セッケイ		520,000				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				解析（CAE）		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				先進生産技術 センシンセイサンギジュツ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				マイコン組込制御ソフト クミコミセイギョ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				ERP		720,531				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				RPA		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				MBD/HILS		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン

		派遣 ハケン				主なソリューションービス オモ		713,404				671,478		544,262		671,988		673,473		631,971		666,977				628,480		656,974		643,676

		派遣 ハケン				開発効率化ソリューション カイハツコウリツカ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				生産効率化ソリューション セイサンコウリツカ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				AI/データ解析ソリューション カイセキ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				IoT/システム開発ソリューション カイハツ		756,000				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				クラウド/ネットワークソリューション		900,000				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣				ERPソリューション		1,354,796				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣				セキュリティソリューション		2,309,832				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣				業務効率化ソリューション		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣				BPOソリューション		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣				IoTプラットフォームソリューション		3,104,975				0		0		0		0		0		0				0		0		0



		SOW		国内ソリューション事業売上高（狭義*） コクナイ ジギョウ ウリアゲ ダカ キョウギ				703				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW

		SOW		主なデジタル要素技術 オモ ヨウソギジュツ				546				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				AI/ML/データサイエンス		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				クラウドサービス		32				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				サイバーセキュリティ		71				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				5G/6Gネットワーク		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				センサセンシング		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				半導体設計 ハンドウタイセッケイ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				機械システム設計 キカイ セッケイ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				解析（CAE）		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				先進生産技術 センシンセイサンギジュツ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				マイコン組込制御ソフト クミコミセイギョ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				ERP		306				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				RPA		137				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				MBD/HILS		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW

		SOW				主なソリューションービス オモ		703				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				開発効率化ソリューション カイハツコウリツカ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				生産効率化ソリューション セイサンコウリツカ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				AI/データ解析ソリューション カイセキ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				IoT/システム開発ソリューション カイハツ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				クラウド/ネットワークソリューション		38				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				ERPソリューション		212				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				セキュリティソリューション		78				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				業務効率化ソリューション		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				BPOソリューション		321				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				IoTプラットフォームソリューション		54				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW

		SOW

		SOW		国内ソリューション事業 稼働人数 コクナイ ジギョウ カドウ ニンズウ				711				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW

		SOW		主なデジタル要素技術 オモ ヨウソギジュツ				515				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				AI/ML/データサイエンス		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				クラウドサービス		54				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				サイバーセキュリティ		65				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				5G/6Gネットワーク		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				センサセンシング		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				半導体設計 ハンドウタイセッケイ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				機械システム設計 キカイ セッケイ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				解析（CAE）		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				先進生産技術 センシンセイサンギジュツ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				マイコン組込制御ソフト クミコミセイギョ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				ERP		262				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				RPA		133				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				MBD/HILS		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW

		SOW				主なソリューションービス オモ		577				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				開発効率化ソリューション カイハツコウリツカ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				生産効率化ソリューション セイサンコウリツカ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				AI/データ解析ソリューション カイセキ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				IoT/システム開発ソリューション カイハツ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				クラウド/ネットワークソリューション		51				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				ERPソリューション		179				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				セキュリティソリューション		69				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				業務効率化ソリューション		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				BPOソリューション		250				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				IoTプラットフォームソリューション		27				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW

		SOW

		SOW		国内ソリューション事業 SPH コクナイ ジギョウ				988,618				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW

		SOW		主なデジタル要素技術 オモ ヨウソギジュツ				1,060,974				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				AI/ML/データサイエンス		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				クラウドサービス		595,931				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				サイバーセキュリティ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				5G/6Gネットワーク		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				センサセンシング		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				半導体設計 ハンドウタイセッケイ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				機械システム設計 キカイ セッケイ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				解析（CAE）		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				先進生産技術 センシンセイサンギジュツ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				マイコン組込制御ソフト クミコミセイギョ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				ERP		1,169,229				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				RPA		1,023,717				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				MBD/HILS		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW

		SOW				主なソリューションービス オモ		1,217,199				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				開発効率化ソリューション カイハツコウリツカ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				生産効率化ソリューション セイサンコウリツカ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				AI/データ解析ソリューション カイセキ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				IoT/システム開発ソリューション カイハツ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				クラウド/ネットワークソリューション		734,485				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				ERPソリューション		1,182,575				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				セキュリティソリューション		1,129,242				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				業務効率化ソリューション		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				BPOソリューション		1,283,063				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				IoTプラットフォームソリューション		1,972,162				0		0		0		0		0		0				0		0		0





TCS

												TCS		TCS		TCS		TCS		TCS		TCS				TCS		TCS		TCS

												Jul-21		Aug-21		Sep-21		Oct-21		Nov-21		Dec-21				1Q		2Q		YTD



		Total		国内ソリューション事業売上高（狭義*） コクナイ ジギョウ ウリアゲ ダカ キョウギ								8		10		12		8		19		14				31		41		71

		Total

		Total		主なデジタル要素技術 オモ ヨウソギジュツ								8		10		12		8		19		14				31		41		71

		Total				AI/ML/データサイエンス																				0		0		0

		Total				クラウドサービス																				0		0		0

		Total				サイバーセキュリティ																				0		0		0

		Total				5G/6Gネットワーク																				0		0		0

		Total				センサセンシング																				0		0		0

		Total				半導体設計 ハンドウタイセッケイ																				0		0		0

		Total				機械システム設計 キカイ セッケイ																				0		0		0

		Total				解析（CAE）																				0		0		0

		Total				先進生産技術 センシンセイサンギジュツ																				0		0		0

		Total				マイコン組込制御ソフト クミコミセイギョ																				0		0		0

		Total				ERP																				0		0		0

		Total				RPA																				0		0		0

		Total				MBD/HILS																				0		0		0

		Total

		Total				主なソリューションービス オモ						8		10		12		8		19		14				31		41		71

		Total				開発効率化ソリューション カイハツコウリツカ																				0		0		0

		Total				生産効率化ソリューション セイサンコウリツカ																				0		0		0

		Total				AI/データ解析ソリューション カイセキ																				0		0		0

		Total				IoT/システム開発ソリューション カイハツ																				0		0		0

		Total				クラウド/ネットワークソリューション																				0		0		0

		Total				ERPソリューション																				0		0		0

		Total				セキュリティソリューション																				0		0		0

		Total				業務効率化ソリューション																				0		0		0

		Total				BPOソリューション																				0		0		0

		Total				IoTプラットフォームソリューション																				0		0		0

		Total

		Total		国内ソリューション事業稼働人数（狭義*） コクナイ ジギョウ カドウニンズウ キョウギ								36		38		39		41		42		42				113		125		238

		Total

		Total		主なデジタル要素技術 オモ ヨウソギジュツ								36		38		39		41		42		42				113		125		238

		Total				AI/ML/データサイエンス																				0		0		0

		Total				クラウドサービス																				0		0		0

		Total				サイバーセキュリティ																				0		0		0

		Total				5G/6Gネットワーク																				0		0		0

		Total				センサセンシング																				0		0		0

		Total				半導体設計 ハンドウタイセッケイ																				0		0		0

		Total				機械システム設計 キカイ セッケイ																				0		0		0

		Total				解析（CAE）																				0		0		0

		Total				先進生産技術 センシンセイサンギジュツ																				0		0		0

		Total				マイコン組込制御ソフト クミコミセイギョ																				0		0		0

		Total				ERP																				0		0		0

		Total				RPA																				0		0		0

		Total				MBD/HILS																				0		0		0

		Total

		Total				主なソリューションービス オモ						36		38		39		41		42		42				113		125		238

		Total				開発効率化ソリューション カイハツコウリツカ																				0		0		0

		Total				生産効率化ソリューション セイサンコウリツカ																				0		0		0

		Total				AI/データ解析ソリューション カイセキ																				0		0		0

		Total				IoT/システム開発ソリューション カイハツ																				0		0		0

		Total				クラウド/ネットワークソリューション																				0		0		0

		Total				ERPソリューション																				0		0		0

		Total				セキュリティソリューション																				0		0		0

		Total				業務効率化ソリューション																				0		0		0

		Total				BPOソリューション																				0		0		0

		Total				IoTプラットフォームソリューション																				0		0		0

		Total

		Total		国内ソリューション事業SPH（狭義*） コクナイ ジギョウ キョウギ								229,058		265,371		316,103		191,805		443,197		338,824				271,311		325,671		299,862

		Total

		Total		主なデジタル要素技術 オモ ヨウソギジュツ								229,058		265,371		316,103		191,805		443,197		338,824				271,311		325,671		299,862

		Total				AI/ML/データサイエンス						0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				クラウドサービス						0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				サイバーセキュリティ						0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				5G/6Gネットワーク																				0		0		0

		Total				センサセンシング																				0		0		0

		Total				半導体設計 ハンドウタイセッケイ						0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				機械システム設計 キカイ セッケイ						0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				解析（CAE）						0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				先進生産技術 センシンセイサンギジュツ						0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				マイコン組込制御ソフト クミコミセイギョ						0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				ERP						0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				RPA																				0		0		0

		Total				MBD/HILS																				0		0		0

		Total

		Total				主なソリューションービス オモ						229,058		265,371		316,103		191,805		443,197		338,824				271,311		325,671		299,862

		Total				開発効率化ソリューション カイハツコウリツカ						0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				生産効率化ソリューション セイサンコウリツカ						0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				AI/データ解析ソリューション カイセキ						0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				IoT/システム開発ソリューション カイハツ						0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				クラウド/ネットワークソリューション																				0		0		0

		Total				ERPソリューション																				0		0		0

		Total				セキュリティソリューション																				0		0		0

		Total				業務効率化ソリューション																				0		0		0

		Total				BPOソリューション																				0		0		0

		Total				IoTプラットフォームソリューション																				0		0		0



		派遣 ハケン		国内ソリューション事業売上高（狭義*） コクナイ ジギョウ ウリアゲ ダカ キョウギ																						0		0		0

		派遣 ハケン

		派遣 ハケン		主なデジタル要素技術 オモ ヨウソギジュツ																						0		0		0

		派遣 ハケン				AI/ML/データサイエンス																				0		0		0

		派遣 ハケン				クラウドサービス																				0		0		0

		派遣 ハケン				サイバーセキュリティ																				0		0		0

		派遣 ハケン				5G/6Gネットワーク																				0		0		0

		派遣 ハケン				センサセンシング																				0		0		0

		派遣 ハケン				半導体設計 ハンドウタイセッケイ																				0		0		0

		派遣 ハケン				機械システム設計 キカイ セッケイ																				0		0		0

		派遣 ハケン				解析（CAE）																				0		0		0

		派遣 ハケン				先進生産技術 センシンセイサンギジュツ																				0		0		0

		派遣 ハケン				マイコン組込制御ソフト クミコミセイギョ																				0		0		0

		派遣 ハケン				ERP																				0		0		0

		派遣 ハケン				RPA																				0		0		0

		派遣 ハケン				MBD/HILS																				0		0		0

		派遣 ハケン

		派遣 ハケン				主なソリューションービス オモ																				0		0		0

		派遣 ハケン				開発効率化ソリューション カイハツコウリツカ																				0		0		0

		派遣 ハケン				生産効率化ソリューション セイサンコウリツカ																				0		0		0

		派遣 ハケン				AI/データ解析ソリューション カイセキ																				0		0		0

		派遣 ハケン				IoT/システム開発ソリューション カイハツ																				0		0		0

		派遣 ハケン				クラウド/ネットワークソリューション																				0		0		0

		派遣				ERPソリューション																				0		0		0

		派遣				セキュリティソリューション																				0		0		0

		派遣				業務効率化ソリューション																				0		0		0

		派遣				BPOソリューション																				0		0		0

		派遣				IoTプラットフォームソリューション																				0		0		0

		派遣 ハケン

		派遣 ハケン

		派遣 ハケン		国内ソリューション事業 稼働人数 コクナイ ジギョウ カドウ ニンズウ																						0		0		0

		派遣 ハケン

		派遣 ハケン		主なデジタル要素技術 オモ ヨウソギジュツ																						0		0		0

		派遣 ハケン				AI/ML/データサイエンス																				0		0		0

		派遣 ハケン				クラウドサービス																				0		0		0

		派遣 ハケン				サイバーセキュリティ																				0		0		0

		派遣 ハケン				5G/6Gネットワーク																				0		0		0

		派遣 ハケン				センサセンシング																				0		0		0

		派遣 ハケン				半導体設計 ハンドウタイセッケイ																				0		0		0

		派遣 ハケン				機械システム設計 キカイ セッケイ																				0		0		0

		派遣 ハケン				解析（CAE）																				0		0		0

		派遣 ハケン				先進生産技術 センシンセイサンギジュツ																				0		0		0

		派遣 ハケン				マイコン組込制御ソフト クミコミセイギョ																				0		0		0

		派遣 ハケン				ERP																				0		0		0

		派遣 ハケン				RPA																				0		0		0

		派遣 ハケン				MBD/HILS																				0		0		0

		派遣 ハケン

		派遣 ハケン				主なソリューションービス オモ																				0		0		0

		派遣 ハケン				開発効率化ソリューション カイハツコウリツカ																				0		0		0

		派遣 ハケン				生産効率化ソリューション セイサンコウリツカ																				0		0		0

		派遣 ハケン				AI/データ解析ソリューション カイセキ																				0		0		0

		派遣 ハケン				IoT/システム開発ソリューション カイハツ																				0		0		0

		派遣 ハケン				クラウド/ネットワークソリューション																				0		0		0

		派遣				ERPソリューション																				0		0		0

		派遣				セキュリティソリューション																				0		0		0

		派遣				業務効率化ソリューション																				0		0		0

		派遣				BPOソリューション																				0		0		0

		派遣				IoTプラットフォームソリューション																				0		0		0

		派遣 ハケン

		派遣 ハケン

		派遣 ハケン		国内ソリューション事業 SPH コクナイ ジギョウ																						0		0		0

		派遣 ハケン

		派遣 ハケン		主なデジタル要素技術 オモ ヨウソギジュツ																						0		0		0

		派遣 ハケン				AI/ML/データサイエンス																				0		0		0

		派遣 ハケン				クラウドサービス																				0		0		0

		派遣 ハケン				サイバーセキュリティ																				0		0		0

		派遣 ハケン				5G/6Gネットワーク																				0		0		0

		派遣 ハケン				センサセンシング																				0		0		0

		派遣 ハケン				半導体設計 ハンドウタイセッケイ																				0		0		0

		派遣 ハケン				機械システム設計 キカイ セッケイ																				0		0		0

		派遣 ハケン				解析（CAE）																				0		0		0

		派遣 ハケン				先進生産技術 センシンセイサンギジュツ																				0		0		0

		派遣 ハケン				マイコン組込制御ソフト クミコミセイギョ																				0		0		0

		派遣 ハケン				ERP																				0		0		0

		派遣 ハケン				RPA																				0		0		0

		派遣 ハケン				MBD/HILS																				0		0		0

		派遣 ハケン

		派遣 ハケン				主なソリューションービス オモ																				0		0		0

		派遣 ハケン				開発効率化ソリューション カイハツコウリツカ																				0		0		0

		派遣 ハケン				生産効率化ソリューション セイサンコウリツカ																				0		0		0

		派遣 ハケン				AI/データ解析ソリューション カイセキ																				0		0		0

		派遣 ハケン				IoT/システム開発ソリューション カイハツ																				0		0		0

		派遣 ハケン				クラウド/ネットワークソリューション																				0		0		0

		派遣				ERPソリューション																				0		0		0

		派遣				セキュリティソリューション																				0		0		0

		派遣				業務効率化ソリューション																				0		0		0

		派遣				BPOソリューション																				0		0		0

		派遣				IoTプラットフォームソリューション																				0		0		0



		SOW		国内ソリューション事業売上高（狭義*） コクナイ ジギョウ ウリアゲ ダカ キョウギ								8		10		12		8		19		14				31		41		71

		SOW

		SOW		主なデジタル要素技術 オモ ヨウソギジュツ								8		10		12		8		19		14				31		41		71

		SOW				AI/ML/データサイエンス																				0		0		0

		SOW				クラウドサービス																				0		0		0

		SOW				サイバーセキュリティ																				0		0		0

		SOW				5G/6Gネットワーク																				0		0		0

		SOW				センサセンシング																				0		0		0

		SOW				半導体設計 ハンドウタイセッケイ																				0		0		0

		SOW				機械システム設計 キカイ セッケイ																				0		0		0

		SOW				解析（CAE）																				0		0		0

		SOW				先進生産技術 センシンセイサンギジュツ																				0		0		0

		SOW				マイコン組込制御ソフト クミコミセイギョ																				0		0		0

		SOW				ERP																				0		0		0

		SOW				RPA																				0		0		0

		SOW				MBD/HILS																				0		0		0

		SOW

		SOW				主なソリューションービス オモ						8		10		12		8		19		14				31		41		71

		SOW				開発効率化ソリューション カイハツコウリツカ																				0		0		0

		SOW				生産効率化ソリューション セイサンコウリツカ																				0		0		0

		SOW				AI/データ解析ソリューション カイセキ																				0		0		0

		SOW				IoT/システム開発ソリューション カイハツ																				0		0		0

		SOW				クラウド/ネットワークソリューション																				0		0		0

		SOW				ERPソリューション																				0		0		0

		SOW				セキュリティソリューション																				0		0		0

		SOW				業務効率化ソリューション																				0		0		0

		SOW				BPOソリューション																				0		0		0

		SOW				IoTプラットフォームソリューション																				0		0		0

		SOW

		SOW

		SOW		国内ソリューション事業 稼働人数 コクナイ ジギョウ カドウ ニンズウ								36		38		39		41		42		42				113		125		238

		SOW

		SOW		主なデジタル要素技術 オモ ヨウソギジュツ								36		38		39		41		42		42				113		125		238

		SOW				AI/ML/データサイエンス																				0		0		0

		SOW				クラウドサービス																				0		0		0

		SOW				サイバーセキュリティ																				0		0		0

		SOW				5G/6Gネットワーク																				0		0		0

		SOW				センサセンシング																				0		0		0

		SOW				半導体設計 ハンドウタイセッケイ																				0		0		0

		SOW				機械システム設計 キカイ セッケイ																				0		0		0

		SOW				解析（CAE）																				0		0		0

		SOW				先進生産技術 センシンセイサンギジュツ																				0		0		0

		SOW				マイコン組込制御ソフト クミコミセイギョ																				0		0		0

		SOW				ERP																				0		0		0

		SOW				RPA																				0		0		0

		SOW				MBD/HILS																				0		0		0

		SOW

		SOW				主なソリューションービス オモ						36		38		39		41		42		42				113		125		238

		SOW				開発効率化ソリューション カイハツコウリツカ																				0		0		0

		SOW				生産効率化ソリューション セイサンコウリツカ																				0		0		0

		SOW				AI/データ解析ソリューション カイセキ																				0		0		0

		SOW				IoT/システム開発ソリューション カイハツ																				0		0		0

		SOW				クラウド/ネットワークソリューション																				0		0		0

		SOW				ERPソリューション																				0		0		0

		SOW				セキュリティソリューション																				0		0		0

		SOW				業務効率化ソリューション																				0		0		0

		SOW				BPOソリューション																				0		0		0

		SOW				IoTプラットフォームソリューション																				0		0		0

		SOW

		SOW

		SOW		国内ソリューション事業 SPH コクナイ ジギョウ								229,058		265,371		316,103		191,805		443,197		338,824				271,311		325,671		299,862

		SOW

		SOW		主なデジタル要素技術 オモ ヨウソギジュツ								229,058		265,371		316,103		191,805		443,197		338,824				271,311		325,671		299,862

		SOW				AI/ML/データサイエンス																				0		0		0

		SOW				クラウドサービス																				0		0		0

		SOW				サイバーセキュリティ																				0		0		0

		SOW				5G/6Gネットワーク																				0		0		0

		SOW				センサセンシング																				0		0		0

		SOW				半導体設計 ハンドウタイセッケイ																				0		0		0

		SOW				機械システム設計 キカイ セッケイ																				0		0		0

		SOW				解析（CAE）																				0		0		0

		SOW				先進生産技術 センシンセイサンギジュツ																				0		0		0

		SOW				マイコン組込制御ソフト クミコミセイギョ																				0		0		0

		SOW				ERP																				0		0		0

		SOW				RPA																				0		0		0

		SOW				MBD/HILS																				0		0		0

		SOW

		SOW				主なソリューションービス オモ						229,058		265,371		316,103		191,805		443,197		338,824				271,311		325,671		299,862

		SOW				開発効率化ソリューション カイハツコウリツカ																				0		0		0

		SOW				生産効率化ソリューション セイサンコウリツカ																				0		0		0

		SOW				AI/データ解析ソリューション カイセキ																				0		0		0

		SOW				IoT/システム開発ソリューション カイハツ																				0		0		0

		SOW				クラウド/ネットワークソリューション																				0		0		0

		SOW				ERPソリューション																				0		0		0

		SOW				セキュリティソリューション																				0		0		0

		SOW				業務効率化ソリューション																				0		0		0

		SOW				BPOソリューション																				0		0		0

		SOW				IoTプラットフォームソリューション																				0		0		0





PBZ

												1000

												PBZ		PBZ		PBZ		PBZ		PBZ		PBZ				PBZ		PBZ		PBZ

												Jul-21		Aug-21		Sep-21		Oct-21		Nov-21		Dec-21				1Q		2Q		YTD



		Total		国内ソリューション事業売上高（狭義*） コクナイ ジギョウ ウリアゲ ダカ キョウギ								175		169		170		185		184		184				514		552		1,066

		Total

		Total		主なデジタル要素技術 オモ ヨウソギジュツ								175		169		170		185		184		184				514		552		1,066

		Total				AI/ML/データサイエンス						0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				クラウドサービス						31		30		30		33		33		33				91		98		189

		Total				サイバーセキュリティ						0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				5G/6Gネットワーク						0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				センサセンシング						0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				半導体設計 ハンドウタイセッケイ						0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				機械システム設計 キカイ セッケイ						0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				解析（CAE）						0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				先進生産技術 センシンセイサンギジュツ						0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				マイコン組込制御ソフト クミコミセイギョ						0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				ERP						0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				RPA						0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				MBD/HILS						0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total

		Total				主なソリューションービス オモ						175		169		170		185		184		184				514		552		1,066

		Total				開発効率化ソリューション カイハツコウリツカ						0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				生産効率化ソリューション セイサンコウリツカ						0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				AI/データ解析ソリューション カイセキ						0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				IoT/システム開発ソリューション カイハツ						0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				クラウド/ネットワークソリューション						0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				ERPソリューション						0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				セキュリティソリューション						0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				業務効率化ソリューション						125		130		134		144		148		146				389		438		827

		Total				BPOソリューション						0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				IoTプラットフォームソリューション						0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total

		Total		国内ソリューション事業稼働人数（狭義*） コクナイ ジギョウ カドウニンズウ キョウギ								134		136		137		141		143		142				407		426		833

		Total

		Total		主なデジタル要素技術 オモ ヨウソギジュツ								134		136		137		141		143		142				407		426		833

		Total				AI/ML/データサイエンス						0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				クラウドサービス						20		21		21		22		22		22				62		65		127

		Total				サイバーセキュリティ						0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				5G/6Gネットワーク						0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				センサセンシング						0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				半導体設計 ハンドウタイセッケイ						0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				機械システム設計 キカイ セッケイ						0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				解析（CAE）						0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				先進生産技術 センシンセイサンギジュツ						0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				マイコン組込制御ソフト クミコミセイギョ						0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				ERP						0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				RPA						0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				MBD/HILS						0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total

		Total				主なソリューションービス オモ						134		136		137		141		143		142				407		426		833

		Total				開発効率化ソリューション カイハツコウリツカ						0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				生産効率化ソリューション セイサンコウリツカ						0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				AI/データ解析ソリューション カイセキ						0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				IoT/システム開発ソリューション カイハツ						0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				クラウド/ネットワークソリューション						0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				ERPソリューション						0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				セキュリティソリューション						0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				業務効率化ソリューション						82		90		93		95		99		97				265		291		555

		Total				BPOソリューション						0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				IoTプラットフォームソリューション						0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total

		Total		国内ソリューション事業SPH（狭義*） コクナイ ジギョウ キョウギ								1,306,664		1,240,752		1,242,089		1,308,910		1,283,514		1,298,116				1,262,903		1,296,787		1,280,231

		Total

		Total		主なデジタル要素技術 オモ ヨウソギジュツ								1,306,664		1,240,752		1,242,089		1,308,910		1,283,514		1,298,116				1,262,903		1,296,787		1,280,231

		Total				AI/ML/データサイエンス						0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				クラウドサービス						1,525,603		1,442,663		1,447,292		1,521,880		1,494,366		1,505,229				1,471,599		1,507,113		1,489,832

		Total				サイバーセキュリティ						0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				5G/6Gネットワーク						0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				センサセンシング						0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				半導体設計 ハンドウタイセッケイ						0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				機械システム設計 キカイ セッケイ						0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				解析（CAE）						0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				先進生産技術 センシンセイサンギジュツ						0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				マイコン組込制御ソフト クミコミセイギョ						0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				ERP						0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				RPA						0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				MBD/HILS						0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total

		Total				主なソリューションービス オモ						1,306,664		1,240,752		1,242,089		1,308,910		1,283,514		1,298,116				1,262,903		1,296,787		1,280,231

		Total				開発効率化ソリューション カイハツコウリツカ						0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				生産効率化ソリューション セイサンコウリツカ						0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				AI/データ解析ソリューション カイセキ						0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				IoT/システム開発ソリューション カイハツ						0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				クラウド/ネットワークソリューション						0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				ERPソリューション						0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				セキュリティソリューション						0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				業務効率化ソリューション						1,525,603		1,442,663		1,447,292		1,521,880		1,494,366		1,505,229				1,469,962		1,506,948		1,489,322

		Total				BPOソリューション						0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				IoTプラットフォームソリューション						0		0		0		0		0		0				0		0		0



		派遣 ハケン		国内ソリューション事業売上高（狭義*） コクナイ ジギョウ ウリアゲ ダカ キョウギ								19		20		20		20		21		20				59		61		120		1000

		派遣 ハケン

		派遣 ハケン		主なデジタル要素技術 オモ ヨウソギジュツ								19		20		20		20		21		20				59		61		120

		派遣 ハケン				AI/ML/データサイエンス																				0		0		0

		派遣 ハケン				クラウドサービス																				0		0		0

		派遣 ハケン				サイバーセキュリティ																				0		0		0

		派遣 ハケン				5G/6Gネットワーク																				0		0		0

		派遣 ハケン				センサセンシング																				0		0		0

		派遣 ハケン				半導体設計 ハンドウタイセッケイ																				0		0		0

		派遣 ハケン				機械システム設計 キカイ セッケイ																				0		0		0

		派遣 ハケン				解析（CAE）																				0		0		0

		派遣 ハケン				先進生産技術 センシンセイサンギジュツ																				0		0		0

		派遣 ハケン				マイコン組込制御ソフト クミコミセイギョ																				0		0		0

		派遣 ハケン				ERP																				0		0		0

		派遣 ハケン				RPA																				0		0		0

		派遣 ハケン				MBD/HILS																				0		0		0

		派遣 ハケン

		派遣 ハケン				主なソリューションービス オモ						19		20		20		20		21		20				59		61		120

		派遣 ハケン				開発効率化ソリューション カイハツコウリツカ																				0		0		0

		派遣 ハケン				生産効率化ソリューション セイサンコウリツカ																				0		0		0

		派遣 ハケン				AI/データ解析ソリューション カイセキ																				0		0		0

		派遣 ハケン				IoT/システム開発ソリューション カイハツ																				0		0		0

		派遣 ハケン				クラウド/ネットワークソリューション																				0		0		0

		派遣				ERPソリューション																				0		0		0

		派遣				セキュリティソリューション																				0		0		0

		派遣				業務効率化ソリューション																				0		0		0

		派遣				BPOソリューション																				0		0		0

		派遣				IoTプラットフォームソリューション																				0		0		0

		派遣 ハケン

		派遣 ハケン

		派遣 ハケン		国内ソリューション事業 稼働人数 コクナイ ジギョウ カドウ ニンズウ								32		33		33		33		34		33				98		100		198

		派遣 ハケン

		派遣 ハケン		主なデジタル要素技術 オモ ヨウソギジュツ								32		33		33		33		34		33				98		100		198

		派遣 ハケン				AI/ML/データサイエンス																				0		0		0

		派遣 ハケン				クラウドサービス																				0		0		0

		派遣 ハケン				サイバーセキュリティ																				0		0		0

		派遣 ハケン				5G/6Gネットワーク																				0		0		0

		派遣 ハケン				センサセンシング																				0		0		0

		派遣 ハケン				半導体設計 ハンドウタイセッケイ																				0		0		0

		派遣 ハケン				機械システム設計 キカイ セッケイ																				0		0		0

		派遣 ハケン				解析（CAE）																				0		0		0

		派遣 ハケン				先進生産技術 センシンセイサンギジュツ																				0		0		0

		派遣 ハケン				マイコン組込制御ソフト クミコミセイギョ																				0		0		0

		派遣 ハケン				ERP																				0		0		0

		派遣 ハケン				RPA																				0		0		0

		派遣 ハケン				MBD/HILS																				0		0		0

		派遣 ハケン

		派遣 ハケン				主なソリューションービス オモ						32		33		33		33		34		33				98		100		198

		派遣 ハケン				開発効率化ソリューション カイハツコウリツカ																				0		0		0

		派遣 ハケン				生産効率化ソリューション セイサンコウリツカ																				0		0		0

		派遣 ハケン				AI/データ解析ソリューション カイセキ																				0		0		0

		派遣 ハケン				IoT/システム開発ソリューション カイハツ																				0		0		0

		派遣 ハケン				クラウド/ネットワークソリューション																				0		0		0

		派遣				ERPソリューション																				0		0		0

		派遣				セキュリティソリューション																				0		0		0

		派遣				業務効率化ソリューション																				0		0		0

		派遣				BPOソリューション																				0		0		0

		派遣				IoTプラットフォームソリューション																				0		0		0

		派遣 ハケン

		派遣 ハケン

		派遣 ハケン		国内ソリューション事業 SPH コクナイ ジギョウ								608,796		610,546		595,386		611,914		607,548		614,014				604,869		611,123		608,028

		派遣 ハケン

		派遣 ハケン		主なデジタル要素技術 オモ ヨウソギジュツ								608,796		610,546		595,386		611,914		607,548		614,014				604,869		611,123		608,028

		派遣 ハケン				AI/ML/データサイエンス																				0		0		0

		派遣 ハケン				クラウドサービス																				0		0		0

		派遣 ハケン				サイバーセキュリティ																				0		0		0

		派遣 ハケン				5G/6Gネットワーク																				0		0		0

		派遣 ハケン				センサセンシング																				0		0		0

		派遣 ハケン				半導体設計 ハンドウタイセッケイ																				0		0		0

		派遣 ハケン				機械システム設計 キカイ セッケイ																				0		0		0

		派遣 ハケン				解析（CAE）																				0		0		0

		派遣 ハケン				先進生産技術 センシンセイサンギジュツ																				0		0		0

		派遣 ハケン				マイコン組込制御ソフト クミコミセイギョ																				0		0		0

		派遣 ハケン				ERP																				0		0		0

		派遣 ハケン				RPA																				0		0		0

		派遣 ハケン				MBD/HILS																				0		0		0

		派遣 ハケン

		派遣 ハケン				主なソリューションービス オモ						608,796		610,546		595,386		611,914		607,548		614,014				604,869		611,123		608,028

		派遣 ハケン				開発効率化ソリューション カイハツコウリツカ																				0		0		0

		派遣 ハケン				生産効率化ソリューション セイサンコウリツカ																				0		0		0

		派遣 ハケン				AI/データ解析ソリューション カイセキ																				0		0		0

		派遣 ハケン				IoT/システム開発ソリューション カイハツ																				0		0		0

		派遣 ハケン				クラウド/ネットワークソリューション																				0		0		0

		派遣				ERPソリューション																				0		0		0

		派遣				セキュリティソリューション																				0		0		0

		派遣				業務効率化ソリューション																				0		0		0

		派遣				BPOソリューション																				0		0		0

		派遣				IoTプラットフォームソリューション																				0		0		0



		SOW		国内ソリューション事業売上高（狭義*） コクナイ ジギョウ ウリアゲ ダカ キョウギ								156		149		151		164		163		164				455		491		946

		SOW

		SOW		主なデジタル要素技術 オモ ヨウソギジュツ								156		149		151		164		163		164				455		491		946

		SOW				AI/ML/データサイエンス																				0		0		0

		SOW				クラウドサービス						31		30		30		33		33		33				91		98		189

		SOW				サイバーセキュリティ																				0		0		0

		SOW				5G/6Gネットワーク																				0		0		0

		SOW				センサセンシング																				0		0		0

		SOW				半導体設計 ハンドウタイセッケイ																				0		0		0

		SOW				機械システム設計 キカイ セッケイ																				0		0		0

		SOW				解析（CAE）																				0		0		0

		SOW				先進生産技術 センシンセイサンギジュツ																				0		0		0

		SOW				マイコン組込制御ソフト クミコミセイギョ																				0		0		0

		SOW				ERP																				0		0		0

		SOW				RPA																				0		0		0

		SOW				MBD/HILS																				0		0		0

		SOW

		SOW				主なソリューションービス オモ						156		149		151		164		163		164				455		491		946

		SOW				開発効率化ソリューション カイハツコウリツカ																				0		0		0

		SOW				生産効率化ソリューション セイサンコウリツカ																				0		0		0

		SOW				AI/データ解析ソリューション カイセキ																				0		0		0

		SOW				IoT/システム開発ソリューション カイハツ																				0		0		0

		SOW				クラウド/ネットワークソリューション																				0		0		0

		SOW				ERPソリューション																				0		0		0

		SOW				セキュリティソリューション																				0		0		0

		SOW				業務効率化ソリューション						125		130		134		144		148		146				389		438		827

		SOW				BPOソリューション																				0		0		0

		SOW				IoTプラットフォームソリューション																				0		0		0

		SOW

		SOW

		SOW		国内ソリューション事業 稼働人数 コクナイ ジギョウ カドウ ニンズウ								102		103		104		108		109		109				309		326		635

		SOW

		SOW		主なデジタル要素技術 オモ ヨウソギジュツ								102		103		104		108		109		109				309		326		635

		SOW				AI/ML/データサイエンス																				0		0		0

		SOW				クラウドサービス						20		21		21		22		22		22				62		65		127

		SOW				サイバーセキュリティ																				0		0		0

		SOW				5G/6Gネットワーク																				0		0		0

		SOW				センサセンシング																				0		0		0

		SOW				半導体設計 ハンドウタイセッケイ																				0		0		0

		SOW				機械システム設計 キカイ セッケイ																				0		0		0

		SOW				解析（CAE）																				0		0		0

		SOW				先進生産技術 センシンセイサンギジュツ																				0		0		0

		SOW				マイコン組込制御ソフト クミコミセイギョ																				0		0		0

		SOW				ERP																				0		0		0

		SOW				RPA																				0		0		0

		SOW				MBD/HILS																				0		0		0

		SOW

		SOW				主なソリューションービス オモ						102		103		104		108		109		109				309		326		635

		SOW				開発効率化ソリューション カイハツコウリツカ																				0		0		0

		SOW				生産効率化ソリューション セイサンコウリツカ																				0		0		0

		SOW				AI/データ解析ソリューション カイセキ																				0		0		0

		SOW				IoT/システム開発ソリューション カイハツ																				0		0		0

		SOW				クラウド/ネットワークソリューション																				0		0		0

		SOW				ERPソリューション																				0		0		0

		SOW				セキュリティソリューション																				0		0		0

		SOW				業務効率化ソリューション						82		90		93		95		99		97				265		291		555

		SOW				BPOソリューション																				0		0		0

		SOW				IoTプラットフォームソリューション																				0		0		0

		SOW

		SOW

		SOW		国内ソリューション事業 SPH コクナイ ジギョウ								1,525,603		1,442,663		1,447,292		1,521,880		1,494,366		1,505,229				1,471,599		1,507,113		1,489,832

		SOW

		SOW		主なデジタル要素技術 オモ ヨウソギジュツ								1,525,603		1,442,663		1,447,292		1,521,880		1,494,366		1,505,229				1,471,599		1,507,113		1,489,832

		SOW				AI/ML/データサイエンス																				0		0		0

		SOW				クラウドサービス																				1,471,599		1,507,113		1,489,832

		SOW				サイバーセキュリティ																				0		0		0

		SOW				5G/6Gネットワーク																				0		0		0

		SOW				センサセンシング																				0		0		0

		SOW				半導体設計 ハンドウタイセッケイ																				0		0		0

		SOW				機械システム設計 キカイ セッケイ																				0		0		0

		SOW				解析（CAE）																				0		0		0

		SOW				先進生産技術 センシンセイサンギジュツ																				0		0		0

		SOW				マイコン組込制御ソフト クミコミセイギョ																				0		0		0

		SOW				ERP																				0		0		0

		SOW				RPA																				0		0		0

		SOW				MBD/HILS																				0		0		0

		SOW

		SOW				主なソリューションービス オモ						1,525,603		1,442,663		1,447,292		1,521,880		1,494,366		1,505,229				1,471,599		1,507,113		1,489,832

		SOW				開発効率化ソリューション カイハツコウリツカ																				0		0		0

		SOW				生産効率化ソリューション セイサンコウリツカ																				0		0		0

		SOW				AI/データ解析ソリューション カイセキ																				0		0		0

		SOW				IoT/システム開発ソリューション カイハツ																				0		0		0

		SOW				クラウド/ネットワークソリューション																				0		0		0

		SOW				ERPソリューション																				0		0		0

		SOW				セキュリティソリューション																				0		0		0

		SOW				業務効率化ソリューション																				1,469,962		1,506,948		1,489,322

		SOW				BPOソリューション																				0		0		0

		SOW				IoTプラットフォームソリューション																				0		0		0





DS2

								ＤＳ社				ＤＳ社		ＤＳ社		ＤＳ社		ＤＳ社		ＤＳ社		ＤＳ社				ＤＳ社		ＤＳ社		ＤＳ社

								Dec-21				Jul-21		Aug-21		Sep-21		Oct-21		Nov-21		Dec-21				1Q		2Q		YTD



		Total		国内ソリューション事業売上高（狭義*） コクナイ ジギョウ ウリアゲ ダカ キョウギ				1,965				1,415		1,530		2,147		1,603		1,649		1,965				5,091		5,217		10,308

		Total

		Total		主なデジタル要素技術 オモ ヨウソギジュツ				1,862				1,337		1,456		2,034		1,511		1,560		1,862				4,828		4,933		9,761

		Total				AI/ML/データサイエンス		195				131		128		196		142		137		195				455		474		929

		Total				クラウドサービス		62				46		53		55		58		58		62				154		177		331

		Total				サイバーセキュリティ		18				19		19		19		19		19		18				57		56		113

		Total				5G/6Gネットワーク		50				46		42		49		50		49		50				137		149		286

		Total				センサセンシング		99				71		93		95		85		88		99				258		272		530

		Total				半導体設計 ハンドウタイセッケイ		177				137		139		175		158		158		177				451		493		944

		Total				機械システム設計 キカイ セッケイ		100				85		87		100		99		99		100				271		298		569

		Total				解析（CAE）		193				126		127		189		145		150		193				442		488		929

		Total				先進生産技術 センシンセイサンギジュツ		69				54		60		77		66		70		69				191		205		396

		Total				マイコン組込制御ソフト クミコミセイギョ		534				553		621		704		576		629		534				1,877		1,740		3,617

		Total				ERP		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				RPA		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				MBD/HILS		270				11		6		280		33		5		270				297		308		605

		Total

		Total				主なソリューションービス オモ		574				274		363		672		256		308		574				1,309		1,138		2,447

		Total				開発効率化ソリューション カイハツコウリツカ		356				142		63		335		61		65		356				540		482		1,022

		Total				生産効率化ソリューション セイサンコウリツカ		53				13		123		172		80		114		53				308		247		555

		Total				AI/データ解析ソリューション カイセキ		90				83		78		96		82		75		90				256		248		504

		Total				IoT/システム開発ソリューション カイハツ		32				9		10		32		13		10		32				51		55		106

		Total				クラウド/ネットワークソリューション		9				4		4		2		4		4		9				10		17		27

		Total				ERPソリューション		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				セキュリティソリューション		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				業務効率化ソリューション		1				0		0		0		1		1		1				0		3		3

		Total				BPOソリューション		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				IoTプラットフォームソリューション		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total

		Total		国内ソリューション事業稼働人数（狭義*） コクナイ ジギョウ カドウニンズウ キョウギ				2,458				1,726		2,116		2,607		1,904		2,034		2,458				6,448		6,396		12,844

		Total

		Total		主なデジタル要素技術 オモ ヨウソギジュツ				2,338				1,740		2,138		2,533		1,955		2,034		2,338				6,411		6,328		12,738

		Total				AI/ML/データサイエンス		255				187		202		269		209		207		255				659		670		1,329

		Total				クラウドサービス		89				68		86		82		82		83		89				236		253		489

		Total				サイバーセキュリティ		32				31		34		32		34		31		32				97		97		194

		Total				5G/6Gネットワーク		70				61		70		68		68		70		70				198		208		407

		Total				センサセンシング		118				85		114		114		105		105		118				313		328		642

		Total				半導体設計 ハンドウタイセッケイ		218				169		198		214		195		195		218				582		608		1,190

		Total				機械システム設計 キカイ セッケイ		138				116		142		142		138		135		138				400		411		811

		Total				解析（CAE）		259				173		198		250		194		198		259				621		651		1,271

		Total				先進生産技術 センシンセイサンギジュツ		94				69		91		110		87		93		94				271		274		545

		Total				マイコン組込制御ソフト クミコミセイギョ		705				699		896		874		701		797		705				2,469		2,203		4,671

		Total				ERP		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				RPA		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				MBD/HILS		239				8		3		263		39		4		239				275		282		557

		Total

		Total				主なソリューションービス オモ		590				309		450		713		265		384		590				1,472		1,239		2,711

		Total				開発効率化ソリューション カイハツコウリツカ		339				137		59		328		63		71		339				524		473		997

		Total				生産効率化ソリューション セイサンコウリツカ		66				18		140		195		56		121		66				354		243		596

		Total				AI/データ解析ソリューション カイセキ		112				113		114		119		111		104		112				347		326		673

		Total				IoT/システム開発ソリューション カイハツ		34				8		13		32		13		13		34				54		61		115

		Total				クラウド/ネットワークソリューション		10				4		4		2		4		4		10				10		18		28

		Total				ERPソリューション		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				セキュリティソリューション		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				業務効率化ソリューション		1				0		0		1		1		2		1				1		4		5

		Total				BPOソリューション		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				IoTプラットフォームソリューション		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total

		Total		国内ソリューション事業SPH（狭義*） コクナイ ジギョウ キョウギ				799,448				819,783		723,072		823,642		841,932		810,826		799,448				789,612		815,713		802,609

		Total

		Total		主なデジタル要素技術 オモ ヨウソギジュツ				796,269				768,625		681,207		803,006		773,262		766,609		796,269				753,057		779,626		766,254

		Total				AI/ML/データサイエンス		762,953				701,824		630,920		726,878		682,084		663,973		762,953				690,303		707,259		698,852

		Total				クラウドサービス		700,799				671,522		612,925		676,757		700,224		698,380		700,799				651,916		699,825		676,722

		Total				サイバーセキュリティ		575,834				607,260		559,833		600,620		566,897		601,678		575,834				588,550		580,961		584,749

		Total				5G/6Gネットワーク		709,304				750,652		601,644		728,495		742,451		701,029		709,304				690,741		717,317		704,349

		Total				センサセンシング		838,672				829,576		810,960		831,779		810,313		831,651		838,672				823,575		827,384		825,525

		Total				半導体設計 ハンドウタイセッケイ		815,255				808,548		700,612		818,511		807,753		809,942		815,255				775,378		811,139		793,660

		Total				機械システム設計 キカイ セッケイ		724,252				731,749		609,781		701,897		717,612		732,251		724,252				677,853		724,650		701,569

		Total				解析（CAE）		745,385				730,458		639,936		756,425		747,531		756,388		745,385				711,970		749,368		731,114

		Total				先進生産技術 センシンセイサンギジュツ		736,845				780,064		659,390		699,043		749,309		755,810		736,845				706,497		747,251		727,009

		Total				マイコン組込制御ソフト クミコミセイギョ		758,248				790,987		692,485		805,960		822,340		789,100		758,248				760,525		789,801		774,330

		Total				ERP		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				RPA		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				MBD/HILS		1,129,176				1,299,836		1,750,850		1,065,250		842,358		1,233,135		1,129,176				1,080,862		1,090,685		1,085,840

		Total

		Total				主なソリューションービス オモ		972,336				886,522		806,151		942,178		967,323		802,366		972,336				888,944		918,577		902,488

		Total				開発効率化ソリューション カイハツコウリツカ		1,047,626				1,042,490		1,068,436		1,020,438		974,420		913,433		1,047,626				1,031,576		1,017,730		1,025,003

		Total				生産効率化ソリューション セイサンコウリツカ		804,416				734,712		874,786		880,107		1,431,347		941,679		804,416				870,476		1,017,469		930,292

		Total				AI/データ解析ソリューション カイセキ		810,236				729,776		681,139		801,897		742,122		725,902		810,236				738,522		760,263		749,056

		Total				IoT/システム開発ソリューション カイハツ		934,344				1,129,367		752,022		979,813		940,026		771,293		934,344				946,026		900,057		921,612

		Total				クラウド/ネットワークソリューション		990,385				965,818		965,780		1,013,204		1,122,797		824,287		990,385				976,953		979,730		978,720

		Total				ERPソリューション		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				セキュリティソリューション		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				業務効率化ソリューション		750,044				0		0		322,363		926,600		475,852		750,044				322,363		657,087		590,142

		Total				BPOソリューション		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		Total				IoTプラットフォームソリューション		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0



		派遣 ハケン		国内ソリューション事業売上高（狭義*） コクナイ ジギョウ ウリアゲ ダカ キョウギ				1,275				1,136		1,135		1,303		1,296		1,312		1,275				3,574		3,883		7,457

		派遣 ハケン

		派遣 ハケン		主なデジタル要素技術 オモ ヨウソギジュツ				1,258				1,114		1,117		1,282		1,277		1,293		1,258				3,513		3,829		7,342

		派遣 ハケン				AI/ML/データサイエンス		127				124		114		129		131		129		127				367		387		754

		派遣 ハケン				クラウドサービス		55				45		49		53		54		56		55				146		165		312

		派遣 ハケン				サイバーセキュリティ		18				18		18		19		19		19		18				55		56		111

		派遣 ハケン				5G/6Gネットワーク		46				43		38		45		46		45		46				126		137		263

		派遣 ハケン				センサセンシング		73				64		66		76		75		77		73				205		225		430

		派遣 ハケン				半導体設計 ハンドウタイセッケイ		140				118		121		139		137		137		140				378		414		792

		派遣 ハケン				機械システム設計 キカイ セッケイ		100				85		87		100		99		99		100				271		298		569

		派遣 ハケン				解析（CAE）		138				123		124		141		142		146		138				388		425		813

		派遣 ハケン				先進生産技術 センシンセイサンギジュツ		64				53		58		65		65		66		64				176		195		371

		派遣 ハケン				マイコン組込制御ソフト クミコミセイギョ		440				394		390		455		448		457		440				1,239		1,345		2,585

		派遣 ハケン				ERP		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				RPA		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				MBD/HILS		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン

		派遣 ハケン				主なソリューションービス オモ		89				94		85		96		97		94		89				275		280		555

		派遣 ハケン				開発効率化ソリューション カイハツコウリツカ		14				16		14		17		16		16		14				47		46		93

		派遣 ハケン				生産効率化ソリューション セイサンコウリツカ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				AI/データ解析ソリューション カイセキ		65				71		65		71		71		68		65				207		204		411

		派遣 ハケン				IoT/システム開発ソリューション カイハツ		6				5		5		6		7		6		6				16		19		35

		派遣 ハケン				クラウド/ネットワークソリューション		3				1		1		2		2		3		3				4		9		13

		派遣				ERPソリューション		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣				セキュリティソリューション		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣				業務効率化ソリューション		1				0		0		0		1		1		1				0		3		3

		派遣				BPOソリューション		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣				IoTプラットフォームソリューション		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン

		派遣 ハケン

		派遣 ハケン		国内ソリューション事業 稼働人数 コクナイ ジギョウ カドウ ニンズウ				1,763				1,533		1,789		1,805		1,756		1,759		1,763				5,127		5,278		10,405

		派遣 ハケン

		派遣 ハケン		主なデジタル要素技術 オモ ヨウソギジュツ				1,739				1,504		1,762		1,776		1,732		1,735		1,739				5,042		5,206		10,248

		派遣 ハケン				AI/ML/データサイエンス		194				178		189		206		198		193		194				573		585		1,158

		派遣 ハケン				クラウドサービス		81				66		82		79		79		80		81				227		240		467

		派遣 ハケン				サイバーセキュリティ		32				29		32		32		34		31		32				93		97		190

		派遣 ハケン				5G/6Gネットワーク		66				57		64		63		64		64		66				184		194		378

		派遣 ハケン				センサセンシング		92				76		91		92		92		92		92				259		276		535

		派遣 ハケン				半導体設計 ハンドウタイセッケイ		181				151		181		180		175		176		181				512		532		1,044

		派遣 ハケン				機械システム設計 キカイ セッケイ		138				116		142		142		138		135		138				400		411		811

		派遣 ハケン				解析（CAE）		193				169		195		195		190		194		193				559		577		1,136

		派遣 ハケン				先進生産技術 センシンセイサンギジュツ		87				68		89		89		87		90		87				246		264		510

		派遣 ハケン				マイコン組込制御ソフト クミコミセイギョ		599				532		620		621		601		604		599				1,773		1,804		3,577

		派遣 ハケン				ERP		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				RPA		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				MBD/HILS		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン

		派遣 ハケン				主なソリューションービス オモ		128				127		130		133		131		128		128				390		387		777

		派遣 ハケン				開発効率化ソリューション カイハツコウリツカ		19				19		20		21		19		18		19				60		56		116

		派遣 ハケン				生産効率化ソリューション セイサンコウリツカ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				AI/データ解析ソリューション カイセキ		95				99		101		101		100		96		95				301		291		592

		派遣 ハケン				IoT/システム開発ソリューション カイハツ		8				7		7		8		8		8		8				22		24		46

		派遣 ハケン				クラウド/ネットワークソリューション		4				2		2		2		3		4		4				6		11		17

		派遣				ERPソリューション		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣				セキュリティソリューション		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣				業務効率化ソリューション		1				0		0		1		1		2		1				1		4		5

		派遣				BPOソリューション		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣				IoTプラットフォームソリューション		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン

		派遣 ハケン

		派遣 ハケン		国内ソリューション事業 SPH コクナイ ジギョウ				723,141				741,135		634,345		721,698		738,131		746,065		723,141				697,029		735,768		716,680

		派遣 ハケン

		派遣 ハケン		主なデジタル要素技術 オモ ヨウソギジュツ				723,526				740,858		633,851		721,849		737,538		745,531		723,526				696,767		735,521		716,454

		派遣 ハケン				AI/ML/データサイエンス		654,617				696,281		604,930		624,800		662,430		666,113		654,617				640,451		661,054		650,859

		派遣 ハケン				クラウドサービス		678,406				674,597		595,724		672,150		689,365		699,351		678,406				645,254		688,995		667,733

		派遣 ハケン				サイバーセキュリティ		575,834				616,457		558,849		600,620		566,897		601,678		575,834				591,186		580,961		585,966

		派遣 ハケン				5G/6Gネットワーク		693,093				747,796		592,231		716,504		723,783		705,135		693,093				682,972		707,190		695,402

		派遣 ハケン				センサセンシング		788,414				840,635		723,822		823,201		812,979		840,210		788,414				793,400		813,868		803,959

		派遣 ハケン				半導体設計 ハンドウタイセッケイ		771,054				784,383		666,550		769,536		783,517		780,905		771,054				737,508		778,412		758,352

		派遣 ハケン				機械システム設計 キカイ セッケイ		724,252				731,749		609,781		701,897		717,612		732,251		724,252				677,853		724,650		701,569

		派遣 ハケン				解析（CAE）		712,473				725,360		635,977		723,474		747,134		752,583		712,473				693,522		737,372		715,795

		派遣 ハケン				先進生産技術 センシンセイサンギジュツ		735,531				775,389		654,719		729,169		743,437		737,758		735,531				715,010		738,895		727,374

		派遣 ハケン				マイコン組込制御ソフト クミコミセイギョ		734,197				741,005		629,482		732,644		746,077		756,790		734,197				699,078		745,719		722,600

		派遣 ハケン				ERP		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				RPA		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				MBD/HILS		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン

		派遣 ハケン				主なソリューションービス オモ		698,497				741,802		651,013		721,551		740,291		733,266		698,497				704,633		724,144		714,351

		派遣 ハケン				開発効率化ソリューション カイハツコウリツカ		729,334				848,225		692,200		819,954		840,148		893,468		729,334				786,322		819,689		802,430

		派遣 ハケン				生産効率化ソリューション セイサンコウリツカ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣 ハケン				AI/データ解析ソリューション カイセキ		682,458				721,683		639,127		702,949		709,586		705,444		682,458				687,696		699,363		693,431

		派遣 ハケン				IoT/システム開発ソリューション カイハツ		739,734				751,284		688,247		737,259		833,985		756,239		739,734				726,127		776,652		752,488

		派遣 ハケン				クラウド/ネットワークソリューション		856,215				693,478		709,087		764,488		819,391		762,851		856,215				722,351		812,221		780,502

		派遣				ERPソリューション		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣				セキュリティソリューション		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣				業務効率化ソリューション		750,044				0		0		322,363		926,600		475,852		750,044				322,363		657,087		590,142

		派遣				BPOソリューション		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		派遣				IoTプラットフォームソリューション		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0



		SOW		国内ソリューション事業売上高（狭義*） コクナイ ジギョウ ウリアゲ ダカ キョウギ				690				278		395		845		307		337		690				1,518		1,334		2,851

		SOW

		SOW		主なデジタル要素技術 オモ ヨウソギジュツ				604				223		340		752		234		266		604				1,315		1,104		2,419

		SOW				AI/ML/データサイエンス		68				8		13		67		11		9		68				88		87		175

		SOW				クラウドサービス		7				1		4		2		3		2		7				7		12		19

		SOW				サイバーセキュリティ		0				1		1		0		0		0		0				2		0		2

		SOW				5G/6Gネットワーク		4				3		4		4		4		4		4				11		12		24

		SOW				センサセンシング		27				7		27		19		10		10		27				52		47		100

		SOW				半導体設計 ハンドウタイセッケイ		38				18		18		37		21		21		38				73		79		153

		SOW				機械システム設計 キカイ セッケイ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				解析（CAE）		56				3		3		48		3		4		56				54		62		116

		SOW				先進生産技術 センシンセイサンギジュツ		5				1		2		12		1		4		5				15		10		25

		SOW				マイコン組込制御ソフト クミコミセイギョ		95				158		230		249		128		172		95				638		394		1,032

		SOW				ERP		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				RPA		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				MBD/HILS		270				11		6		280		33		5		270				297		308		605

		SOW

		SOW				主なソリューションービス オモ		484				180		278		576		159		214		484				1,034		858		1,892

		SOW				開発効率化ソリューション カイハツコウリツカ		342				126		49		318		45		49		342				493		436		929

		SOW				生産効率化ソリューション セイサンコウリツカ		53				13		123		172		80		114		53				308		247		555

		SOW				AI/データ解析ソリューション カイセキ		26				11		13		25		11		8		26				49		44		94

		SOW				IoT/システム開発ソリューション カイハツ		26				4		5		26		6		4		26				35		36		71

		SOW				クラウド/ネットワークソリューション		6				3		2		1		2		1		6				6		9		14

		SOW				ERPソリューション		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				セキュリティソリューション		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				業務効率化ソリューション		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				BPOソリューション		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				IoTプラットフォームソリューション		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW

		SOW

		SOW		国内ソリューション事業 稼働人数 コクナイ ジギョウ カドウ ニンズウ				695				193		327		802		148		275		695				1,321		1,118		2,439

		SOW

		SOW		主なデジタル要素技術 オモ ヨウソギジュツ				599				236		376		757		223		299		599				1,369		1,122		2,490

		SOW				AI/ML/データサイエンス		61				9		13		63		11		14		61				86		85		171

		SOW				クラウドサービス		8				2		4		3		3		3		8				9		13		22

		SOW				サイバーセキュリティ		0				2		2		0		0		0		0				4		0		4

		SOW				5G/6Gネットワーク		4				4		6		5		4		6		4				14		14		29

		SOW				センサセンシング		26				9		23		22		13		13		26				54		52		107

		SOW				半導体設計 ハンドウタイセッケイ		37				18		17		34		20		19		37				70		76		146

		SOW				機械システム設計 キカイ セッケイ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				解析（CAE）		66				4		3		55		4		4		66				62		74		135

		SOW				先進生産技術 センシンセイサンギジュツ		7				1		2		21		0		3		7				25		10		35

		SOW				マイコン組込制御ソフト クミコミセイギョ		106				167		276		253		100		193		106				696		399		1,094

		SOW				ERP		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				RPA		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				MBD/HILS		239				8		3		263		39		4		239				275		282		557

		SOW

		SOW				主なソリューションービス オモ		462				182		320		580		134		256		462				1,082		852		1,934

		SOW				開発効率化ソリューション カイハツコウリツカ		320				118		39		307		44		53		320				464		417		881

		SOW				生産効率化ソリューション セイサンコウリツカ		66				18		140		195		56		121		66				354		243		596

		SOW				AI/データ解析ソリューション カイセキ		17				14		13		18		11		8		17				46		35		81

		SOW				IoT/システム開発ソリューション カイハツ		26				1		6		24		5		5		26				32		37		69

		SOW				クラウド/ネットワークソリューション		6				2		2		0		1		0		6				4		7		11

		SOW				ERPソリューション		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				セキュリティソリューション		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				業務効率化ソリューション		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				BPOソリューション		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				IoTプラットフォームソリューション		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW

		SOW

		SOW		国内ソリューション事業 SPH コクナイ ジギョウ				993,074				1,446,021		1,209,069		1,053,100		2,074,819		1,225,071		993,074				1,148,924		1,193,254		1,169,240

		SOW

		SOW		主なデジタル要素技術 オモ ヨウソギジュツ				1,007,310				945,890		903,093		993,345		1,051,153		888,718		1,007,310				960,385		984,346		971,175

		SOW				AI/ML/データサイエンス		1,107,808				808,127		999,700		1,058,112		1,048,289		633,801		1,107,808				1,022,123		1,024,294		1,023,203

		SOW				クラウドサービス		936,583				579,623		945,244		820,282		970,552		667,518		936,583				820,163		894,038		864,357

		SOW				サイバーセキュリティ		0				3,297,923		16,220,827		0		0		0		0				521,933		0		521,933

		SOW				5G/6Gネットワーク		1,034,114				1,008,391		1,053,282		1,078,668		1,015,092		1,074,363		1,034,114				790,000		855,680		822,608

		SOW				センサセンシング		0				0		0		0		0		0		0				967,972		898,474		933,761

		SOW				半導体設計 ハンドウタイセッケイ		1,034,114				1,008,391		1,053,282		1,078,668		1,015,092		1,074,363		1,034,114				1,053,864		1,039,207		1,046,199

		SOW				機械システム設計 キカイ セッケイ		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				解析（CAE）		841,470				976,323		870,113		873,949		766,831		953,440		841,470				879,570		843,197		859,739

		SOW				先進生産技術 センシンセイサンギジュツ		753,782				1,012,251		879,556		572,886		1,979,871		1,305,130		753,782				621,058		965,102		721,635

		SOW				マイコン組込制御ソフト クミコミセイギョ		894,469				950,514		833,909		986,172		1,282,506		889,998		894,469				917,161		989,221		943,420

		SOW				ERP		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				RPA		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				MBD/HILS		1,129,176				1,299,836		1,750,850		1,065,250		842,358		1,233,135		1,129,176				1,080,862		1,090,685		1,085,840

		SOW

		SOW				主なソリューションービス オモ		1,048,201				987,493		869,236		992,730		1,189,092		836,896		1,048,201				955,367		1,006,866		978,056

		SOW				開発効率化ソリューション カイハツコウリツカ		1,066,502				1,073,878		1,262,531		1,034,136		1,032,791		920,183		1,066,502				1,063,308		1,044,305		1,054,307

		SOW				生産効率化ソリューション セイサンコウリツカ		804,416				734,712		874,786		880,107		1,431,347		941,679		804,416				870,476		1,017,469		930,292

		SOW				AI/データ解析ソリューション カイセキ		1,542,524				785,466		999,700		1,352,318		1,048,289		975,532		1,542,524				1,072,096		1,265,573		1,155,935

		SOW				IoT/システム開発ソリューション カイハツ		994,053				3,337,804		822,336		1,060,125		1,094,444		794,181		994,053				1,098,595		980,471		1,035,120

		SOW				クラウド/ネットワークソリューション		1,087,230				1,234,858		1,256,307		2,265,169		2,060,591		1,620,996		1,087,230				1,341,632		1,249,880		1,284,790

		SOW				ERPソリューション		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				セキュリティソリューション		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				業務効率化ソリューション		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				BPOソリューション		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0

		SOW				IoTプラットフォームソリューション		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0
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～FY21.6 FY22.6 ～FY22.6
累計 1H 2H 累計

育成人数
AI/ML 348 620 968
データサイエンス 380 29 409
クラウド 234 90 324
ERP 94 75 169

合計 1,056 814 1,870

21.6末 21.12末 22.6末
有資格者数

AI/ML/データサイエンス
G検定 32 51
E資格 3 8
Python3エンジニア認定 196 228
統計検定2級以上 117 123

クラウド
AWS 243 449
Azure 19 31
Salesforce 27 32

ERP
SAP 14 14

合計 651 936

• グローバルITベンダーやスタートアップ企業など、先端技術やプラットフォームを有するアライアンスパートナーとのエコシステ
ムを構築し、今後需要の増加が見込まれる新しい技術分野で活躍できるエンジニアの育成を推進

国内ソリューション事業を支える技術者育成実績

（人） アライアンスパートナー

10
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顧客

ソリューション事業：テクノプロ・グループの競争優位性

• 顧客の現場で設計や実装業務に携わる20,000人の技術者集団は、顧客のリアルな経営課題を発見する絶好の機会を享受
• 技術者からの情報を基に、当社の技術コンサルが最適なソリューションを提案し、設計から実装まで一貫してデリバリーする仕組み

を構築することで、一般的な戦略コンサルやSIerと差別化し、顧客の課題解決に最後までコミット

企画

一般的な
戦略コンサルや
SIer

テクノプロの
ソリューション
提供モデル

コンサル

技術コンサル

顧客課題の抽出

ソリューション部隊、請負・受託、アライアンスパートナー
最適なソリューション提案 最適な実装のデリバリー

配属中の20,000人
のエンジニアから

顧客のリアルな
経営課題を抽出

設計

企画への参加比重が高く、
実装は顧客に丸投げの場合が多いため、
実際の効果が見え難く、
最終的な成果は顧客次第...

実装

顧客課題の抽出

クリック
報告

課題解決提案

課題解決提案

11
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282 
327 

375 

1H 2H 1H 2H

FY21.6 FY22.6

119 
144 143 

1H 2H 1H 2H

FY21.6 FY22.6

26% 29% 31%

単独オーダー率

42%
50%

63%

契約率

• 顧客の開発現場でのエンジニア接点を活かし、潜在的段階から顧客の課題や困りごとを捕捉し、他社に先駆けて最適な提案を行い
（社内システムに実装された「クリック報告」と「サービスカタログ」）、コロナ禍における営業活動制約の中で効果を発揮

• 営業社員起点の通常オーダーに比べて、高い単独オーダー率と契約率を実現、エンジニアにもインセンティブを付与

エンジニア起点の営業活動（国内）

顧客

エンジニア

営業/技術コンサル

潜在的段階からの対話
⇒ 高い単独オーダー率

スピーディーな情報伝達
⇒ 高い契約率

クリック報告とサービスカタログの仕組み

オーダー情報

クリック報告

サービスカタログ

提供ソリューションの
ラインナップと事例共有
⇒ 最適な提案

ポータルサイト

※ 契約率：契約件数 ÷（契約件数＋失注件数）、売上実績：同年度内のみ積み上げ

101 

643 648 

1H 2H 1H 2H

FY21.6 FY22.6
新規PJ 増員

1,894 

4,239 4,447 

1H 2H 1H 2H

FY21.6 FY22.6

クリック報告件数 オーダー件数

契約件数 売上実績（百万円）
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• 2021年9月のクロージング以降、PMI 100日プランを遂行、事業面及び管理面双方において、ガバナンス体制の円滑な移管を実現
• 今後は、ソリューション事業ノウハウやデジタル技術の国内移転の促進、協業による日本の新規案件受注積み上げを目指す

Robosoft社のPMI状況

＜PMI 100日プランの主な内容＞

事業面の取組み 管理面の取組み

• CEOを含むキーパーソンへの長期インセンティブ制度導入
－ 5年間の事業計画にリンク、退職リスクの抑制を図る

• Japan Client Development（JCD）組織を新設
－ 当社のサービスカタログにRobosoft社のソリューション

内容を追加、日本の顧客基盤に対する営業活動を開始
－ 現時点でまだ確定受注はないが、UI/UXデザインに対す

る引き合いは強い

• ソリューション事業ノウハウの共有
－ デリバリープロセス、技術者・セールス人材育成、マー

ケティングなど、Robosoft社の強みを解明し、学習

• Robosoft社を核としたBolt-on型のM&A戦略を協議
－ 特定の技術力やソリューションを補完する、オフショア

デリバリー企業をリスト化し、可能性を探る

• デューディリジェンス発見事項の是正や改善
－ 特にリーガルDDで指摘のあったコンプライアンス事項を

重点的に是正対応

• 当社グループの求める管理体制の整備
－ 買収前から管理水準は高く、当社の月次決算・予実/KPI

管理・損益予測に問題なく対応
－ 上場企業の子会社としての内部統制システム構築・ITガ

バナンスに順次取り掛かる
－ 会社規模の拡大に伴い、経理、人事、デリバリープロセ

ス管理などの新システム導入の検討を開始

• 創業者CFOのサクセッション
－ 当社海外事業部のPMI担当が新CFOに就任、COVID-19

収束の状況を見ながら現地赴任予定
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盤石な事業基盤

• コア事業の資産（技術者/顧客接点/育成カリキュラム等）をレバレッジするデジタル技術とデータ活用により、コア事業の『進化』
を促進（特に、技術者のライフサイクルデータの蓄積・分析によるAIエンジン開発は、当社DXの鍵）

• 社内システム構築には、可能な範囲で当社グループの技術者を活用し、先端技術のノウハウや実績の蓄積を図る

当社のデジタルトランスフォーメーション（DX）

技術者育成事業

DX推進事業

ソリューション事業

コア事業（技術者派遣）
配属/営業人材開発/育成採用

コア事業をレバレッジするデジタル技術・データ活用

バックオフィス機能

• 現在開発中のコア事業の基幹システム（勤怠管理/契約発行/請求等、2023年1月から段階的に
カットオーバー予定）に並行して、以下を含むソリューション事業特有のシステム構築を計画
－ 顧客課題を出発点とした提案営業、新規顧客を発掘するマーケティング、デリバリープロ

セスやプロジェクト収支管理の効率化と強化
－ 技術者、提案と成果物、ナレッジフレームワークの蓄積と組織的活用

• 2022年9月までに、外販対応可能な新LMSプラットフォームを稼働開始
• 当社の研修受講履歴、育成データの蓄積と分析に基づき、外部顧客に対するコンサル提案を視野

• 大学研究室との連携も視野に、当社先端技術センターを中心に、マッチング・退職抑制・採用ス
クリーニング・育成に寄与するAIエンジン開発に2022年前半から着手

• 間接部門業務におけるRPAの積極活用により、業務改善と生産性向上を図る
• グローバルベースでのITインフラとセキュリティの継続的な強化

14
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企業行動規範など
各種規程の詳細は、
当社Webサイトにて
ご確認ください。
「サステナビリティ
特設ページ」を開設し、
全面改訂しています。

• 代表取締役社長兼CEOを委員長としたサステナビリティ委員会を設置し、重要事項の検討、整備・運用に関する意思決定を行う
• サステナビリティ基本方針をはじめとする各種規程を整備・運用し、事業活動にサステナビリティ経営を浸透させていく

サステナビリティ経営

サステナビリティ委員会推進体制図

取締役会

代表取締役社長 兼 CEO

部会

サステナビリティ委員会

委員長

委員

事務局

代表取締役社長 兼 CEO

常勤取締役・常勤監査役
委員長による指名
外部有識者

経営企画部

CSR推進部

経営企画部

広報IR室

人事部

コンプライアンス、CSR活動

経営戦略、ERM、内部統制、
コーポレートガバナンス

コーポレートコミュニケーション、
インナーコミュニケーション、
投資家・セルサイドアナリスト対応

健康経営、人材育成、従業員満足度、
人権、ダイバーシティ

サステナビリティ基本方針

テクノプロ・グループは、技術者
と技術力及びビジネスモデルを通
じた、役職員、顧客、社会といっ
たすべてのステークホルダーとの
共通価値の創造、堅固な経営基盤
の整備・運用によって、持続的な
事業の成長と企業価値の向上を実
現し、その結果、内外の経済・産
業・社会の持続的な発展・繁栄及
び環境の保全に貢献します。
（以下省略）

2021年9月1日制定

https://www.technoproholdings.com/csr/
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0
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5
6
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2017 2018 2019 2020 2021
THE USE BY TechnoPro Holdings, Inc. OF ANY MSCI ESG RESEARCH LLC OR ITS AFFILIATES (“MSCI”) DATA, AND THE USE OF MSCI LOGOS, 
TRADEMARKS, SERVICE MARKS OR INDEX NAMES HEREIN, DO NOT CONSTITUTE A SPONSORSHIP, ENDORSEMENT, RECOMMENDATION, OR 
PROMOTION OF TechnoPro Holdings, Inc. BY MSCI.  MSCI SERVICES AND DATA ARE THE PROPERTY OF MSCI OR ITS INFORMATION PROVIDERS, 
AND ARE PROVIDED ‘AS-IS’ AND WITHOUT WARRANTY.  MSCI NAMES AND LOGOS ARE TRADEMARKS OR SERVICE MARKS OF MSCI. 

当社のマテリアリティ（重要課題） MSCIによるESGスコアの推移とESGファンドへの選出

テクノプロの重点SDGs

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

すべての人の可能性を伸ばす

信頼されるパートナーである

技術力で社会に貢献する

持続的に成長する企業である

• 人材に関すること
• 研修受講人数など、23個のKPI

• 技術に関すること
• デジタル要素技術者数など、5個のKPI

• 社会的責任に関すること
• CO2排出量など、7個のKPI

• ガバナンスに関すること
• 社外取締役比率など、13個のKPI

AA
A A

AA AA
AAA
AA
A

BBB
BB
B

CCC

2017年5月 2018年1月 2019年12月 2020年9月 2021年8月

THE INCLUSION OF TechnoPro Holdings, Inc. IN ANY MSCI INDEX, AND THE USE OF MSCI LOGOS, TRADEMARKS, SERVICE MARKS OR INDEX 
NAMES HEREIN, DO NOT CONSTITUTE A SPONSORSHIP, ENDORSEMENT OR PROMOTION OF TechnoPro Holdings, Inc. BY MSCI OR ANY OF ITS 
AFFILIATES. THE MSCI INDEXES ARE THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MSCI. MSCI AND THE MSCI INDEX NAMES AND LOGOS ARE TRADEMARKS OR 
SERVICE MARKS OF MSCI OR ITS AFFILIATES.

• 事業を通じて社会課題に貢献することを重視し、重要課題のKPIと目標を設定して、毎年12月発行の統合報告書にて開示
• 統合報告書 2021では、社会や投資家のニーズを踏まえ、KPIの数値開示・目標設定を大幅に拡充

ESG/SDGsへの取組み

2021年現在、当社はMSCI ESGレーティングのAAを取得しています
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重要課題（マテリアリティ）の定量指標（KPI）と目標値

FY17.6 FY18.6 FY19.6 FY20.6 FY21.6 目標
研修受講人数（延べ） (人) 55,521 79,105 208,522 235,670 213,795 2026年6月期に延べ30万人

（e-learning含む）
うち集合研修（延べ） (人) 55,521 71,023 97,306 120,829 47,441 ーうちe-learning（延べ） (人) ― 8,082 111,216 114,841 166,354

受講時間（延べ） (時間) 220,618 258,115 512,231 492,566 447,809 ー
ユニーク受講者数（e-learning含む） (人) ― ― 17,153 22,039 22,974 ー
従業員満足度（指数：FY13.6=100） 108 107 113 114 118 継続的な改善
技術者育成事業 顧客受講者数 (人) ー ー ー ー 10,400 2026年6月期までに13,000人
技術者育成事業 育成事業売上収益 (億円) ー ー ー ー 16.7 2026年6月期に20億円
採用者に占める女性比率（合計） 17.6% 19.7% 26.1% 24.9% 22.6% 2026年6月末までに30%以上

うち新卒 15.6% 15.3% 22.5% 19.3% 24.3% ーうち中途 18.1% 21.1% 27.7% 27.1% 22.2%
女性従業員比率 13.9% 15.2% 17.2% 18.4% 18.3% 2026年6月末までに20%
管理職に占める女性比率 5.4% 7.9% 8.1% 7.6% 7.9% 2026年6月末までに10%
管理職に占める外国人比率 0.6% 0.9% 1.2% 1.4% 1.4% 当社グループ全体の管理職のダイ

バーシティを長期的に向上
採用者に占める中途採用比率 80.0% 76.2% 77.7% 70.5% 80.6% ー
管理職に占める中途採用比率 ー ー ー ー 83.6% ー
外国籍技術者数（国内） (人) 550 756 985 1,178 921 2026年6月末までに1,500人
女性育休 取得率 95.8% 100.0% 98.7% 100.0% 100.0% ー
男性育休 取得率 3.1% 4.0% 5.7% 7.0% 11.8% 2026年6月期までに20%以上
男性育休 取得人数 (人) 11 16 21 35 36 ー
障がい者雇用率 2.21% 2.21% 2.21% 2.21% 2.27% 法定雇用率以上を維持
60歳以上雇用数 (人) 535 641 725 742 768 継続的に増加
正社員技術者 退職率 7.9% 8.1% 8.3% 8.8% 8.4% 7.5％以下

FY17.6 FY18.6 FY19.6 FY20.6 FY21.6 目標
ソリューション事業売上収益（国内） (億円) ー ー ー ー 278 2026年6月期に570億円
デジタル要素技術者数 (人) ー ー ー ー 2,991 2026年6月末までに6,000人
デジタル要素技術売上収益 (億円) ー ー ー ー ー 2026年6月期に500億円
環境関連技術者数 (人) ー ー ー ー ー 2026年6月末までに500人
環境関連技術売上収益 (億円) ー ー ー ー ー 2026年6月期に40億円

人材に関すること

技術に関すること 技術力で社会に貢献する

すべての人の可能性を伸ばす
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重要課題（マテリアリティ）の定量指標（KPI）と目標値（続き）

統合報告書 2021

https://www.technoproholdings.com/ir/ir_library/integrated_report.html

FY17.6 FY18.6 FY19.6 FY20.6 FY21.6 目標
重大な法令違反件数 (件) 0 0 0 0 0 重大な法令違反件数0件の継続
有給休暇取得率 71.3% 75.0% 72.1% 79.0% 74.4% 75％以上
平均残業時間 (時間/月) 19.2 17.6 16.3 13.5 13.3 20時間/月以下を維持
人権/倫理/情報セキュリティ/
汚職防止研修 受講率 ー ー 100.0% 100.0% 100.0% 受講率100％の継続
CO₂排出量（国内） (t-CO₂) ー ー ー 2,118.2 1,803.9 継続的に減少売上収益100万円当たりCO₂排出量 (t-CO₂) ー ー ー 0.014 0.012
紙使用量/売上収益（指数：FY15.6=100） 85.9 77.5 70.3 53.2 40.5 継続的に改善

FY17.6 FY18.6 FY19.6 FY20.6 FY21.6 目標
社外取締役比率（当社） 37.5% 37.5% 37.5% 37.5% 37.5% ー
女性取締役人数（当社） (人) 1 1 1 1 1*¹ 当社取締役会の女性取締役

2人以上を維持
女性取締役比率（当社） 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%*¹ ー
女性役員（取締役＋監査役）人数（当社） (人) 1 1 1 1 2 ー
女性役員（取締役＋監査役）比率（当社） 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 16.7% ー
取締役人数（グループ全体） (人) 25 56 50 53 53 ー
女性取締役人数（グループ全体） (人) 3 3 2 2 3 ー
女性取締役比率（グループ全体） 12.0% 5.4% 4.0% 3.8% 5.7% 当社グループ全体の取締役の

ダイバーシティを長期的に向上
外国人取締役人数（グループ全体） (人) 6 8 10 11 12 ー
外国人取締役比率（グループ全体） 24.0% 14.3% 20.0% 20.8% 22.6% 当社グループ全体の取締役の

ダイバーシティを長期的に向上
内部通報制度 (件) 23 36 52 129 93 内部通報制度の適切な運用を確保
EPS*² (円) 75.19 81.60 88.95 99.99 122.96 持続的に成長

（中期経営計画の達成）
IR面談実施件数 (件) 333 333 390 520 487 年間400件以上を維持

社会的責任に関すること

ガバナンスに関すること 持続的に成長する企業である

信頼されるパートナーである

*¹ 2021年9月開催の定時株主総会で女性の社外取締役が新たに選任され、
2021年9月29日現在、当社取締役会の女性取締役は2人（女性比率22.2％）
*² 2021年7月1日付で普通株式1株につき3株の割合で行われた株式分割後の
株式数により算定
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当社は、現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づき、本資料を
作成しておりますが、本資料の正確性あるいは完全性について、当社は何ら表明及び保証す
るものではありません。

また、将来に関する記述が含まれていますが、実際の業績は様々なリスクや不確定要素に左
右され、将来に関する記述に明示または黙示された予想とは大幅に異なる場合があります。
したがって、将来予想に関する記述に全面的に依拠することのないようご注意ください。

本資料及びその記載内容について、当社の書面による事前の同意なしに、複製または転送等
を行わないようお願いいたします。

― お知らせ ―

当社では、Webサイトにおける新着情報の更新を、
メールにてお知らせするサービスを実施しております。
ご希望の方は、右記QRコードよりご登録をお願いいたします。

免責事項
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