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この資料に掲載しております当社の計画及び予想、戦略などは、現時点における情報に基
づき判断したものであり、今後、日本経済や情報処理業界の動向、新たなサービスや技術
の進展、不確定要素などにより、実際の業績とは大きく異なる可能性がございますことを、
あらかじめご承知おきくださいますようお願い申し上げます。 
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１. 会社概要  
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会社概要 

社 名 
株式会社エヌアイデイ 
（英社名：Nippon Information Development Co.,Ltd.） 

所 在 地 東京都中央区晴海1-8-10晴海ｱｲﾗﾝﾄﾞﾄﾘﾄﾝｽｸｴｱX棟29F 

設 立 1967年（昭和42年）5月 

資 本 金 6億5,335万円（2016年9月末現在） 

事 業 内 容 システム開発、情報処理サービス 

社 員 数 974名、（NIDグループ：1,420名）（2016年9月末現在） 

発 行 済 株 式 数 4,369,830株 

株 主 数 1,024名（2016年9月末現在） 
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事業の概要 
  

お
客
様 

       

 
 

エヌアイデイ 
 
・ｴﾝﾍﾞﾃﾞｯﾄﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ事業 
・ICTｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業 
・ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｼｽﾃﾑ事業 
・ﾈｯﾄﾜｰｸｿﾘｭｰｼｮﾝ事業 
・その他事業 
 

ビジネスパートナー 

連結子会社（3社） 

ＮＩＤ・MI 
・ｴﾝﾍﾞﾃﾞｯﾄﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ事業 
・ICTｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業 
・ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｼｽﾃﾑ事業 
・その他事業 

ＮＩＤ東北 
・ｴﾝﾍﾞﾃﾞｯﾄﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ事業 
・ICTｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業 

ＮＩＤ・ＩＥ 
・その他事業 
 

当社 

＜資金の流れ＞ 

＜資金の流れ＞ 

当社グループ 

＜ｻｰﾋﾞｽの流れ＞ 
・開発ｿﾌﾄｳｪｱ納品 
・IT技術者派遣 

＜ｻｰﾋﾞｽの流れ＞ 
・開発ｿﾌﾄｳｪｱ納品 
・IT技術者派遣 
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＜ｻｰﾋﾞｽの流れ＞ 
・開発ｿﾌﾄｳｪｱ納品 
・IT技術者派遣 

＜資金の流れ＞ 
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 ２. 2017年3月期第2四半期 
     決算概要    
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2017年3月期第2四半期決算の概況 

6 

（単位：百万円）

2016年3月期
第２四半期

2017年3月期
第２四半期

前期比

売 上 高 8,154 8,247 +1.1％

557 753
(6.8%) (9.1%)

669 806
(8.2%) (9.8%)

464 538
(5.7%) (6.5%)

+20.5％

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
四 半 期 純 利 益 +15.9％

営 業 利 益

経 常 利 益

+35.0％


2017年３月期第２四半期決算の概況

																		（単位：円） タンイ エン

										2016年3月期
第２四半期 ネン ガツキ ダイ シ ハンキ				2017年3月期
第２四半期 ネン ガツキ ダイ シ ハンキ				前期比 ゼンキ ヒ

						売上高 ウリアゲ ダカ				8,154,232,273				8,247,553,141				1.14%

						営業利益 エイギョウ リエキ				557,738,852				753,182,873				35.04%

										6.84%				9.13%

						経常利益 ケイジョウ リエキ				669,807,036				806,957,815				20.48%

										8.21%				9.78%

						親会社株式に帰属する
当期純利益 オヤガイシャ カブシキ キゾク トウキ ジュンリエキ				464,758,834				538,820,333				15.94%

										5.70%				6.53%



																		（単位：百万円） タンイ ヒャク マンエン

										2016年3月期
第２四半期 ネン ガツキ ダイ シ ハンキ				2017年3月期
第２四半期 ネン ガツキ ダイ シ ハンキ				前期比 ゼンキ ヒ

						売上高 ウリアゲ ダカ				8,154				8,247				+1.1％

						営業利益 エイギョウ リエキ				557				753				+35.0％

										(6.8%)				(9.1%)

						経常利益 ケイジョウ リエキ				669				806				+20.5％

										(8.2%)				(9.8%)

						親会社株主に帰属する
四半期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク シ ハンキ ジュンリエキ				464				538				+15.9％

										(5.7%)				(6.5%)





連結貸借対照表　連結ＣＦ

																						（単位：円） タンイ エン

						貸借対照表 タイシャク タイショウヒョウ				２０１６年
３月末 ネン ガツマツ				２０16年
９月末 ネン ガツ マツ				増減額 ゾウゲン ガク				主な増減要因 オモ ゾウゲン ヨウイン

						流動資産合計 リュウドウ シサン ゴウケイ				10,268,478,722				10,396,584,358				128,105,636

						固定資産合計 コテイ シサン ゴウケイ				3,857,805,104				4,017,398,517				159,593,413

						資産合計 シサン ゴウケイ				14,126,283,826				14,413,982,875				287,699,049

						負債合計 フサイ ゴウケイ				5,083,908,798				4,993,520,006				(90,388,792)

						純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ				9,042,375,028				9,420,462,869				378,087,841

						負債純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ				14,126,283,826				14,413,982,875				287,699,049

						キャッシュ・フロー計算書 ケイサンショ				2015年
4－9月 ネン ガツ				2016年
4－9月 ネン ガツ				主な増減要因（カッコ内は前期数値） オモ ゾウゲン ヨウイン ナイ ゼンキ スウチ

						営業活動によるＣＦ エイギョウ カツドウ				105,538,000				576,099,000

						投資活動によるＣＦ トウシ カツドウ				(29,453,000)				(155,221,000)

						財務活動によるＣＦ ザイム カツドウ				(179,026,000)				(191,549,000)

						現金及び現金同等物期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ				6,170,202,000				6,703,501,000



																						（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

						貸借対照表 タイシャク タイショウヒョウ				２０１６年
３月末 ネン ガツマツ				２０16年
９月末 ネン ガツ マツ				増減額 ゾウゲン ガク				主な増減要因 オモ ゾウゲン ヨウイン

						流動資産合計 リュウドウ シサン ゴウケイ				10,268				10,396				+128				現金及び預金　　　　　＋292
仕掛品　　　　　　　　+262
受取手形及び売掛金　　△297 ゲンキン オヨ ヨキン シカカリ ヒン ウケトリ テガタ オヨ ウリカケ キン

						固定資産合計 コテイ シサン ゴウケイ				3,857				4,017				+159

						資産合計 シサン ゴウケイ				14,126				14,413				+287

						負債合計 フサイ ゴウケイ				5,083				4,993				△90

						純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ				9,042				9,420				+378				利益剰余金　　　　　＋385 リエキ ジョウヨキン

						負債純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ				14,126				14,413				+287

																						（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

						キャッシュ・フロー計算書 ケイサンショ				2015年
4－9月 ネン ガツ				2016年
4－9月 ネン ガツ				主な増減要因（カッコ内は前期数値） オモ ゾウゲン ヨウイン ナイ ゼンキ スウチ

						営業活動によるＣＦ エイギョウ カツドウ				105				576				未払消費税等の増減額　　　　　　　　 　△45（△274） ミハライ ショウヒゼイ トウ ゾウゲンガク ショウガク

						投資活動によるＣＦ トウシ カツドウ				△ 29				△ 155				投資有価証券の取得による支出　 　　　　△298（△496）
投資有価証券の売却及び償還による収入 　＋203（＋493） トウシ ユウカ ショウケン シュトク シシュツ バイキャク オヨ ショウカン シュウニュウ

						財務活動によるＣＦ ザイム カツドウ				△ 179				△ 191				配当金の支払額　　　　　 　　　　　　　△188（△176） ハイトウキン シハラ ガク

						現金及び現金同等物期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ				6,170				6,703





ｾｸﾞﾒﾝﾄ_2017年3月期_2Q実績

																				（単位：円） タンイ エン

						セグメント名 メイ		２０１6年３月期
第2四半期 ネン ガツキ ダイ シ ハンキ				２０１７年３月期
第2四半期 ネン ガツキ ダイ シ ハンキ				前期比 ゼンキ ヒ				営業
利益率 エイギョウ リエキ リツ

								売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ

						エンベデッド
ソリューション事業 ジギョウ		1,563,233,918		156,068,386		1,280,041,574		69,947,387		-18.12%		-55.18%		5.46%

						ＩＣＴ
イノベーション事業 ジギョウ		1,424,341,430		20,850,124		1,663,585,306		140,140,669		16.80%		572.13%		8.42%

						フィナンシャル
システム事業 ジギョウ		2,012,550,562		243,165,792		2,029,805,932		277,972,718		0.86%		14.31%		13.69%

						ネットワーク
ソリューション事業 ジギョウ		2,428,202,518		174,723,946		2,532,564,963		229,663,605		4.30%		31.44%		9.07%

						データソリューション
プロダクト
人材派遣 ジンザイ ハケン		725,903,845		(38,372,479)		741,555,366		23,217,008		2.16%		160.50%		3.13%

						連結計 レンケツ ケイ		8,154,232,273		557,738,852		8,247,553,141		753,182,873		1.14%		35.04%		9.13%

																				（単位：百万円） タンイ ヒャクマン エン

						セグメント名 メイ		２０１6年３月期
第2四半期 ネン ガツキ ダイ シ ハンキ				２０１７年３月期
第2四半期 ネン ガツキ ダイ シ ハンキ				前期比 ゼンキ ヒ				営業
利益率 エイギョウ リエキ リツ

								売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ

						エンベデッド
ソリューション事業 ジギョウ		1,563		156		1,280		69		△18.1%		△55.2％		5.5%

						ＩＣＴ
イノベーション事業 ジギョウ		1,424		20		1,663		140		+16.8%		+572.1％		8.4%

						フィナンシャル
システム事業 ジギョウ		2,012		243		2,029		277		+0.9%		+14.3％		13.7%

						ネットワーク
ソリューション事業 ジギョウ		2,428		174		2,532		229		+4.3％		+31.4％		9.1%

						データソリューション
プロダクト
人材派遣 ジンザイ ハケン		725		△ 38		741		23		+2.2％		+160.5％		3.1%

						連結計 レンケツ ケイ		8,154		557		8,247		753		+1.1％		+35.0％		9.1%





ｾｸﾞﾒﾝﾄ_2017年3月期_通期計画

																				（単位：円） タンイ エン

						セグメント名 メイ		２０１6年３月期
実績 ネン ガツキ ジッセキ				２０１７年３月期
計画 ネン ガツキ ケイカク				前期比 ゼンキ ヒ				営業
利益率 エイギョウ リエキ リツ

								売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ

						エンベデッド
ソリューション事業 ジギョウ		3,241,120,207		379,574,925		2,947,041,574		232,521,580		-9.07%		-38.74%		7.89%

						ＩＣＴ
イノベーション事業 ジギョウ		3,150,303,023		242,800,105		3,700,585,306		373,759,116		17.47%		53.94%		10.10%

						フィナンシャル
システム事業 ジギョウ		4,256,358,255		595,697,854		4,201,305,932		495,754,100		-1.29%		-16.78%		11.80%

						ネットワーク
ソリューション事業 ジギョウ		4,911,385,716		377,287,138		5,100,564,963		407,535,141		3.85%		8.02%		7.99%

						データソリューション
プロダクト
人材派遣 ジンザイ ハケン		1,543,525,845		(6,451,594)		1,550,555,366		53,959,327		0.46%		936.37%		3.48%

						連結計 レンケツ ケイ		17,102,693,046		1,544,636,455		17,500,053,141		1,575,770,749		2.32%		2.02%		9.00%

																				（単位：百万円） タンイ ヒャクマン エン

						セグメント名 メイ		２０１6年３月期
実績 ネン ガツキ ジッセキ				２０１７年３月期
計画 ネン ガツキ ケイカク				前期比 ゼンキ ヒ				営業
利益率 エイギョウ リエキ リツ

								売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ

						エンベデッド
ソリューション事業 ジギョウ		3,241		379		2,947		232		△9.1%		△38.4％		7.9%

						ＩＣＴ
イノベーション事業 ジギョウ		3,150		242		3,701		373		+17.5%		+53.9％		10.1％

						フィナンシャル
システム事業 ジギョウ		4,256		595		4,201		495		△1.3%		△16.8％		11.8%

						ネットワーク
ソリューション事業 ジギョウ		4,911		377		5,101		407		+3.9％		+8.0%		8.0％

						データソリューション
プロダクト
人材派遣 ジンザイ ハケン		1,543		△ 6		1,550		53		+0.5％		+936.4％		3.5％

						連結計 レンケツ ケイ		17,102		1,544		17,500		1,575		+2.3％		+2.0％		9.0%





主要な経営指標推移

																						（単位：百万円） タンイ ヒャクマン エン

						12年３月期 ネン ガツキ		13年３月期 ネン ガツキ		14年３月期 ネン ガツキ		15年３月期 ネン ガツキ		16年３月期 ネン ガツキ		17年3月期
（計画） ネン ガツキ ケイカク				16年３月期
第2四半期 ネン ガツキ ダイ シ ハンキ		17年３月期
第2四半期 ネン ガツキ ダイ シ ハンキ						H16年3月期２Ｑ ネン ガツキ		H17年3月期２Ｑ ネン ガツキ

				売上高 ウリアゲ ダカ		14,824		15,531		16,119		16,228		17,102		17,500				8,154		8,247						8,154,232,273		8,247,553,141

				　伸　長　率 シン ナガ リツ		(1.3)		(4.8)		(3.8)		(0.7)		(5.4)		(2.3)				(4.9)		(1.1)								1.14%

				営業利益 エイギョウ リエキ		871		1,011		1,441		1,415		1,544		1,575				557		753						557,738,852		753,182,873

				　率（対売上高） リツ タイ ウリアゲ ダカ		(5.9)		(6.5)		(8.9)		(8.7)		(9.0)		(9.0)				(6.8)		(9.1)						6.84%		9.13%

				　伸　長　率 シン ナガ リツ		(△6.8)		(16.2)		(42.4)		(△1.8)		(9.1)		(2.0)				(△17.7)		(35.0)								35.04%

				経常利益 ケイジョウ リエキ		899		1,090		1,500		1,558		1,717		1,675				669		806						669,807,036		806,957,815

				親会社株主に帰属する
当期（四半期）純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ シ ハンキ ジュンリエキ		328		585		646		791		957		1,150				464		538						464,758,834		538,820,333

				　率（対売上高） リツ タイ ウリアゲ ダカ		(2.2)		(3.8)		(4.0)		(4.9)		(5.6)		(6.6)				(5.7)		(6.5)						5.70%		6.53%

				　伸　長　率 シン ナガ リツ		(△26.5)		(78.1)		(10.4)		(22.3)		(21.0)		(20.2)				(9.9)		(15.9)								15.94%

				１株あたり当期
（四半期）純利益（ＥＰＳ） カブ トウキ シ ハンキ ジュンリエキ		86.89		154.77		170.86		209.00		252.82		303.80				122.77		142.34								142.34

				純資産 ジュンシサン		6,264		6,929		7,386		7,348		9,042						8,492		9,420

				株主資本利益率（ＲＯＥ） カブヌシ シホン リエキ リツ		5.3		8.9		9.0		10.2		11.0

				１株あたり配当額 カブ ハイトウ ガク		5.3		8.9		45円 エン		47円 エン		50円 エン		50円 エン
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販管費の増加

売上総利益率改善
増収に伴う増加

２０１６年３月期
第２四半期

営業利益　前年同期比　＋196

２０１7年３月期
第２四半期

+19
５５７

７５３

+60

+125

－８+185

（不採算案件減少）


2Q決算説明会資料_ブリッジグラフ_ｆｉｘ版









														営業利益　前年同期比　＋196 エイギョウ リエキ ゼンネン ドウキヒ



















																												販管費の増加 ハンカンヒ ゾウカ



































																				売上総利益率改善 ウリアゲ ソウ リエキ リツ カイゼン



												増収に伴う増加 ゾウシュウ トモナ ゾウカ













				２０１６年３月期
第２四半期 ネン ガツキ ダイ シ ハンキ																																２０１7年３月期
第２四半期 ネン ガツキ ダイ シ ハンキ







										不採算案件 フサイサン アンケン						（NIDIEは時間単価が適正ではないため除外） ジカン タンカ テキセイ ジョガイ

												2016年第2四半期　 ネン ダイ シ ハンキ								159,233,294

												2017年第2四半期　 ネン ダイ シ ハンキ								34,300,002

												不採算案件の減少額 フサイサン アンケン ゲンショウ ガク										124,933,292































































































































































































































































































































































































































+19

５５７

７５３

+60

+125

－８

+185

（不採算案件減少）



2Q決算説明会資料_営業利益前期比_ブリッジデータ（案3）

				2016年3月期　大型赤字案件 ネン ガツキ オオガタ アカジ アンケン

						ｵﾑﾛﾝﾍﾙｽｹｱ				売上高 ウリアゲ タカ				23,880,000

						　　[OHQ]OGSCシステム開発				総原価 ソウ ゲンカ				130,773,897

										赤字額 アカジガク				(106,893,897)

										検収日 ケンシュウ ヒ				H27年7月31日 ネン ガツ ヒ





								2016年3月期／２Ｑ ネン ガツキ						2017年3月期／２Ｑ ネン ガツキ						前期比 ゼンキ ヒ

				売上高 ウリアゲ ダカ				8,154,232,273						8,247,553,141						93,320,868				93

				売上原価 ウリアゲ ゲンカ				6,692,482,986		82.07%				6,582,565,117		79.81%				(109,917,869)				110

						大型赤字案件による原価影響 オオガタ アカジ アンケン ゲンカ エイキョウ		106,893,897		1.31%				0		0.00%				(106,893,897)				107

						大型赤字案件以外の原価 オオガタ アカジ アンケン イガイ ゲンカ		6,585,589,089		80.76%				6,582,565,117		79.81%				(3,023,972)				3

						不採算案件による影響額 フサイサン アンケン エイキョウガク		159,233,294						34,300,002						(124,933,292)

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				1,461,749,287		17.93%				1,664,988,024		20.19%				203,238,737				203

				販管費 ハン ヒ				904,010,435		11.09%				911,805,151		11.06%				7,794,716				8

				営業利益 エイギョウ リエキ				557,738,852		6.84%				753,182,873		9.13%				195,444,021				195



				営業利益（2016年3月期） エイギョウ リエキ ネン ガツキ				557,738,852																557		55.7

						増収に伴う売上総利益の増加 ゾウシュウ トモナ ウリアゲ ソウリエキ ゾウカ		18,839,300		←　売上高増額×当期総利益率 ウリアゲ ダカ ゾウ ガク トウキ ソウリエキ リツ														19		1.9

						原価率の改善 ゲンカ リツ カイゼン		59,466,145		←　総利益増額-増収に伴う売上総利益の増加-不採算案件の減少 ソウリエキ ゾウガク ゾウシュウ トモナ ウリアゲ ソウリエキ ゾウカ														59		5.9

						ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ管理改善 カンリ カイゼン		106,893,897		←　昨年度大型赤字案件赤字額 サクネンド オオガタ アカジ アンケン アカジガク														107		10.7

						不採算案件の減少 フサイサン アンケン ゲンショウ		124,933,292																125		12.5

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				742,938,194																867		86.7

						販管費増加 ハンカンヒ ゾウカ		(7,794,716)																8		0.8

				営業利益（2017年3月期） エイギョウ リエキ ネン ガツキ				735,143,478																753		75.3

				利益（増額） リエキ ゾウガク				177,404,626																177		17.7

















2Q決算説明会資料_営業利益前期比_ブリッジデータ

				2016年3月期　大型赤字案件 ネン ガツキ オオガタ アカジ アンケン

						ｵﾑﾛﾝﾍﾙｽｹｱ				売上高 ウリアゲ タカ				23,880,000

						　　[OHQ]OGSCシステム開発				総原価 ソウ ゲンカ				130,773,897

										赤字額 アカジガク				(106,893,897)

										検収日 ケンシュウ ヒ				H27年7月31日 ネン ガツ ヒ





								2016年3月期／２Ｑ ネン ガツキ						2017年3月期／２Ｑ ネン ガツキ						前期比 ゼンキ ヒ

				売上高 ウリアゲ ダカ				8,154,232,273						8,247,553,141						93,320,868				93

				売上原価 ウリアゲ ゲンカ				6,692,482,986		82.07%				6,582,565,117		79.81%				(109,917,869)				110

						大型赤字案件による原価影響 オオガタ アカジ アンケン ゲンカ エイキョウ		106,893,897		1.31%				0		0.00%				(106,893,897)				107

						大型赤字案件以外の原価 オオガタ アカジ アンケン イガイ ゲンカ		6,585,589,089		80.76%				6,582,565,117		79.81%				(3,023,972)				3

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				1,461,749,287		17.93%				1,664,988,024		20.19%				203,238,737				203

				販管費 ハン ヒ				904,010,435		11.09%				911,805,151		11.06%				7,794,716				8

				営業利益 エイギョウ リエキ				557,738,852		6.84%				753,182,873		9.13%				195,444,021				195



				営業利益（2016年3月期） エイギョウ リエキ ネン ガツキ				557,738,852																557		55.7

						増収に伴う売上総利益の増加 ゾウシュウ トモナ ウリアゲ ソウリエキ ゾウカ		18,839,300		←　売上高増額×当期総利益率 ウリアゲ ダカ ゾウ ガク トウキ ソウリエキ リツ														19		1.9

						原価率の改善 ゲンカ リツ カイゼン		77,505,540		←　総利益増額-増収分-管理改善 ソウリエキ ゾウガク ゾウシュウ ブン カンリ カイゼン														78		7.8

						ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ管理改善 カンリ カイゼン		106,893,897		←　昨年度大型赤字案件赤字額 サクネンド オオガタ アカジ アンケン アカジガク														107		10.7

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				760,977,589																761		76.1

						販管費増加 ハンカンヒ ゾウカ		(7,794,716)																8		0.8

				営業利益（2017年3月期） エイギョウ リエキ ネン ガツキ				753,182,873																753		75.3

				利益（増額） リエキ ゾウガク				195,444,021																196		19.6

















2Q決算説明会資料_営業利益前期比_ブリッジグラフ（案１）









														営業利益　前年同期比　＋１96 エイギョウ リエキ ゼンネン ドウキヒ











																																						753

																						+185								-8

																																				（営業利益率：9.1％） エイギョウ リエキ リツ







																												販管費の増加 ハンカンヒ ゾウカ



























						557								+19



				（営業利益率：6.8％） エイギョウ リエキ リツ



																				原価率改善 ゲンカ リツ カイゼン



												増収に伴う増加 ゾウシュウ トモナ ゾウカ













				２０１６年３月期
第２四半期 ネン ガツキ ダイ シ ハンキ																																２０１7年３月期
第２四半期 ネン ガツキ ダイ シ ハンキ













































































































































































































































































































































































































































補足）改善要因として、前期発生した不採算
　　　案件の収束により、改善額＋１０６が
　　　含まれております。



2Q決算説明会資料_営業利益前期比_ブリッジグラフ（案2）









														営業利益　前年同期比　＋１96 エイギョウ リエキ ゼンネン ドウキヒ











																																						753

																						+185								-8

																																				（営業利益率：9.1％） エイギョウ リエキ リツ







																												販管費の増加 ハンカンヒ ゾウカ



























						557								+19



				（営業利益率：6.8％） エイギョウ リエキ リツ



																				原価率改善 ゲンカ リツ カイゼン



												増収に伴う増加 ゾウシュウ トモナ ゾウカ













				２０１６年３月期
第２四半期 ネン ガツキ ダイ シ ハンキ																																２０１7年３月期
第２四半期 ネン ガツキ ダイ シ ハンキ









						補足）改善要因として、前期発生した不採算案件の収束により、改善額＋１０６が含まれております。





































































































































































































































































































































































































































2Q決算説明会資料_ブリッジグラフ（案2）









														営業利益　前年同期比　＋１96 エイギョウ リエキ ゼンネン ドウキヒ









																														+125								-8

																																														753







																																				販管費の増加 ハンカンヒ ゾウカ















																						+59







																												不採算案件減少 フサイサン アンケン ゲンショウ



														+19



						557



																				プロジェクト
利益改善 リエキ カイゼン



												増収に伴う増加 ゾウシュウ トモナ ゾウカ













				２０１６年３月期
第２四半期 ネン ガツキ ダイ シ ハンキ																																								２０１7年３月期
第２四半期 ネン ガツキ ダイ シ ハンキ







										不採算案件 フサイサン アンケン						（NIDIEは時間単価が適正ではないため除外） ジカン タンカ テキセイ ジョガイ

												2016年第2四半期　 ネン ダイ シ ハンキ								159,233,294								←左記金額のうち、106,893,897がオムロン案件 サキ キンガク アンケン

												2017年第2四半期　 ネン ダイ シ ハンキ								34,300,002

												不採算案件の減少額 フサイサン アンケン ゲンショウ ガク										124,933,292

































































































































































































































































































































































































































2Q決算説明会資料_ブリッジグラフ（案3）









														営業利益　前年同期比　＋１96 エイギョウ リエキ ゼンネン ドウキヒ









																														+59								-8

																																														753







																																				販管費の増加 ハンカンヒ ゾウカ

																						+125







																												その他売上
総利益率改善 タ ウリアゲ ソウ リエキ リツ カイゼン

















														+19



						557



																				不採算案件減少 フサイサン アンケン ゲンショウ



												増収に伴う増加 ゾウシュウ トモナ ゾウカ













				２０１６年３月期
第２四半期 ネン ガツキ ダイ シ ハンキ																																								２０１7年３月期
第２四半期 ネン ガツキ ダイ シ ハンキ







										不採算案件 フサイサン アンケン						（NIDIEは時間単価が適正ではないため除外） ジカン タンカ テキセイ ジョガイ

												2016年第2四半期　 ネン ダイ シ ハンキ								159,233,294								←左記金額のうち、106,893,897がオムロン案件 サキ キンガク アンケン

												2017年第2四半期　 ネン ダイ シ ハンキ								34,300,002

												不採算案件の減少額 フサイサン アンケン ゲンショウ ガク										124,933,292

































































































































































































































































































































































































































稼働率認資料

				2016年度 ネンド				４月 ガツ		５月		６月		７月		８月		９月		上期計 カミキ ケイ

				ＮＩＤ		直接工数 チョクセツ コウスウ		134,795.75		123,176.00		141,954.50		130,495.75		130,588.75		130,310.00		791,320.75		89.51%

						間接工数 カンセツ コウスウ		11,063.25		12,214.50		12,415.70		17,192.75		23,284.50		16,590.25		92,760.95

						総工数 ソウ コウスウ		145,859.00		135,390.50		154,370.20		147,688.50		153,873.25		146,900.25		884,081.70

				ＮＩＤＭＩ		直接工数 チョクセツ コウスウ		27,368.50		25,758.50		29,791.75		26,740.50		27,254.50		26,484.75		163,398.50		86.40%

						間接工数 カンセツ コウスウ		3,391.50		3,543.00		3,607.25		4,814.50		5,793.50		4,566.00		25,715.75

						総工数 ソウ コウスウ		30,760.00		29,301.50		33,399.00		31,555.00		33,048.00		31,050.75		189,114.25

				ＮＩＤ東北 トウホク		直接工数 チョクセツ コウスウ		10,690.50		10,257.25		12,200.00		11,160.75		10,450.25		11,404.00		66,162.75		88.68%

						間接工数 カンセツ コウスウ		1,257.00		1,450.00		1,350.00		1,350.00		1,670.00		1,370.00		8,447.00

						総工数 ソウ コウスウ		11,947.50		11,707.25		13,550.00		12,510.75		12,120.25		12,774.00		74,609.75

				ＮＩＤＩＥ		直接工数 チョクセツ コウスウ		28,182.50		26,434.50		29,792.25		29,399.75		29,519.50		29,380.25		172,708.75		94.18%

						間接工数 カンセツ コウスウ		1,392.75		1,526.00		1,832.75		1,505.50		2,833.50		1,583.00		10,673.50

						総工数 ソウ コウスウ		29,575.25		27,960.50		31,625.00		30,905.25		32,353.00		30,963.25		183,382.25

				合計 ゴウケイ		直接工数 チョクセツ コウスウ		201,037.25		185,626.25		213,738.50		197,796.75		197,813.00		197,579.00		1,193,590.75		89.66%

						間接工数 カンセツ コウスウ		17,104.50		18,733.50		19,205.70		24,862.75		33,581.50		24,109.25		137,597.20

						総工数 ソウ コウスウ		218,141.75		204,359.75		232,944.20		222,659.50		231,394.50		221,688.25		1,331,187.95

				2015年 ネン				４月 ガツ		５月		６月		７月		８月		９月		上期計 カミキ ケイ

				ＮＩＤ		直接工数 チョクセツ コウスウ		137,727.25		120,357.00		141,153.25		140,251.00		123,288.50		127,438.75		790,215.75		90.07%

						間接工数 カンセツ コウスウ		11,628.20		10,921.25		13,026.75		17,887.00		20,766.00		12,850.25		87,079.45

						総工数 ソウ コウスウ		149,355.45		131,278.25		154,180.00		158,138.00		144,054.50		140,289.00		877,295.20

				ＮＩＤＭＩ		直接工数 チョクセツ コウスウ		30,062.75		25,662.75		31,314.50		31,147.75		26,901.00		27,474.50		172,563.25		88.94%

						間接工数 カンセツ コウスウ		3,627.25		3,154.75		3,343.75		3,774.00		4,742.25		2,818.25		21,460.25

						総工数 ソウ コウスウ		33,690.00		28,817.50		34,658.25		34,921.75		31,643.25		30,292.75		194,023.50

				ＮＩＤ東北 トウホク		直接工数 チョクセツ コウスウ		12,018.25		10,163.75		13,246.75		12,422.50		10,361.75		10,860.00		69,073.00		88.73%

						間接工数 カンセツ コウスウ		1,302.00		1,679.25		1,335.50		1,135.50		2,234.25		1,090.25		8,776.75

						総工数 ソウ コウスウ		13,320.25		11,843.00		14,582.25		13,558.00		12,596.00		11,950.25		77,849.75

				ＮＩＤＩＥ		直接工数 チョクセツ コウスウ		30,093.50		26,535.25		30,302.25		31,184.50		28,950.50		28,117.00		175,183.00		94.13%

						間接工数 カンセツ コウスウ		1,720.50		1,640.00		1,760.00		1,784.00		2,435.50		1,575.00		10,915.00

						総工数 ソウ コウスウ		31,814.00		28,175.25		32,062.25		32,968.50		31,386.00		29,692.00		186,098.00

				合計 ゴウケイ		直接工数 チョクセツ コウスウ		209,901.75		182,718.75		216,016.75		215,005.75		189,501.75		193,890.25		1,207,035.00		90.40%

						間接工数 カンセツ コウスウ		18,277.95		17,395.25		19,466.00		24,580.50		30,178.00		18,333.75		128,231.45

						総工数 ソウ コウスウ		228,179.70		200,114.00		235,482.75		239,586.25		219,679.75		212,224.00		1,335,266.45





2016上_原価率確認

						対象期間:2016年4月～2016年9.5月

						労務費/経費 計算方法:実績

						顧客:%

						発生部署:%

						プロジェクト番号:%-%

						集計単位:顧客 会社 受注 枝番 

						出力日時:2016/10/30 9:52:43

		セグメント区分 クブン		セグメント名称 メイショウ		顧客CD		顧客略称		受注番号		受注略称		プロジェクト枝番		プロジェクト略称		検収日		管理部署記号		管理部署略称		受注額_税抜		割当額		顧客売上		売上原価合計		粗利益		粗利率		備考

		3		ＦＳ事 コト		U095010900		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰS		1600028		FIPS　気象開発		0		FIPS　気象開発		6/30/16		SBCS2		千葉S2		11,751,720		11,751,720		11,751,720		16,933,508		(5,181,788)		-44.00%		144.09%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1400523		【SJNKS･団体】戦略団体(中期)データ計上・精算不突合		90		【SJNKS・団体】戦略団体(中期)　障害対応（瑕疵）		9/30/16		NJF21		ＦＳ２１		0		0		0		4,122,745		(4,122,745)		0.00%		ERROR:#DIV/0!

		3		ＦＳ事 コト		U095010900		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰS		1600028		FIPS　気象開発		2		FIPS　気象開発（大阪電文バックアップシステム）		7/31/16		SBCS2		千葉S2		2,699,000		2,699,000		2,699,000		5,124,054		(2,425,054)		-90.00%		189.85%

		3		ＦＳ事 コト		U114003300		ﾁｭｰﾘｯﾋ保険会社		1600254		【Zurich】ＤＭシステム対応／ＳＨＩ（2016年度対応）		0		【Zurich】ＤＭシステム対応／ＳＨＩ（2016年04月）		5/31/16		NJF21		ＦＳ２１		8,384,436		8,384,436		8,384,436		9,884,021		(1,499,585)		-18.00%		117.89%

		5		その他 タ		X000000000		その他		1600056		MIEL 保守サポート		4		MIEL 保守サポート　08月		8/31/16		SB01G		MIPR原		0		0		0		1,457,215		(1,457,215)		0.00%		ERROR:#DIV/0!

		3		ＦＳ事 コト		U095010900		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰS		1600028		FIPS　気象開発		4		FIPS　気象開発（次期ＭＩＣＯＳリプレース）		9/30/16		SBCS2		千葉S2		2,160,000		2,160,000		2,160,000		3,520,533		(1,360,533)		-63.00%		162.99%

		5		その他 タ		U115001400		土地改良区保守		1600051		土地改良区 品質向上作業		0		土地改良区　品質向上作業4月		4/30/16		SB01G		MIPR原		0		0		0		1,264,051		(1,264,051)		0.00%		ERROR:#DIV/0!

		5		その他 タ		X000000000		その他		1600056		MIEL 保守サポート		0		MIEL 保守サポート　04月		4/30/16		SB01G		MIPR原		0		0		0		1,177,915		(1,177,915)		0.00%		ERROR:#DIV/0!

		1		ＥＳ事 コト		U095017100		富士ｾﾞﾛｯｸｽ情報		1600038		NECネッツSI様向け　教育支援システム開発業務		4		NECネッツSI様向け　教育支援システム開発業務		6/30/16		TBS1		東北S1		2,010,000		2,010,000		2,010,000		3,136,929		(1,126,929)		-56.00%		156.07%

		2		ＩＣＴ事 コト		U103000200		ｼｬｰﾌﾟﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾋ		1600077		ARIB 放送ネットソフトスタック再構築の先行要素開発		2		ARIB 放送ネットソフトスタック再構築の先行要素開発		7/31/16		SBSS1		佐原S1		0		0		0		1,073,800		(1,073,800)		0.00%		ERROR:#DIV/0!

		5		その他 タ		U116001800		野田市江川土地		1600118		賦課金販売　野田市江川土地改良区		1		賦課金カスタマイズ　野田市江川土地改良区		7/29/16		SB01G		MIPR原		560,000		560,000		560,000		1,581,685		(1,021,685)		-182.00%		282.44%

		5		その他 タ		X000000000		その他		1600056		MIEL 保守サポート		2		MIEL 保守サポート　06月		6/30/16		SB01G		MIPR原		0		0		0		995,764		(995,764)		0.00%		ERROR:#DIV/0!

		5		その他 タ		X000000000		その他		1600056		MIEL 保守サポート		3		MIEL 保守サポート　07月		7/31/16		SB01G		MIPR原		0		0		0		995,764		(995,764)		0.00%		ERROR:#DIV/0!

		5		その他 タ		U115001400		土地改良区保守		1600051		土地改良区 品質向上作業		1		土地改良区　品質向上作業5月		5/31/16		SB01G		MIPR原		0		0		0		944,154		(944,154)		0.00%		ERROR:#DIV/0!

		5		その他 タ		X000000000		その他		1600056		MIEL 保守サポート		5		MIEL 保守サポート　09月		9/30/16		SB01G		MIPR原		0		0		0		874,329		(874,329)		0.00%		ERROR:#DIV/0!

		5		その他 タ		X000000000		その他		1600056		MIEL 保守サポート		1		MIEL 保守サポート　05月		5/1/16		SB01G		MIPR原		0		0		0		813,612		(813,612)		0.00%		ERROR:#DIV/0!

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1600120		【OSG】富国/事務企画部事務システムG		3		【OSG】富国/事務企画部事務システムG		9/30/16		EBCS		ＣＳ課		2,156,000		2,156,000		2,156,000		2,939,798		(783,798)		-36.00%		136.35%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1600120		【OSG】富国/事務企画部事務システムG		2		【OSG】富国/事務企画部事務システムG		8/31/16		EBCS		ＣＳ課		1,998,818		1,998,818		1,998,818		2,776,180		(777,362)		-39.00%		138.89%

		1		ＥＳ事 コト		U095017100		富士ｾﾞﾛｯｸｽ情報		1600038		NECネッツSI様向け　教育支援システム開発業務		6		NECネッツSI様向け　教育支援システム開発業務		7/31/16		TBS1		東北S1		2,010,000		2,010,000		2,010,000		2,770,622		(760,622)		-38.00%		137.84%

		5		その他 タ		U095014700		全労済ﾘﾌﾞｽ		1600010		【OSG】全労済リブス/慶弔見舞金		2		【OSG】全労済/共済金慶弔見舞金		6/30/16		EBCS		ＣＳ課		1,008,051		1,008,051		1,008,051		1,765,874		(757,823)		-75.00%		175.18%

		5		その他 タ		U095014700		全労済ﾘﾌﾞｽ		1600010		【OSG】全労済リブス/慶弔見舞金		4		【OSG】全労済/共済金慶弔見舞金		8/31/16		EBCS		ＣＳ課		878,250		878,250		878,250		1,557,694		(679,444)		-77.00%		177.36%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1600120		【OSG】富国/事務企画部事務システムG		1		【OSG】富国/事務企画部事務システムG		7/31/16		EBCS		ＣＳ課		2,156,000		2,156,000		2,156,000		2,820,077		(664,077)		-31.00%		130.80%

		1		ＥＳ事 コト		U095017100		富士ｾﾞﾛｯｸｽ情報		1600038		NECネッツSI様向け　教育支援システム開発業務		0		NECネッツSI様向け　教育支援システム開発業務		4/30/16		TBS1		東北S1		2,010,000		2,010,000		2,010,000		2,653,515		(643,515)		-32.00%		132.02%

		5		その他 タ		U095014700		全労済ﾘﾌﾞｽ		1600010		【OSG】全労済リブス/慶弔見舞金		0		【OSG】全労済リブス/慶弔見舞金		4/30/16		EBCS		ＣＳ課		821,612		821,612		821,612		1,443,294		(621,682)		-76.00%		175.67%

		5		その他 タ		U095014700		全労済ﾘﾌﾞｽ		1600010		【OSG】全労済リブス/慶弔見舞金		1		【OSG】全労済リブス/慶弔見舞金		5/31/16		EBCS		ＣＳ課		815,680		815,680		815,680		1,435,978		(620,298)		-76.00%		176.05%

		5		その他 タ		U095014700		全労済ﾘﾌﾞｽ		1600010		【OSG】全労済リブス/慶弔見舞金		5		【OSG】全労済/共済金慶弔見舞金		9/30/16		EBCS		ＣＳ課		771,630		771,630		771,630		1,368,137		(596,507)		-77.00%		177.30%

		5		その他 タ		U095014700		全労済ﾘﾌﾞｽ		1600010		【OSG】全労済リブス/慶弔見舞金		3		【OSG】全労済/共済金慶弔見舞金		7/31/16		EBCS		ＣＳ課		746,130		746,130		746,130		1,322,909		(576,779)		-77.00%		177.30%

		5		その他 タ		U095032700		ｱﾝｼﾝ財団		1600024		【OSG】あんしん/入力業務		3		【OSG】あんしん/入力業務(7月)		7/20/16		EBCS		ＣＳ課		652,569		652,569		652,569		1,058,859		(406,290)		-62.00%		162.26%

		5		その他 タ		U095032700		ｱﾝｼﾝ財団		1600024		【OSG】あんしん/入力業務		4		【OSG】あんしん/入力業務(8月)		8/20/16		EBCS		ＣＳ課		720,000		720,000		720,000		1,117,389		(397,389)		-55.00%		155.19%

		5		その他 タ		U095032700		ｱﾝｼﾝ財団		1600024		【OSG】あんしん/入力業務		2		【OSG】あんしん/入力業務(6月)		6/20/16		EBCS		ＣＳ課		701,714		701,714		701,714		1,096,106		(394,392)		-56.00%		156.20%

		1		ＥＳ事 コト		U095017100		富士ｾﾞﾛｯｸｽ情報		1600038		NECネッツSI様向け　教育支援システム開発業務		2		NECネッツSI様向け　教育支援システム開発業務		5/31/16		TBS1		東北S1		2,010,000		2,010,000		2,010,000		2,399,646		(389,646)		-19.00%		119.39%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1600035		【OSG】富国/短期		2		【OSG】富国/短期(収納管理G)		9/30/16		EBCS		ＣＳ課		1,053,750		1,053,750		1,053,750		1,400,727		(346,977)		-33.00%		132.93%

		1		ＥＳ事 コト		U095017100		富士ｾﾞﾛｯｸｽ情報		1600038		NECネッツSI様向け　教育支援システム開発業務		8		NECネッツSI様向け　教育支援システム開発業務		8/31/16		TBS1		東北S1		1,340,000		1,340,000		1,340,000		1,670,900		(330,900)		-25.00%		124.69%

		5		その他 タ		U097000800		URｼｽﾃﾑｽﾞ		1600007		【OSG】UR/データ入力業務		2		【OSG】UR/データ入力業務		6/30/16		EBCS		ＣＳ課		960,180		960,180		960,180		1,282,337		(322,157)		-34.00%		133.55%

		5		その他 タ		U095021000		ｴｽ･ﾃﾞｲ･ｼｰ		1600027		【OSG】SDC/薬業健保精査業務		2		【OSG】SDC/薬業健保精査業務		6/30/16		EBCS		ＣＳ課		4,545,000		4,545,000		4,545,000		4,865,379		(320,379)		-7.00%		107.05%

		4		ＮＳ事 コト		U097003000		ｱﾒﾘｶﾝﾎｰﾑ医療		1600027		ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ統括部管理課支援業務		20		コンプライアンス統括部管理課支援業務		8/31/16		NJN22		ＮＳ２２		360,000		360,000		360,000		678,267		(318,267)		-88.00%		188.41%

		5		その他 タ		U104001100		PUC		1600040		【OSG】PUC/埼玉（ヘルプ・審査）		0		【OSG】PUC/埼玉（ヘルプ・審査）		4/30/16		EBCS		ＣＳ課		478,260		478,260		478,260		793,479		(315,219)		-66.00%		165.91%

		5		その他 タ		U097000800		URｼｽﾃﾑｽﾞ		1600007		【OSG】UR/データ入力業務		4		【OSG】UR/データ入力業務		8/31/16		EBCS		ＣＳ課		940,770		940,770		940,770		1,249,747		(308,977)		-33.00%		132.84%

		5		その他 タ		U097000800		URｼｽﾃﾑｽﾞ		1600007		【OSG】UR/データ入力業務		0		【OSG】UR/データ入力業務		4/30/16		EBCS		ＣＳ課		903,705		903,705		903,705		1,197,868		(294,163)		-33.00%		132.55%

		5		その他 タ		U097000800		URｼｽﾃﾑｽﾞ		1600007		【OSG】UR/データ入力業務		5		【OSG】UR/データ入力業務		9/30/16		EBCS		ＣＳ課		888,660		888,660		888,660		1,181,905		(293,245)		-33.00%		133.00%

		5		その他 タ		U097000800		URｼｽﾃﾑｽﾞ		1600007		【OSG】UR/データ入力業務		3		【OSG】UR/データ入力業務		7/31/16		EBCS		ＣＳ課		854,820		854,820		854,820		1,136,677		(281,857)		-33.00%		132.97%

		5		その他 タ		U097000800		URｼｽﾃﾑｽﾞ		1600007		【OSG】UR/データ入力業務		1		【OSG】UR/データ入力業務		5/31/16		EBCS		ＣＳ課		855,180		855,180		855,180		1,133,352		(278,172)		-33.00%		132.53%

		5		その他 タ		U114004300		ｼﾐｯｸPMS		1600038		【OSG】シミックPMS/データマネジメント		0		【OSG】シミックPMS/データマネジメント		4/30/16		EBCS		ＣＳ課		925,748		925,748		925,748		1,170,598		(244,850)		-26.00%		126.45%

		5		その他 タ		U102003200		ｴﾌｴﾑ情報ｼｽﾃﾑ		1600114		【OSG】FM情報システム		0		【OSG】FM情報システム/住民税通知書データ入力		5/31/16		EBCS		ＣＳ課		363,378		363,378		363,378		605,252		(241,874)		-67.00%		166.56%

		5		その他 タ		U114004300		ｼﾐｯｸPMS		1600038		【OSG】シミックPMS/データマネジメント		2		【OSG】シミックPMS/データマネジメント		6/30/16		EBCS		ＣＳ課		1,006,949		1,006,949		1,006,949		1,246,421		(239,472)		-24.00%		123.78%

		5		その他 タ		U095032700		ｱﾝｼﾝ財団		1600024		【OSG】あんしん/入力業務		1		【OSG】あんしん/入力業務(5月)		5/20/16		EBCS		ＣＳ課		720,000		720,000		720,000		957,762		(237,762)		-33.00%		133.02%

		5		その他 タ		U114004300		ｼﾐｯｸPMS		1600038		【OSG】シミックPMS/データマネジメント		1		【OSG】シミックPMS/データマネジメント		5/31/16		EBCS		ＣＳ課		827,749		827,749		827,749		1,048,217		(220,468)		-27.00%		126.63%

		5		その他 タ		U114004300		ｼﾐｯｸPMS		1600038		【OSG】シミックPMS/データマネジメント		5		【OSG】シミックPMS/データマネジメント		9/30/16		EBCS		ＣＳ課		775,758		775,758		775,758		988,357		(212,599)		-27.00%		127.41%

		2		ＩＣＴ事 コト		U110000100		NTTﾄﾞｺﾓ		1600178		[DCM]次世代CSｻｰﾋﾞｽ関連ｼｽﾃﾑ保守運営業務(2016年度)		0		[DCM]次世代CSｻｰﾋﾞｽ関連ｼｽﾃﾑ保守運営業務(2016年4月)		4/30/16		NJI22		ＩＣＴ２２		2,427,875		2,427,875		2,427,875		2,619,308		(191,433)		-8.00%		107.88%

		5		その他 タ		U114004300		ｼﾐｯｸPMS		1600038		【OSG】シミックPMS/データマネジメント		4		【OSG】シミックPMS/データマネジメント		8/31/16		EBCS		ＣＳ課		685,387		685,387		685,387		865,977		(180,590)		-26.00%		126.35%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1600035		【OSG】富国/短期		3		【OSG】富国/短期(契約変更G)		9/30/16		EBCS		ＣＳ課		546,000		546,000		546,000		726,303		(180,303)		-33.00%		133.02%

		5		その他 タ		U114004300		ｼﾐｯｸPMS		1600038		【OSG】シミックPMS/データマネジメント		3		【OSG】シミックPMS/データマネジメント		7/31/16		EBCS		ＣＳ課		754,686		754,686		754,686		931,158		(176,472)		-23.00%		123.38%

		5		その他 タ		U095015800		日本情報通信		1600008		【OSG】NIC/ＯＡ業務		2		【OSG】NIC/ＯＡ業務		6/30/16		EBCS		ＣＳ課		656,964		656,964		656,964		832,056		(175,092)		-27.00%		126.65%

		5		その他 タ		U095040000		城西病院		1600009		【OSG】城西/入力業務		2		【OSG】城西/入力業務		6/30/16		EBCS		ＣＳ課		491,000		491,000		491,000		653,141		(162,141)		-33.00%		133.02%

		5		その他 タ		U095015800		日本情報通信		1600008		【OSG】NIC/ＯＡ業務		4		【OSG】NIC/ＯＡ業務		8/31/16		EBCS		ＣＳ課		608,118		608,118		608,118		770,200		(162,082)		-27.00%		126.65%

		5		その他 タ		U095015800		日本情報通信		1600008		【OSG】NIC/ＯＡ業務		3		【OSG】NIC/ＯＡ業務		7/31/16		EBCS		ＣＳ課		597,786		597,786		597,786		756,898		(159,112)		-27.00%		126.62%

		5		その他 タ		U095015800		日本情報通信		1600008		【OSG】NIC/ＯＡ業務		0		【OSG】NIC/ＯＡ業務		4/30/16		EBCS		ＣＳ課		592,200		592,200		592,200		750,247		(158,047)		-27.00%		126.69%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1600120		【OSG】富国/事務企画部事務システムG		0		【OSG】富国/事務企画部事務システムG		6/30/16		EBCS		ＣＳ課		292,724		292,724		292,724		446,956		(154,232)		-53.00%		152.69%

		5		その他 タ		U095015800		日本情報通信		1600008		【OSG】NIC/ＯＡ業務		5		【OSG】NIC/ＯＡ業務		9/30/16		EBCS		ＣＳ課		554,925		554,925		554,925		703,024		(148,099)		-27.00%		126.69%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1600035		【OSG】富国/短期		0		【OSG】富国/短期(収納管理G)		8/31/16		EBCS		ＣＳ課		448,000		448,000		448,000		595,941		(147,941)		-33.00%		133.02%

		4		ＮＳ事 コト		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1600098		NHKMT 関連団体システム運用		4		NHKMT 関連団体システム運用		8/31/16		NJN12		ＮＳ１２		1,686,170		1,686,170		1,686,170		1,833,842		(147,672)		-9.00%		108.76%

		5		その他 タ		U095015800		日本情報通信		1600008		【OSG】NIC/ＯＡ業務		1		【OSG】NIC/ＯＡ業務		5/31/16		EBCS		ＣＳ課		536,718		536,718		536,718		679,745		(143,027)		-27.00%		126.65%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1600079		森永乳業　一般開発業務支援【開発】		0		森永乳業　一般開発業務支援【開発】(4月)		4/30/16		NJI21		ＩＣＴ２１		3,062,200		3,062,200		3,062,200		3,203,066		(140,866)		-5.00%		104.60%

		5		その他 タ		U095040000		城西病院		1600009		【OSG】城西/入力業務		3		【OSG】城西/入力業務		7/31/16		EBCS		ＣＳ課		403,000		403,000		403,000		536,081		(133,081)		-33.00%		133.02%

		5		その他 タ		U104001100		PUC		1600087		【NSG】PUC/さいたまﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ(末次)		0		【NSG】PUC/さいたまﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ(末次)		4/30/16		EBCS		ＣＳ課		344,137		344,137		344,137		474,890		(130,753)		-38.00%		137.99%

		5		その他 タ		U104001100		PUC		1600087		【NSG】PUC/さいたまﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ(末次)		4		【NSG】PUC/さいたまﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ(末次)		8/31/16		EBCS		ＣＳ課		331,669		331,669		331,669		460,923		(129,254)		-39.00%		138.97%

		5		その他 タ		U104001100		PUC		1600087		【NSG】PUC/さいたまﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ(末次)		2		【NSG】PUC/さいたまﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ(末次)		6/30/16		EBCS		ＣＳ課		324,544		324,544		324,544		451,611		(127,067)		-39.00%		139.15%

		4		ＮＳ事 コト		U104004500		野村総合研究所		1600012		野村総研（２０１５年度）		2		野村総研（２０１５年度）		6/30/16		NJN11		ＮＳ１１		1,285,890		1,285,890		1,285,890		1,410,676		(124,786)		-10.00%		109.70%

		5		その他 タ		U095018500		ｽﾊﾞﾙｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ		1600088		【NSG】SSS/ﾃﾞｰﾀ入力（渋木）		2		【NSG】SSS/ﾃﾞｰﾀ入力（渋木）		6/30/16		EBCS		ＣＳ課		350,000		350,000		350,000		468,239		(118,239)		-34.00%		133.78%

		5		その他 タ		U095018500		ｽﾊﾞﾙｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ		1600088		【NSG】SSS/ﾃﾞｰﾀ入力（渋木）		5		【NSG】SSS/ﾃﾞｰﾀ入力（渋木）		9/30/16		EBCS		ＣＳ課		350,000		350,000		350,000		468,239		(118,239)		-34.00%		133.78%

		5		その他 タ		U095018500		ｽﾊﾞﾙｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ		1600111		【NSG】SSS/ﾃﾞｰﾀ入力（小林）		5		【NSG】SSS/ﾃﾞｰﾀ入力（小林）		9/30/16		EBCS		ＣＳ課		350,000		350,000		350,000		468,239		(118,239)		-34.00%		133.78%

		5		その他 タ		U104001100		PUC		1600087		【NSG】PUC/さいたまﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ(末次)		5		【NSG】PUC/さいたまﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ(末次)		9/30/16		EBCS		ＣＳ課		301,388		301,388		301,388		419,021		(117,633)		-39.00%		139.03%

		5		その他 タ		U095040000		城西病院		1600009		【OSG】城西/入力業務		0		【OSG】城西/入力業務		4/30/16		EBCS		ＣＳ課		353,000		353,000		353,000		469,569		(116,569)		-33.00%		133.02%

		5		その他 タ		U095032700		ｱﾝｼﾝ財団		1600024		【OSG】あんしん/入力業務		5		【OSG】あんしん/入力業務(9月)		9/20/16		EBCS		ＣＳ課		702,857		702,857		702,857		818,088		(115,231)		-16.00%		116.39%

		5		その他 タ		U104001100		PUC		1600087		【NSG】PUC/さいたまﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ(末次)		3		【NSG】PUC/さいたまﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ(末次)		7/31/16		EBCS		ＣＳ課		289,631		289,631		289,631		402,393		(112,762)		-39.00%		138.93%

		5		その他 タ		U095040000		城西病院		1600009		【OSG】城西/入力業務		5		【OSG】城西/入力業務		9/30/16		EBCS		ＣＳ課		339,000		339,000		339,000		450,946		(111,946)		-33.00%		133.02%

		5		その他 タ		U095008400		ｻﾝﾘｵ		1600023		【OSG】ｻﾝﾘｵ/入力業務		5		【OSG】ｻﾝﾘｵ/入力業務		9/30/16		EBCS		ＣＳ課		1,228,500		1,228,500		1,228,500		1,339,273		(110,773)		-9.00%		109.02%

		5		その他 タ		U104001100		PUC		1600087		【NSG】PUC/さいたまﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ(末次)		1		【NSG】PUC/さいたまﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ(末次)		5/31/16		EBCS		ＣＳ課		282,150		282,150		282,150		391,751		(109,601)		-39.00%		138.85%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1600028		【OSG】富国/保険金総務部		4		【OSG】富国/保険金総務部		8/31/16		EBCS		ＣＳ課		328,000		328,000		328,000		436,314		(108,314)		-33.00%		133.02%

		5		その他 タ		U095040000		城西病院		1600009		【OSG】城西/入力業務		4		【OSG】城西/入力業務		8/31/16		EBCS		ＣＳ課		307,000		307,000		307,000		408,379		(101,379)		-33.00%		133.02%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1600030		【OSG】富国/収納管理		5		【OSG】富国/収納管理		9/30/16		EBCS		ＣＳ課		322,000		322,000		322,000		423,012		(101,012)		-31.00%		131.37%

		5		その他 タ		U095018500		ｽﾊﾞﾙｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ		1600111		【NSG】SSS/ﾃﾞｰﾀ入力（小林）		3		【NSG】SSS/ﾃﾞｰﾀ入力（小林）		7/31/16		EBCS		ＣＳ課		350,000		350,000		350,000		450,946		(100,946)		-29.00%		128.84%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1600028		【OSG】富国/保険金総務部		2		【OSG】富国/保険金総務部		6/30/16		EBCS		ＣＳ課		302,000		302,000		302,000		401,728		(99,728)		-33.00%		133.02%

		4		ＮＳ事 コト		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1600098		NHKMT 関連団体システム運用		2		NHKMT 関連団体システム運用		6/30/16		NJN12		ＮＳ１２		1,219,009		1,219,009		1,219,009		1,316,481		(97,472)		-8.00%		108.00%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1600034		【OSG】富国/お客様センター		4		【OSG】富国/お客様センター		8/31/16		EBCS		ＣＳ課		295,000		295,000		295,000		392,416		(97,416)		-33.00%		133.02%

		5		その他 タ		U104001100		PUC		1600086		【NSG】PUC/さいたまﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ(宮城)		2		【NSG】PUC/さいたまﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ(宮城)		6/30/16		EBCS		ＣＳ課		374,194		374,194		374,194		471,565		(97,371)		-26.00%		126.02%

		5		その他 タ		U095018500		ｽﾊﾞﾙｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ		1600111		【NSG】SSS/ﾃﾞｰﾀ入力（小林）		2		【NSG】SSS/ﾃﾞｰﾀ入力（小林）		6/30/16		EBCS		ＣＳ課		350,000		350,000		350,000		446,956		(96,956)		-28.00%		127.70%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1600030		【OSG】富国/収納管理		2		【OSG】富国/収納管理		6/30/16		EBCS		ＣＳ課		292,000		292,000		292,000		388,426		(96,426)		-33.00%		133.02%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1600028		【OSG】富国/保険金総務部		0		【OSG】富国/保険金総務部		4/30/16		EBCS		ＣＳ課		290,000		290,000		290,000		385,765		(95,765)		-33.00%		133.02%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1600032		【OSG】富国/推進G		4		【OSG】富国/推進G		8/31/16		EBCS		ＣＳ課		287,000		287,000		287,000		381,775		(94,775)		-33.00%		133.02%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1600030		【OSG】富国/収納管理		0		【OSG】富国/収納管理		4/30/16		EBCS		ＣＳ課		286,000		286,000		286,000		380,444		(94,444)		-33.00%		133.02%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1600033		【OSG】富国/団体定期G		4		【OSG】富国/団体定期G		8/31/16		EBCS		ＣＳ課		284,000		284,000		284,000		377,784		(93,784)		-33.00%		133.02%

		5		その他 タ		U095032700		ｱﾝｼﾝ財団		1600024		【OSG】あんしん/入力業務		0		【OSG】あんしん/入力業務(4月)		4/20/16		EBCS		ＣＳ課		437,759		437,759		437,759		530,760		(93,001)		-21.00%		121.24%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1600030		【OSG】富国/収納管理		3		【OSG】富国/収納管理		7/31/16		EBCS		ＣＳ課		278,000		278,000		278,000		369,803		(91,803)		-33.00%		133.02%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1600033		【OSG】富国/団体定期G		5		【OSG】富国/団体定期G		9/30/16		EBCS		ＣＳ課		277,000		277,000		277,000		368,472		(91,472)		-33.00%		133.02%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1600034		【OSG】富国/お客様センター		2		【OSG】富国/お客様センター		6/30/16		EBCS		ＣＳ課		276,000		276,000		276,000		367,142		(91,142)		-33.00%		133.02%

		5		その他 タ		U105000200		ﾕｰｷｬｽｻｰﾋﾞｽ		1600026		【OSG】Uｷｬｽ/ﾃﾞｰﾀ運用		2		【OSG】Uｷｬｽ/ﾃﾞｰﾀ運用		6/30/16		EBCS		ＣＳ課		1,730,000		1,730,000		1,730,000		1,820,950		(90,950)		-5.00%		105.26%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1600028		【OSG】富国/保険金総務部		5		【OSG】富国/保険金総務部		9/30/16		EBCS		ＣＳ課		273,000		273,000		273,000		363,151		(90,151)		-33.00%		133.02%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1600034		【OSG】富国/お客様センター		5		【OSG】富国/お客様センター		9/30/16		EBCS		ＣＳ課		273,000		273,000		273,000		363,151		(90,151)		-33.00%		133.02%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1600029		【OSG】富国/支払サービス		2		【OSG】富国/支払サービス		6/30/16		EBCS		ＣＳ課		272,000		272,000		272,000		361,821		(89,821)		-33.00%		133.02%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1600028		【OSG】富国/保険金総務部		3		【OSG】富国/保険金総務部		7/31/16		EBCS		ＣＳ課		271,000		271,000		271,000		360,491		(89,491)		-33.00%		133.02%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1600324		CTC(ｱﾌﾟﾘ仮想化)新人｢小形｣案件(H28)		0		CTC(ｱﾌﾟﾘ仮想化)新人｢小形｣案件(H28)		6/30/16		NJN21		ＮＳ２１		560,000		560,000		560,000		648,496		(88,496)		-16.00%		115.80%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1600034		【OSG】富国/お客様センター		1		【OSG】富国/お客様センター		5/31/16		EBCS		ＣＳ課		267,000		267,000		267,000		355,170		(88,170)		-33.00%		133.02%

		5		その他 タ		U095040000		城西病院		1600009		【OSG】城西/入力業務		1		【OSG】城西/入力業務		5/31/16		EBCS		ＣＳ課		267,000		267,000		267,000		355,170		(88,170)		-33.00%		133.02%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1600032		【OSG】富国/推進G		5		【OSG】富国/推進G		9/30/16		EBCS		ＣＳ課		266,000		266,000		266,000		353,840		(87,840)		-33.00%		133.02%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1600034		【OSG】富国/お客様センター		3		【OSG】富国/お客様センター		7/31/16		EBCS		ＣＳ課		266,000		266,000		266,000		353,840		(87,840)		-33.00%		133.02%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1600029		【OSG】富国/支払サービス		3		【OSG】富国/支払サービス		7/31/16		EBCS		ＣＳ課		265,000		265,000		265,000		352,510		(87,510)		-33.00%		133.02%

		5		その他 タ		U095008400		ｻﾝﾘｵ		1600023		【OSG】ｻﾝﾘｵ/入力業務		4		【OSG】ｻﾝﾘｵ/入力業務		8/31/16		EBCS		ＣＳ課		1,178,625		1,178,625		1,178,625		1,266,111		(87,486)		-7.00%		107.42%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1600033		【OSG】富国/団体定期G		0		【OSG】富国/団体定期G		4/30/16		EBCS		ＣＳ課		264,000		264,000		264,000		351,179		(87,179)		-33.00%		133.02%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1600033		【OSG】富国/団体定期G		3		【OSG】富国/団体定期G		7/31/16		EBCS		ＣＳ課		262,000		262,000		262,000		348,519		(86,519)		-33.00%		133.02%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1600138		IBM) 朝日生命電算機システム運用管理(2016)		4		IBM) 朝日生命電算機システム運用管理(2016)		9/2/16		NJN23		ＮＳ２３		6,040,000		6,040,000		6,040,000		6,126,334		(86,334)		-1.00%		101.43%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1600030		【OSG】富国/収納管理		1		【OSG】富国/収納管理		5/31/16		EBCS		ＣＳ課		261,000		261,000		261,000		347,189		(86,189)		-33.00%		133.02%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1600028		【OSG】富国/保険金総務部		1		【OSG】富国/保険金総務部		5/31/16		EBCS		ＣＳ課		260,000		260,000		260,000		345,859		(85,859)		-33.00%		133.02%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1600033		【OSG】富国/団体定期G		2		【OSG】富国/団体定期G		6/30/16		EBCS		ＣＳ課		260,000		260,000		260,000		345,859		(85,859)		-33.00%		133.02%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1600029		【OSG】富国/支払サービス		0		【OSG】富国/支払サービス		4/30/16		EBCS		ＣＳ課		259,000		259,000		259,000		344,528		(85,528)		-33.00%		133.02%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1600029		【OSG】富国/支払サービス		5		【OSG】富国/支払サービス		9/30/16		EBCS		ＣＳ課		258,000		258,000		258,000		343,198		(85,198)		-33.00%		133.02%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1600032		【OSG】富国/推進G		3		【OSG】富国/推進G		7/31/16		EBCS		ＣＳ課		258,000		258,000		258,000		343,198		(85,198)		-33.00%		133.02%

		5		その他 タ		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1600118		【OSG】NHKMT/総務事務(下司)		1		【OSG】NHKMT/総務事務(下司)		7/31/16		EBCS		ＣＳ課		334,687		334,687		334,687		419,021		(84,334)		-25.00%		125.20%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1600029		【OSG】富国/支払サービス		1		【OSG】富国/支払サービス		5/31/16		EBCS		ＣＳ課		248,000		248,000		248,000		329,896		(81,896)		-33.00%		133.02%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1600030		【OSG】富国/収納管理		4		【OSG】富国/収納管理		8/31/16		EBCS		ＣＳ課		245,000		245,000		245,000		325,905		(80,905)		-33.00%		133.02%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500545		Canon ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗﾌｧｰﾑｳｪｱ開発環境整備[2016]		3		Canon ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗﾌｧｰﾑｳｪｱ開発環境整備[2016] 7月		7/20/16		NJK22		ＥＳ２２		651,000		651,000		651,000		731,766		(80,766)		-12.00%		112.41%

		5		その他 タ		U095018500		ｽﾊﾞﾙｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ		1600088		【NSG】SSS/ﾃﾞｰﾀ入力（渋木）		0		【NSG】SSS/ﾃﾞｰﾀ入力（渋木）		4/30/16		EBCS		ＣＳ課		350,000		350,000		350,000		425,672		(75,672)		-22.00%		121.62%

		5		その他 タ		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1600118		【OSG】NHKMT/総務事務(下司)		0		【OSG】NHKMT/総務事務(下司)		6/30/16		EBCS		ＣＳ課		285,600		285,600		285,600		361,156		(75,556)		-26.00%		126.46%

		5		その他 タ		U095008400		ｻﾝﾘｵ		1600023		【OSG】ｻﾝﾘｵ/入力業務		2		【OSG】ｻﾝﾘｵ/入力業務		6/30/16		EBCS		ＣＳ課		1,242,150		1,242,150		1,242,150		1,316,660		(74,510)		-6.00%		106.00%

		5		その他 タ		U104001100		PUC		1600086		【NSG】PUC/さいたまﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ(宮城)		1		【NSG】PUC/さいたまﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ(宮城)		5/31/16		EBCS		ＣＳ課		280,612		280,612		280,612		353,175		(72,563)		-26.00%		125.86%

		1		ＥＳ事 コト		U095026000		ｼﾞｮﾝｿﾝｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾞ		1500426		Ｊ：ビル中央監視派遣　堀内		5		Ｊ：ビル中央監視派遣　堀内( 4月）		5/11/16		NJK21		ＥＳ２１		700,000		700,000		700,000		772,545		(72,545)		-10.00%		110.36%

		4		ＮＳ事 コト		U106003900		三越伊勢丹PD		1600003		ユーザーサポート業務		0		ユーザーサポート業務		4/30/16		NJN11		ＮＳ１１		601,111		601,111		601,111		672,200		(71,089)		-12.00%		111.83%

		5		その他 タ		U095018500		ｽﾊﾞﾙｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ		1600088		【NSG】SSS/ﾃﾞｰﾀ入力（渋木）		3		【NSG】SSS/ﾃﾞｰﾀ入力（渋木）		7/31/16		EBCS		ＣＳ課		350,000		350,000		350,000		419,021		(69,021)		-20.00%		119.72%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1600029		【OSG】富国/支払サービス		4		【OSG】富国/支払サービス		8/31/16		EBCS		ＣＳ課		208,000		208,000		208,000		276,687		(68,687)		-33.00%		133.02%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1600034		【OSG】富国/お客様センター		0		【OSG】富国/お客様センター		4/30/16		EBCS		ＣＳ課		208,000		208,000		208,000		276,687		(68,687)		-33.00%		133.02%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1600035		【OSG】富国/短期		1		【OSG】富国/短期(契約変更G)		8/31/16		EBCS		ＣＳ課		208,000		208,000		208,000		276,687		(68,687)		-33.00%		133.02%

		5		その他 タ		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1600018		【OSG】NHKMT/OA業務(本庄)		4		【OSG】NHKMT/OA業務(本庄)		8/31/16		EBCS		ＣＳ課		360,000		360,000		360,000		428,333		(68,333)		-19.00%		118.98%

		5		その他 タ		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1600018		【OSG】NHKMT/OA業務(本庄)		2		【OSG】NHKMT/OA業務(本庄)		6/30/16		EBCS		ＣＳ課		360,000		360,000		360,000		425,672		(65,672)		-18.00%		118.24%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1600033		【OSG】富国/団体定期G		1		【OSG】富国/団体定期G		5/31/16		EBCS		ＣＳ課		196,000		196,000		196,000		260,724		(64,724)		-33.00%		133.02%

		5		その他 タ		U104001100		PUC		1600086		【NSG】PUC/さいたまﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ(宮城)		0		【NSG】PUC/さいたまﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ(宮城)		4/30/16		EBCS		ＣＳ課		252,131		252,131		252,131		316,594		(64,463)		-26.00%		125.57%

		4		ＮＳ事 コト		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1600098		NHKMT 関連団体システム運用		3		NHKMT 関連団体システム運用		7/31/16		NJN12		ＮＳ１２		1,266,875		1,266,875		1,266,875		1,331,325		(64,450)		-5.00%		105.09%

		5		その他 タ		U107001500		ｾﾞﾝﾘﾝﾃﾞｰﾀｺﾑ		1600021		【OSG】ｾﾞﾝﾘﾝ/検証（青柳）		2		【OSG】ｾﾞﾝﾘﾝ/検証（青柳）		6/30/16		EBCS		ＣＳ課		375,000		375,000		375,000		438,974		(63,974)		-17.00%		117.06%

		4		ＮＳ事 コト		U111000900		ﾌｼﾞﾃﾚｺﾑ		1600002		ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽSOｻｰﾋﾞｽ用ｼｽﾃﾑ運用管理		4		ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽSOｻｰﾋﾞｽ用ｼｽﾃﾑ運用管理		8/31/16		NJN11		ＮＳ１１		690,000		690,000		690,000		750,508		(60,508)		-9.00%		108.77%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600004		技術者派遣業務（石川 隆三）		2		技術者派遣業務（石川 隆三）		6/30/16		TBS2		東北S2		791,900		791,900		791,900		851,548		(59,648)		-8.00%		107.53%

		4		ＮＳ事 コト		U111000900		ﾌｼﾞﾃﾚｺﾑ		1600002		ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽSOｻｰﾋﾞｽ用ｼｽﾃﾑ運用管理		2		ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽSOｻｰﾋﾞｽ用ｼｽﾃﾑ運用管理		6/30/16		NJN11		ＮＳ１１		690,000		690,000		690,000		748,522		(58,522)		-8.00%		108.48%

		5		その他 タ		U104001100		PUC		1600086		【NSG】PUC/さいたまﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ(宮城)		3		【NSG】PUC/さいたまﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ(宮城)		7/31/16		EBCS		ＣＳ課		221,681		221,681		221,681		280,012		(58,331)		-26.00%		126.31%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600006		技術者派遣業務（早坂 光太郎）		5		技術者派遣業務（早坂 光太郎）		9/30/16		TBS2		東北S2		651,000		651,000		651,000		707,286		(56,286)		-9.00%		108.65%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600005		技術者派遣業務（庄子 貴幸）		2		技術者派遣業務（庄子 貴幸）		6/30/16		TBS2		東北S2		747,260		747,260		747,260		803,461		(56,201)		-8.00%		107.52%

		3		ＦＳ事 コト		U095042500		さくら情報ｼｽﾃﾑ		1600024		さくら情報　ソニー生命業務支援		4		さくら情報　ソニー生命業務支援		8/31/16		SBCS2		千葉S2		1,279,320		1,279,320		1,279,320		1,333,771		(54,451)		-4.00%		104.26%

		5		その他 タ		U095018500		ｽﾊﾞﾙｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ		1600111		【NSG】SSS/ﾃﾞｰﾀ入力（小林）		0		【NSG】SSS/ﾃﾞｰﾀ入力（小林）		4/30/16		EBCS		ＣＳ課		350,000		350,000		350,000		404,388		(54,388)		-16.00%		115.54%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1600069		CTC(SI諸業務)金融シス4部4課(H28)		2		CTC(SI諸業務)金融シス4部4課(H28)		6/30/16		NJN21		ＮＳ２１		610,841		610,841		610,841		663,234		(52,393)		-9.00%		108.58%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600004		技術者派遣業務（石川 隆三）		5		技術者派遣業務（石川 隆三）		9/30/16		TBS2		東北S2		697,040		697,040		697,040		749,363		(52,323)		-8.00%		107.51%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600004		技術者派遣業務（石川 隆三）		0		技術者派遣業務（石川 隆三）		4/30/16		TBS2		東北S2		703,240		703,240		703,240		755,374		(52,134)		-7.00%		107.41%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600005		技術者派遣業務（庄子 貴幸）		0		技術者派遣業務（庄子 貴幸）		4/30/16		TBS2		東北S2		690,220		690,220		690,220		742,350		(52,130)		-8.00%		107.55%

		5		その他 タ		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600053		【ANA】ASY/羽田支店		3		【ANA】ASY/タブレットセンター		7/31/16		EBCS		ＣＳ課		1,040,000		1,040,000		1,040,000		1,092,115		(52,115)		-5.00%		105.01%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600004		技術者派遣業務（石川 隆三）		4		技術者派遣業務（石川 隆三）		8/31/16		TBS2		東北S2		683,090		683,090		683,090		734,335		(51,245)		-8.00%		107.50%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1600032		【OSG】富国/推進G		2		【OSG】富国/推進G		6/30/16		EBCS		ＣＳ課		478,500		478,500		478,500		529,430		(50,930)		-11.00%		110.64%

		5		その他 タ		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1600018		【OSG】NHKMT/OA業務(本庄)		0		【OSG】NHKMT/OA業務(本庄)		4/30/16		EBCS		ＣＳ課		360,000		360,000		360,000		409,709		(49,709)		-14.00%		113.81%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500545		Canon ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗﾌｧｰﾑｳｪｱ開発環境整備[2016]		0		Canon ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗﾌｧｰﾑｳｪｱ開発環境整備[2016] 4月		4/20/16		NJK22		ＥＳ２２		686,700		686,700		686,700		735,157		(48,457)		-7.00%		107.06%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1600075		CTC(派遣契約)MARISYS_市場系ﾘｽｸ案件支援(H28)		0		CTC(派遣契約)MARISYS_市場系ﾘｽｸ案件支援(H28)		4/30/16		NJN21		ＮＳ２１		560,000		560,000		560,000		607,965		(47,965)		-9.00%		108.57%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500545		Canon ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗﾌｧｰﾑｳｪｱ開発環境整備[2016]		5		Canon ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗﾌｧｰﾑｳｪｱ開発環境整備[2016] 9月		9/20/16		NJK22		ＥＳ２２		630,000		630,000		630,000		676,778		(46,778)		-7.00%		107.43%

		1		ＥＳ事 コト		U095017100		富士ｾﾞﾛｯｸｽ情報		1600048		新・審査登録業務支援システム保守		4		新・審査登録管理支援システム保守		6/30/16		TBS1		東北S1		(46,200)		(46,200)		(46,200)		0		(46,200)		0.00%		0.00%

		5		その他 タ		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1600018		【OSG】NHKMT/OA業務(本庄)		3		【OSG】NHKMT/OA業務(本庄)		7/31/16		EBCS		ＣＳ課		360,000		360,000		360,000		405,719		(45,719)		-13.00%		112.70%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500545		Canon ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗﾌｧｰﾑｳｪｱ開発環境整備[2016]		2		Canon ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗﾌｧｰﾑｳｪｱ開発環境整備[2016] 6月		6/20/16		NJK22		ＥＳ２２		619,500		619,500		619,500		664,089		(44,589)		-7.00%		107.20%

		5		その他 タ		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1600018		【OSG】NHKMT/OA業務(本庄)		5		【OSG】NHKMT/OA業務(本庄)		9/30/16		EBCS		ＣＳ課		360,000		360,000		360,000		404,388		(44,388)		-12.00%		112.33%

		1		ＥＳ事 コト		U095026000		ｼﾞｮﾝｿﾝｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾞ		1500426		Ｊ：ビル中央監視派遣　堀内		4		Ｊ：ビル中央監視派遣　堀内( 3月）		4/7/16		NJK21		ＥＳ２１		796,250		796,250		796,250		839,513		(43,263)		-5.00%		105.43%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600004		技術者派遣業務（石川 隆三）		1		技術者派遣業務（石川 隆三）		5/31/16		TBS2		東北S2		671,000		671,000		671,000		713,297		(42,297)		-6.00%		106.30%

		4		ＮＳ事 コト		U106003900		三越伊勢丹PD		1600003		ユーザーサポート業務		5		ユーザーサポート業務		9/30/16		NJN11		ＮＳ１１		600,000		600,000		600,000		641,307		(41,307)		-7.00%		106.88%

		5		その他 タ		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1600019		【OSG】NHKMT/庶務業務(砧)		2		【OSG】NHKMT/庶務業務(砧)		6/30/16		EBCS		ＣＳ課		400,000		400,000		400,000		438,974		(38,974)		-10.00%		109.74%

		3		ＦＳ事 コト		U097000800		URｼｽﾃﾑｽﾞ		1600279		システム開発業務支援		0		システム開発業務支援		4/30/16		NJF11		ＦＳ１１		520,000		520,000		520,000		558,970		(38,970)		-7.00%		107.49%

		1		ＥＳ事 コト		U099004200		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸITS		1600328		PASITS M7G AppFW先行開発(2016)		1		PASITS M7G AppFW先行開発(2016) 6月		6/30/16		NJK22		ＥＳ２２		800,000		800,000		800,000		837,513		(37,513)		-5.00%		104.69%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500545		Canon ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗﾌｧｰﾑｳｪｱ開発環境整備[2016]		4		Canon ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗﾌｧｰﾑｳｪｱ開発環境整備[2016] 8月		8/20/16		NJK22		ＥＳ２２		504,000		504,000		504,000		541,423		(37,423)		-7.00%		107.43%

		2		ＩＣＴ事 コト		U110000100		NTTﾄﾞｺﾓ		1600178		[DCM]次世代CSｻｰﾋﾞｽ関連ｼｽﾃﾑ保守運営業務(2016年度)		4		[DCM]次世代CSｻｰﾋﾞｽ関連ｼｽﾃﾑ保守運営業務(2016年8月)		8/31/16		NJI22		ＩＣＴ２２		3,003,431		3,003,431		3,003,431		3,039,141		(35,710)		-1.00%		101.19%

		5		その他 タ		U104001100		PUC		1600086		【NSG】PUC/さいたまﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ(宮城)		4		【NSG】PUC/さいたまﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ(宮城)		8/31/16		EBCS		ＣＳ課		132,169		132,169		132,169		166,278		(34,109)		-26.00%		125.81%

		1		ＥＳ事 コト		U095006501		横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻ		1600293		ＹＪＰ：水明システム派遣 [2016]		4		ＹＪＰ：水明システム派遣 [2016] 8/21-9/20		9/20/16		NJK21		ＥＳ２１		684,800		684,800		684,800		718,544		(33,744)		-5.00%		104.93%

		5		その他 タ		U095018500		ｽﾊﾞﾙｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ		1600111		【NSG】SSS/ﾃﾞｰﾀ入力（小林）		1		【NSG】SSS/ﾃﾞｰﾀ入力（小林）		5/31/16		EBCS		ＣＳ課		350,000		350,000		350,000		383,105		(33,105)		-9.00%		109.46%

		5		その他 タ		U095008400		ｻﾝﾘｵ		1600023		【OSG】ｻﾝﾘｵ/入力業務		3		【OSG】ｻﾝﾘｵ/入力業務		7/31/16		EBCS		ＣＳ課		1,231,650		1,231,650		1,231,650		1,263,451		(31,801)		-3.00%		102.58%

		5		その他 タ		U095018500		ｽﾊﾞﾙｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ		1600088		【NSG】SSS/ﾃﾞｰﾀ入力（渋木）		1		【NSG】SSS/ﾃﾞｰﾀ入力（渋木）		5/31/16		EBCS		ＣＳ課		350,000		350,000		350,000		380,444		(30,444)		-9.00%		108.70%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095011000		ｷﾔﾉﾝｿﾌﾄｳｪｱ		1600006		通信関連案件の開発		0		通信関連案件の開発 小宮山		4/30/16		SBSS1		佐原S1		582,350		582,350		582,350		612,772		(30,422)		-5.00%		105.22%

		4		ＮＳ事 コト		U097001400		富士通(品川)		1500506		統合ＳＣ作業		3		【F村岡】統合ＳＣ作業		7/22/16		NJN11		ＮＳ１１		609,219		609,219		609,219		635,350		(26,131)		-4.00%		104.29%

		5		その他 タ		U102003200		ｴﾌｴﾑ情報ｼｽﾃﾑ		1600114		【OSG】FM情報システム		1		【OSG】FM情報システム/住民税通知書データ入力		6/30/16		EBCS		ＣＳ課		41,168		41,168		41,168		67,176		(26,008)		-63.00%		163.18%

		4		ＮＳ事 コト		U097001400		富士通(品川)		1500506		統合ＳＣ作業		5		【F村岡】統合ＳＣ作業		9/23/16		NJN11		ＮＳ１１		605,790		605,790		605,790		631,379		(25,589)		-4.00%		104.22%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1600036		C-ITS 電力		4		C-ITS 電力 08月		8/31/16		SBSS2		佐原S2		764,400		764,400		764,400		789,706		(25,306)		-3.00%		103.31%

		5		その他 タ		U107001500		ｾﾞﾝﾘﾝﾃﾞｰﾀｺﾑ		1600021		【OSG】ｾﾞﾝﾘﾝ/検証（青柳）		3		【OSG】ｾﾞﾝﾘﾝ/検証（青柳）		7/31/16		EBCS		ＣＳ課		375,000		375,000		375,000		399,733		(24,733)		-7.00%		106.60%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1600069		CTC(SI諸業務)金融シス4部4課(H28)		0		CTC(SI諸業務)金融シス4部4課(H28)		4/30/16		NJN21		ＮＳ２１		602,156		602,156		602,156		626,388		(24,232)		-4.00%		104.02%

		4		ＮＳ事 コト		U097001400		富士通(品川)		1500506		統合ＳＣ作業		2		【F村岡】統合ＳＣ作業		6/21/16		NJN11		ＮＳ１１		535,686		535,686		535,686		559,903		(24,217)		-5.00%		104.52%

		4		ＮＳ事 コト		U097001400		富士通(品川)		1500506		統合ＳＣ作業		4		【F村岡】統合ＳＣ作業		8/26/16		NJN11		ＮＳ１１		567,690		567,690		567,690		591,670		(23,980)		-4.00%		104.22%

		5		その他 タ		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1600018		【OSG】NHKMT/OA業務(本庄)		1		【OSG】NHKMT/OA業務(本庄)		5/31/16		EBCS		ＣＳ課		360,000		360,000		360,000		383,105		(23,105)		-6.00%		106.42%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1600090		森永乳業　販売運用業務支援		2		森永乳業　販売運用業務支援(6月)		6/30/16		NJI21		ＩＣＴ２１		731,250		731,250		731,250		752,939		(21,689)		-3.00%		102.97%

		5		その他 タ		U107001500		ｾﾞﾝﾘﾝﾃﾞｰﾀｺﾑ		1600020		【OSG】ｾﾞﾝﾘﾝ/検証（鈴木）		2		【OSG】ｾﾞﾝﾘﾝ/検証（鈴木）		6/30/16		EBCS		ＣＳ課		375,000		375,000		375,000		396,407		(21,407)		-6.00%		105.71%

		5		その他 タ		U107001500		ｾﾞﾝﾘﾝﾃﾞｰﾀｺﾑ		1600020		【OSG】ｾﾞﾝﾘﾝ/検証（鈴木）		5		【OSG】ｾﾞﾝﾘﾝ/検証（鈴木）		9/30/16		EBCS		ＣＳ課		375,000		375,000		375,000		395,077		(20,077)		-5.00%		105.35%

		5		その他 タ		U107001500		ｾﾞﾝﾘﾝﾃﾞｰﾀｺﾑ		1600021		【OSG】ｾﾞﾝﾘﾝ/検証（青柳）		0		【OSG】ｾﾞﾝﾘﾝ/検証（青柳）		4/30/16		EBCS		ＣＳ課		375,000		375,000		375,000		395,077		(20,077)		-5.00%		105.35%

		4		ＮＳ事 コト		U097001400		富士通(品川)		1500506		統合ＳＣ作業		1		【F村岡】統合ＳＣ作業		5/25/16		NJN11		ＮＳ１１		477,376		477,376		477,376		496,609		(19,233)		-4.00%		104.03%

		4		ＮＳ事 コト		U097001400		富士通(品川)		1500506		統合ＳＣ作業		0		【F村岡】統合ＳＣ作業		4/21/16		NJN11		ＮＳ１１		571,500		571,500		571,500		589,751		(18,251)		-3.00%		103.19%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1600036		C-ITS 電力		3		C-ITS 電力 07月		7/31/16		SBSS2		佐原S2		678,600		678,600		678,600		695,741		(17,141)		-3.00%		102.53%

		3		ＦＳ事 コト		U095010700		ちばぎんｺﾝﾋﾟｭｰ		1600020		CCS　千葉市介護保険　ソフトウェア開発		3		CCS　千葉市介護保険　ソフトウェア開発		7/31/16		SBCS2		千葉S2		567,000		567,000		567,000		583,525		(16,525)		-3.00%		102.91%

		3		ＦＳ事 コト		U095010700		ちばぎんｺﾝﾋﾟｭｰ		1600020		CCS　千葉市介護保険　ソフトウェア開発		4		CCS　千葉市介護保険　ソフトウェア開発		8/31/16		SBCS2		千葉S2		559,800		559,800		559,800		576,115		(16,315)		-3.00%		102.91%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1600036		C-ITS 電力		2		C-ITS 電力 06月		6/30/16		SBSS2		佐原S2		616,200		616,200		616,200		631,765		(15,565)		-3.00%		102.53%

		3		ＦＳ事 コト		U095010700		ちばぎんｺﾝﾋﾟｭｰ		1600020		CCS　千葉市介護保険　ソフトウェア開発		1		CCS　千葉市介護保険　ソフトウェア開発		5/31/16		SBCS2		千葉S2		511,200		511,200		511,200		526,099		(14,899)		-3.00%		102.91%

		3		ＦＳ事 コト		U095010700		ちばぎんｺﾝﾋﾟｭｰ		1600020		CCS　千葉市介護保険　ソフトウェア開発		5		CCS　千葉市介護保険　ソフトウェア開発		9/30/16		SBCS2		千葉S2		507,600		507,600		507,600		522,394		(14,794)		-3.00%		102.91%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1600036		C-ITS 電力		0		C-ITS 電力 04月		4/30/16		SBSS2		佐原S2		585,000		585,000		585,000		599,777		(14,777)		-3.00%		102.53%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1600036		C-ITS 電力		5		C-ITS 電力 09月		9/30/16		SBSS2		佐原S2		579,150		579,150		579,150		593,779		(14,629)		-3.00%		102.53%

		3		ＦＳ事 コト		U095010700		ちばぎんｺﾝﾋﾟｭｰ		1600020		CCS　千葉市介護保険　ソフトウェア開発		2		CCS　千葉市介護保険　ソフトウェア開発		6/30/16		SBCS2		千葉S2		500,400		500,400		500,400		514,984		(14,584)		-3.00%		102.91%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1600037		C-ITS RX保守＆NAM顧問周辺		4		C-ITS RX保守＆NAMSI保守 08月		8/31/16		SBSS2		佐原S2		3,655,554		3,655,554		3,655,554		3,669,452		(13,898)		0.00%		100.38%

		5		その他 タ		U104001100		PUC		1600086		【NSG】PUC/さいたまﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ(宮城)		5		【NSG】PUC/さいたまﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ(宮城)		9/30/16		EBCS		ＣＳ課		63,688		63,688		63,688		77,153		(13,465)		-21.00%		121.14%

		5		その他 タ		U095008400		ｻﾝﾘｵ		1600023		【OSG】ｻﾝﾘｵ/入力業務		0		【OSG】ｻﾝﾘｵ/入力業務		4/30/16		EBCS		ＣＳ課		1,239,000		1,239,000		1,239,000		1,251,479		(12,479)		-1.00%		101.01%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500545		Canon ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗﾌｧｰﾑｳｪｱ開発環境整備[2016]		1		Canon ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗﾌｧｰﾑｳｪｱ開発環境整備[2016] 5月		5/20/16		NJK22		ＥＳ２２		550,200		550,200		550,200		562,572		(12,372)		-2.00%		102.25%

		4		ＮＳ事 コト		U106003900		三越伊勢丹PD		1600003		ユーザーサポート業務		2		ユーザーサポート業務		6/30/16		NJN11		ＮＳ１１		600,000		600,000		600,000		611,525		(11,525)		-2.00%		101.92%

		5		その他 タ		U107001500		ｾﾞﾝﾘﾝﾃﾞｰﾀｺﾑ		1600020		【OSG】ｾﾞﾝﾘﾝ/検証（鈴木）		4		【OSG】ｾﾞﾝﾘﾝ/検証（鈴木）		8/31/16		EBCS		ＣＳ課		375,000		375,000		375,000		384,435		(9,435)		-3.00%		102.52%

		4		ＮＳ事 コト		U106003900		三越伊勢丹PD		1600003		ユーザーサポート業務		3		ユーザーサポート業務		7/31/16		NJN11		ＮＳ１１		600,000		600,000		600,000		607,554		(7,554)		-1.00%		101.26%

		4		ＮＳ事 コト		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1600101		NHKMT IT運用部（営業系）		2		NHKMT IT運用部（営業系）		6/30/16		NJN12		ＮＳ１２		5,785,933		5,785,933		5,785,933		5,791,222		(5,289)		0.00%		100.09%

		4		ＮＳ事 コト		U104004500		野村総合研究所		1600012		野村総研（２０１５年度）		0		野村総研（２０１５年度）		4/30/16		NJN11		ＮＳ１１		1,282,768		1,282,768		1,282,768		1,287,577		(4,809)		0.00%		100.37%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500531		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀﾌｧｰﾑｳｪｱ開発(仁科)[2016]		2		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀﾌｧｰﾑｳｪｱ開発(仁科)[2016] 6月		6/20/16		NJK22		ＥＳ２２		611,100		611,100		611,100		615,445		(4,345)		-1.00%		100.71%

		2		ＩＣＴ事 コト		U113003900		ｳｫﾙﾄ･ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ		1500445		WDJ（Dlifeアプリケーション開発）		3		[WDJ]Dlifeアプリケーション開発 FlashPlayer開発環境		5/31/16		NJI22		ＩＣＴ２２		53,899		53,899		53,899		58,211		(4,312)		-8.00%		108.00%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500531		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀﾌｧｰﾑｳｪｱ開発(仁科)[2016]		3		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀﾌｧｰﾑｳｪｱ開発(仁科)[2016] 7月		7/20/16		NJK22		ＥＳ２２		590,100		590,100		590,100		594,296		(4,196)		-1.00%		100.71%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600006		技術者派遣業務（早坂 光太郎）		1		技術者派遣業務（早坂 光太郎）		5/31/16		TBS2		東北S2		651,000		651,000		651,000		655,191		(4,191)		-1.00%		100.64%

		5		その他 タ		U107001500		ｾﾞﾝﾘﾝﾃﾞｰﾀｺﾑ		1600021		【OSG】ｾﾞﾝﾘﾝ/検証（青柳）		5		【OSG】ｾﾞﾝﾘﾝ/検証（青柳）		9/30/16		EBCS		ＣＳ課		375,000		375,000		375,000		379,114		(4,114)		-1.00%		101.10%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500531		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀﾌｧｰﾑｳｪｱ開発(仁科)[2016]		1		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀﾌｧｰﾑｳｪｱ開発(仁科)[2016] 5月		5/20/16		NJK22		ＥＳ２２		558,600		558,600		558,600		562,572		(3,972)		-1.00%		100.71%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500531		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀﾌｧｰﾑｳｪｱ開発(仁科)[2016]		5		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀﾌｧｰﾑｳｪｱ開発(仁科)[2016] 9月		9/20/16		NJK22		ＥＳ２２		653,011		653,011		653,011		656,686		(3,675)		-1.00%		100.56%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500531		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀﾌｧｰﾑｳｪｱ開発(仁科)[2016]		4		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀﾌｧｰﾑｳｪｱ開発(仁科)[2016] 8月		8/20/16		NJK22		ＥＳ２２		458,850		458,850		458,850		462,113		(3,263)		-1.00%		100.71%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600010		技術者派遣業務（北島 悠史）		0		技術者派遣業務（北島 悠史）		4/30/16		TBS2		東北S2		675,000		675,000		675,000		677,231		(2,231)		0.00%		100.33%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600007		技術者派遣業務（遠藤 誠）		0		技術者派遣業務（遠藤 誠）		4/30/16		TBS2		東北S2		663,000		663,000		663,000		665,210		(2,210)		0.00%		100.33%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600008		技術者派遣業務（渡辺 隆）		0		技術者派遣業務（渡辺 隆）		4/30/16		TBS2		東北S2		641,000		641,000		641,000		643,170		(2,170)		0.00%		100.34%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600013		特定課題案件対応		3		特定課題案件対応		7/31/16		TBS2		東北S2		640,000		640,000		640,000		641,166		(1,166)		0.00%		100.18%

		1		ＥＳ事 コト		U095017100		富士ｾﾞﾛｯｸｽ情報		1600048		新・審査登録業務支援システム保守		0		新・審査登録業務支援システム保守		4/30/16		TBS1		東北S1		715,500		715,500		715,500		716,403		(903)		0.00%		100.13%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600012		技術者派遣業務（千葉 晃永）		4		技術者派遣業務（千葉 晃永）		8/31/16		TBS2		東北S2		775,000		775,000		775,000		775,410		(410)		0.00%		100.05%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600012		技術者派遣業務（千葉 晃永）		5		技術者派遣業務（千葉 晃永）		9/30/16		TBS2		東北S2		775,000		775,000		775,000		775,410		(410)		0.00%		100.05%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600012		技術者派遣業務（千葉 晃永）		3		技術者派遣業務（千葉 晃永）		7/31/16		TBS2		東北S2		755,000		755,000		755,000		755,374		(374)		0.00%		100.05%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600010		技術者派遣業務（北島 悠史）		2		技術者派遣業務（北島 悠史）		6/30/16		TBS2		東北S2		741,000		741,000		741,000		741,348		(348)		0.00%		100.05%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600012		技術者派遣業務（千葉 晃永）		2		技術者派遣業務（千葉 晃永）		6/30/16		TBS2		東北S2		725,000		725,000		725,000		725,319		(319)		0.00%		100.04%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600011		技術者派遣業務（青砥 尚代）		2		技術者派遣業務（青砥 尚代）		6/30/16		TBS2		東北S2		701,000		701,000		701,000		701,275		(275)		0.00%		100.04%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600010		技術者派遣業務（北島 悠史）		3		技術者派遣業務（北島 悠史）		7/31/16		TBS2		東北S2		697,000		697,000		697,000		697,268		(268)		0.00%		100.04%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600005		技術者派遣業務（庄子 貴幸）		1		技術者派遣業務（庄子 貴幸）		5/31/16		TBS2		東北S2		671,000		671,000		671,000		671,221		(221)		0.00%		100.03%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600011		技術者派遣業務（青砥 尚代）		3		技術者派遣業務（青砥 尚代）		7/31/16		TBS2		東北S2		659,000		659,000		659,000		659,199		(199)		0.00%		100.03%

																								180,173,919		180,173,919		180,173,919		231,948,919		(51,775,000)		-28.74%		128.74%
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		2		ＩＣＴ事 コト		U110000100		NTTﾄﾞｺﾓ		1600179		[DCM]RMS保守運営業務(2016年度)		20		[DCM]RMS保守運営業務(PATROL CLARICE 更新料)		5/31/16		NJI22		ＩＣＴ２２		378,000		378,000		378,000		378,000		0		0.00%		100.00%

		1		ＥＳ事 コト		U095007203		沖電気工業芝浦		1600306		OKI NTT西日本向け　コンサルテーション		0		OKI NTT西日本向け　コンサルテーション(旅費)		5/31/16		NJK22		ＥＳ２２		53,519		53,519		53,519		53,518		1		0.00%		100.00%

		4		ＮＳ事 コト		U113000200		日立ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｸ		1600018		日立ｽﾄﾚｰｼﾞｿﾘｭｰｼｮﾝSE業務		20		4月度超過精算、交通費精算		5/31/16		NJN11		ＮＳ１１		75,591		75,591		75,591		75,448		143		0.19%		99.81%

		5		その他 タ		U110000700		ｸﾞｰｸﾞﾙ		1600129		Androidアプリ販売		0		Androidアプリ販売　07月売上		7/31/16		SB01G		MIPR原		231		231		231		0		231		100.00%		0.00%

		4		ＮＳ事 コト		U113000200		日立ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｸ		1600018		日立ｽﾄﾚｰｼﾞｿﾘｭｰｼｮﾝSE業務		24		8月度超過精算、交通費精算		9/30/16		NJN11		ＮＳ１１		228,067		228,067		228,067		227,336		731		0.32%		99.68%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600003		技術者派遣業務（村形 裕一）		2		技術者派遣業務（村形 裕一）		6/30/16		TBS2		東北S2		641,000		641,000		641,000		640,164		836		0.13%		99.87%

		5		その他 タ		U097001800		ｼｰｴｰｼｰﾅﾚｯｼﾞ		1600014		【OSG】CAC/PC交換作業に伴う業務 		2		【OSG】CAC/PC交換作業に伴う業務 		9/30/16		EBCS		ＣＳ課		18,200		18,200		18,200		17,293		907		4.98%		95.02%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600001		技術者派遣業務（加茂 義幸）		4		技術者派遣業務（加茂 義幸）		8/31/16		TBS2		東北S2		645,160		645,160		645,160		644,171		989		0.15%		99.85%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1600239		[NMSE]電話帳アプリ評価		0		2016上期SL推アプリ試験(電話帳)_4月		4/30/16		NJI12		ＩＣＴ１２		224,600		224,600		224,600		223,538		1,062		0.47%		99.53%

		4		ＮＳ事 コト		U113000200		日立ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｸ		1600018		日立ｽﾄﾚｰｼﾞｿﾘｭｰｼｮﾝSE業務		23		7月度超過精算、交通費精算		8/31/16		NJN11		ＮＳ１１		51,761		51,761		51,761		50,629		1,132		2.19%		97.81%

		5		その他 タ		U109003000		iPhone販売		1600087		iPhoneアプリ販売		0		iPhoneアプリ販売　04月売上		4/30/16		SB01G		MIPR原		1,165		1,165		1,165		0		1,165		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U109003000		iPhone販売		1600087		iPhoneアプリ販売		1		iPhoneアプリ販売　05月売上		5/31/16		SB01G		MIPR原		1,313		1,313		1,313		0		1,313		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U097001800		ｼｰｴｰｼｰﾅﾚｯｼﾞ		1600014		【OSG】CAC/PC交換作業に伴う業務 		0		【OSG】CAC/PC交換作業に伴う業務 		6/30/16		EBCS		ＣＳ課		28,000		28,000		28,000		26,605		1,395		4.98%		95.02%

		5		その他 タ		U109003000		iPhone販売		1600087		iPhoneアプリ販売		4		iPhoneアプリ販売　09月売上		9/30/16		SB01G		MIPR原		1,408		1,408		1,408		0		1,408		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U109003000		iPhone販売		1600087		iPhoneアプリ販売		3		iPhoneアプリ販売　07月売上		7/31/16		SB01G		MIPR原		1,484		1,484		1,484		0		1,484		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U116000600		白河市土地		1600094		Access販売　白河市土地改良区		0		Access販売　白河市土地改良区		4/27/16		SB01G		MIPR原		15,000		15,000		15,000		13,450		1,550		10.33%		89.67%

		5		その他 タ		U116000800		会津東部土地		1600097		Access販売　会津東部土地改良区		0		Access販売　会津東部土地改良区		5/25/16		SB01G		MIPR原		15,000		15,000		15,000		13,450		1,550		10.33%		89.67%

		1		ＥＳ事 コト		U095045000		ｳｪｻﾞｰﾆｭｰｽﾞ		1600127		WNI　災害データ整理業務		1		WNI　災害データ整理業務８月		8/31/16		SBCS1		千葉S1		850,000		850,000		850,000		848,402		1,598		0.19%		99.81%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1600036		C-ITS 電力		1		C-ITS 電力 05月		5/31/16		SBSS2		佐原S2		569,400		569,400		569,400		567,789		1,611		0.28%		99.72%

		5		その他 タ		U097001800		ｼｰｴｰｼｰﾅﾚｯｼﾞ		1600014		【OSG】CAC/PC交換作業に伴う業務 		1		【OSG】CAC/PC交換作業に伴う業務 		7/31/16		EBCS		ＣＳ課		37,100		37,100		37,100		35,251		1,849		4.98%		95.02%

		5		その他 タ		U109003000		iPhone販売		1600087		iPhoneアプリ販売		2		iPhoneアプリ販売　06月売上		6/30/16		SB01G		MIPR原		1,852		1,852		1,852		0		1,852		100.00%		0.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600028		情報機器運用支援および基幹業務ｼｽﾃﾑ維持保守等		0		情報機器運用支援および基幹業務ｼｽﾃﾑ維持保守等		4/28/16		TBS2		東北S2		10,000		10,000		10,000		8,015		1,985		19.85%		80.15%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600028		情報機器運用支援および基幹業務ｼｽﾃﾑ維持保守等		1		情報機器運用支援および基幹業務ｼｽﾃﾑ維持保守等		5/31/16		TBS2		東北S2		10,000		10,000		10,000		8,015		1,985		19.85%		80.15%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600028		情報機器運用支援および基幹業務ｼｽﾃﾑ維持保守等		2		情報機器運用支援および基幹業務ｼｽﾃﾑ維持保守等		6/30/16		TBS2		東北S2		10,000		10,000		10,000		8,015		1,985		19.85%		80.15%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600028		情報機器運用支援および基幹業務ｼｽﾃﾑ維持保守等		3		情報機器運用支援および基幹業務ｼｽﾃﾑ維持保守等		7/31/16		TBS2		東北S2		10,000		10,000		10,000		8,015		1,985		19.85%		80.15%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600028		情報機器運用支援および基幹業務ｼｽﾃﾑ維持保守等		4		情報機器運用支援および基幹業務ｼｽﾃﾑ維持保守等		8/31/16		TBS2		東北S2		10,000		10,000		10,000		8,015		1,985		19.85%		80.15%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600028		情報機器運用支援および基幹業務ｼｽﾃﾑ維持保守等		5		情報機器運用支援および基幹業務ｼｽﾃﾑ維持保守等		9/30/16		TBS2		東北S2		10,000		10,000		10,000		8,015		1,985		19.85%		80.15%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1600284		[KC]FOTAサーバ保守		6		[KC]FOTAサーバ保守_4月(入金差異)		5/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		2,000		2,000		2,000		0		2,000		100.00%		0.00%

		4		ＮＳ事 コト		U097001400		富士通(品川)		1500507		GSｻﾎﾟｰﾄ作業		5		【F白川】GSｻﾎﾟｰﾄ作業		9/23/16		NJN11		ＮＳ１１		692,250		692,250		692,250		688,958		3,292		0.48%		99.52%

		5		その他 タ		U107001500		ｾﾞﾝﾘﾝﾃﾞｰﾀｺﾑ		1600020		【OSG】ｾﾞﾝﾘﾝ/検証（鈴木）		3		【OSG】ｾﾞﾝﾘﾝ/検証（鈴木）		7/31/16		EBCS		ＣＳ課		369,150		369,150		369,150		365,812		3,338		0.90%		99.10%

		3		ＦＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1600038		IBM 生産管理		90		IBM 生産管理 交通費		5/6/16		SBSS2		佐原S2		3,426		3,426		3,426		0		3,426		100.00%		0.00%

		4		ＮＳ事 コト		U113000200		日立ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｸ		1600018		日立ｽﾄﾚｰｼﾞｿﾘｭｰｼｮﾝSE業務		21		5月度超過精算、交通費精算		6/30/16		NJN11		ＮＳ１１		90,886		90,886		90,886		87,361		3,525		3.88%		96.12%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1600331		Canon デバイスセキュリティ市場フォロー対応[2016]		1		Canon デバイスセキュリティ市場フォロー対応[2016]		8/20/16		NJK22		ＥＳ２２		10,080		10,080		10,080		6,345		3,735		37.05%		62.94%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600005		技術者派遣業務（庄子 貴幸）		5		技術者派遣業務（庄子 貴幸）		9/30/16		TBS2		東北S2		671,000		671,000		671,000		667,213		3,787		0.56%		99.44%

		1		ＥＳ事 コト		U095006501		横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻ		1600314		ＹＪＰ：相馬LNGローリー出荷管理用計算機		2		ＹＪＰ：東電富津液面計_密度計更新 現地調整助成		6/27/16		NJK21		ＥＳ２１		145,800		145,800		145,800		141,550		4,250		2.91%		97.09%

		5		その他 タ		U107001500		ｾﾞﾝﾘﾝﾃﾞｰﾀｺﾑ		1600020		【OSG】ｾﾞﾝﾘﾝ/検証（鈴木）		0		【OSG】ｾﾞﾝﾘﾝ/検証（鈴木）		4/30/16		EBCS		ＣＳ課		371,490		371,490		371,490		367,142		4,348		1.17%		98.83%

		5		その他 タ		U107001500		ｾﾞﾝﾘﾝﾃﾞｰﾀｺﾑ		1600021		【OSG】ｾﾞﾝﾘﾝ/検証（青柳）		1		【OSG】ｾﾞﾝﾘﾝ/検証（青柳）		5/31/16		EBCS		ＣＳ課		359,790		359,790		359,790		355,170		4,620		1.28%		98.72%

		3		ＦＳ事 コト		U104003500		ｴｱｳｫｰﾀｰｿﾞﾙ		1600010		AW 技術情報サブシステム保守		1		AW 技術情報サブシステム保守 05月		5/26/16		SBSS2		佐原S2		37,500		37,500		37,500		32,849		4,651		12.40%		87.60%

		3		ＦＳ事 コト		U104003500		ｴｱｳｫｰﾀｰｿﾞﾙ		1600010		AW 技術情報サブシステム保守		2		AW 技術情報サブシステム保守 06月		6/27/16		SBSS2		佐原S2		37,500		37,500		37,500		32,849		4,651		12.40%		87.60%

		3		ＦＳ事 コト		U104003500		ｴｱｳｫｰﾀｰｿﾞﾙ		1600010		AW 技術情報サブシステム保守		3		AW 技術情報サブシステム保守 07月		7/31/16		SBSS2		佐原S2		37,500		37,500		37,500		32,849		4,651		12.40%		87.60%

		3		ＦＳ事 コト		U104003500		ｴｱｳｫｰﾀｰｿﾞﾙ		1600010		AW 技術情報サブシステム保守		4		AW 技術情報サブシステム保守 08月		8/31/16		SBSS2		佐原S2		37,500		37,500		37,500		32,849		4,651		12.40%		87.60%

		3		ＦＳ事 コト		U104003500		ｴｱｳｫｰﾀｰｿﾞﾙ		1600010		AW 技術情報サブシステム保守		5		AW 技術情報サブシステム保守 09月		9/30/16		SBSS2		佐原S2		37,500		37,500		37,500		32,849		4,651		12.40%		87.60%

		4		ＮＳ事 コト		U113000200		日立ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｸ		1600018		日立ｽﾄﾚｰｼﾞｿﾘｭｰｼｮﾝSE業務		22		6月度超過精算、交通費精算		7/31/16		NJN11		ＮＳ１１		52,384		52,384		52,384		47,651		4,733		9.04%		90.97%

		1		ＥＳ事 コト		U095026300		ﾌｸﾀﾞ電子		1600272		ＭＩＲ：機器ドライバ開発		5		ＭＩＲ：安曇野赤十字病院様向けMyExport導入支援		8/5/16		NJK21		ＥＳ２１		40,000		40,000		40,000		35,266		4,734		11.84%		88.16%

		5		その他 タ		U113002000		学習院桜友会		1600353		桜友会会員情報メンテナンス		0		桜友会会員情報メンテナンス		7/29/16		NJGPG		ＤＳ（原）		26,400		26,400		26,400		21,600		4,800		18.18%		81.82%

		5		その他 タ		U113002000		学習院桜友会		1600353		桜友会会員情報メンテナンス		1		桜友会会員情報メンテナンス		8/31/16		NJGPG		ＤＳ（原）		26,400		26,400		26,400		21,600		4,800		18.18%		81.82%

		5		その他 タ		U113002000		学習院桜友会		1600353		桜友会会員情報メンテナンス		2		桜友会会員情報メンテナンス		9/30/16		NJGPG		ＤＳ（原）		26,400		26,400		26,400		21,600		4,800		18.18%		81.82%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600062		設備開発課　維持管理（Ｅ４１）		0		設備開発課　維持管理（Ｅ４１）		5/31/16		TBS2		東北S2		99,000		99,000		99,000		94,171		4,829		4.88%		95.12%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600002		技術者派遣業務（宇都宮 博）		4		技術者派遣業務（宇都宮 博）		8/31/16		TBS2		東北S2		665,160		665,160		665,160		660,200		4,960		0.75%		99.25%

		5		その他 タ		U107000500		YKK		1600115		【OSG】YKK/2016年度評価者研修アンケート集計作業		1		【OSG】海外評価者研修アンケート集計作業		6/30/16		EBCS		ＣＳ課		39,580		39,580		39,580		34,586		4,994		12.62%		87.38%

		2		ＩＣＴ事 コト		U112000900		ｱｲ･ｴﾑ･ｼﾞｪｲ		1600258		[IMJ]iPhoneサイト運用(2016年度)		0		[IMJ]iPhoneサイト運用(2016年4月)		4/30/16		NJI22		ＩＣＴ２２		100,000		100,000		100,000		95,000		5,000		5.00%		95.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U112000900		ｱｲ･ｴﾑ･ｼﾞｪｲ		1600258		[IMJ]iPhoneサイト運用(2016年度)		1		[IMJ]iPhoneサイト運用(2016年5月)		5/31/16		NJI22		ＩＣＴ２２		100,000		100,000		100,000		95,000		5,000		5.00%		95.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U112000900		ｱｲ･ｴﾑ･ｼﾞｪｲ		1600258		[IMJ]iPhoneサイト運用(2016年度)		2		[IMJ]iPhoneサイト運用(2016年6月)		6/30/16		NJI22		ＩＣＴ２２		100,000		100,000		100,000		95,000		5,000		5.00%		95.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U112000900		ｱｲ･ｴﾑ･ｼﾞｪｲ		1600258		[IMJ]iPhoneサイト運用(2016年度)		3		[IMJ]iPhoneサイト運用(2016年7月)		7/31/16		NJI22		ＩＣＴ２２		100,000		100,000		100,000		95,000		5,000		5.00%		95.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U112000900		ｱｲ･ｴﾑ･ｼﾞｪｲ		1600258		[IMJ]iPhoneサイト運用(2016年度)		4		[IMJ]iPhoneサイト運用(2016年8月)		8/31/16		NJI22		ＩＣＴ２２		100,000		100,000		100,000		95,000		5,000		5.00%		95.00%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1600031		【OSG】富国/企画室		3		【OSG】富国/企画室		7/31/16		EBCS		ＣＳ課		341,550		341,550		341,550		336,547		5,003		1.46%		98.54%

		1		ＥＳ事 コト		U095045000		ｳｪｻﾞｰﾆｭｰｽﾞ		1600127		WNI　災害データ整理業務		0		WNI　災害データ整理業務		7/29/16		SBCS1		千葉S1		850,000		850,000		850,000		844,994		5,006		0.59%		99.41%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1600031		【OSG】富国/企画室		0		【OSG】富国/企画室		4/30/16		EBCS		ＣＳ課		348,300		348,300		348,300		343,198		5,102		1.46%		98.54%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1600031		【OSG】富国/企画室		1		【OSG】富国/企画室		5/31/16		EBCS		ＣＳ課		353,700		353,700		353,700		348,519		5,181		1.46%		98.54%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1600032		【OSG】富国/推進G		0		【OSG】富国/推進G		4/30/16		EBCS		ＣＳ課		359,100		359,100		359,100		353,840		5,260		1.46%		98.54%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1600032		【OSG】富国/推進G		1		【OSG】富国/推進G		5/31/16		EBCS		ＣＳ課		359,100		359,100		359,100		353,840		5,260		1.46%		98.54%

		5		その他 タ		U107000500		YKK		1600115		【OSG】YKK/2016年度評価者研修アンケート集計作業		0		【OSG】評価者研修アンケート（期首編）集計作業		5/31/16		EBCS		ＣＳ課		32,080		32,080		32,080		26,605		5,475		17.07%		82.93%

		3		ＦＳ事 コト		U104003500		ｴｱｳｫｰﾀｰｿﾞﾙ		1600010		AW 技術情報サブシステム保守		0		AW 技術情報サブシステム保守 04月		4/30/16		SBSS2		佐原S2		37,500		37,500		37,500		31,988		5,512		14.70%		85.30%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1600031		【OSG】富国/企画室		5		【OSG】富国/企画室		9/30/16		EBCS		ＣＳ課		378,000		378,000		378,000		372,463		5,537		1.46%		98.54%

		5		その他 タ		U109002500		教育測定研究所		1600177		大学入試センター【28年度処理】		0		大学入試センター【28年度処理】		4/4/16		NJGPG		ＤＳ（原）		14,500		14,500		14,500		8,910		5,590		38.55%		61.45%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1600031		【OSG】富国/企画室		2		【OSG】富国/企画室		6/30/16		EBCS		ＣＳ課		388,800		388,800		388,800		383,105		5,695		1.46%		98.54%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1600031		【OSG】富国/企画室		4		【OSG】富国/企画室		8/31/16		EBCS		ＣＳ課		396,900		396,900		396,900		391,086		5,814		1.46%		98.54%

		4		ＮＳ事 コト		U095026701		日本出版 王子		1600093		基盤		4		王子　システム基盤		8/31/16		NJN12		ＮＳ１２		1,880,000		1,880,000		1,880,000		1,874,056		5,944		0.32%		99.68%

		1		ＥＳ事 コト		U095006501		横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻ		1600314		ＹＪＰ：相馬LNGローリー出荷管理用計算機		4		ＹＪＰ：東電富津LTD現地調整時問題対応追加		6/27/16		NJK21		ＥＳ２１		127,500		127,500		127,500		121,125		6,375		5.00%		95.00%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500490		Canon バージョンアップ対応開発[2016]		3		Canon バージョンアップ対応開発[2016]		5/20/16		NJK22		ＥＳ２２		25,620		25,620		25,620		19,034		6,586		25.71%		74.30%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600002		技術者派遣業務（宇都宮 博）		2		技術者派遣業務（宇都宮 博）		6/30/16		TBS2		東北S2		676,830		676,830		676,830		670,219		6,611		0.98%		99.02%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600062		設備開発課　維持管理（Ｅ４１）		1		設備開発課　維持管理（Ｅ４１）		6/30/16		TBS2		東北S2		99,000		99,000		99,000		92,168		6,832		6.90%		93.10%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600001		技術者派遣業務（加茂 義幸）		3		技術者派遣業務（加茂 義幸）		7/31/16		TBS2		東北S2		641,000		641,000		641,000		634,153		6,847		1.07%		98.93%

		5		その他 タ		U107001500		ｾﾞﾝﾘﾝﾃﾞｰﾀｺﾑ		1600021		【OSG】ｾﾞﾝﾘﾝ/検証（青柳）		4		【OSG】ｾﾞﾝﾘﾝ/検証（青柳）		8/31/16		EBCS		ＣＳ課		343,410		343,410		343,410		336,547		6,863		2.00%		98.00%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1600069		CTC(SI諸業務)金融シス4部4課(H28)		3		CTC(SI諸業務)金融シス4部4課(H28)		7/31/16		NJN21		ＮＳ２１		603,826		603,826		603,826		596,911		6,915		1.15%		98.85%

		4		ＮＳ事 コト		U111000900		ﾌｼﾞﾃﾚｺﾑ		1600002		ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽSOｻｰﾋﾞｽ用ｼｽﾃﾑ運用管理		3		ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽSOｻｰﾋﾞｽ用ｼｽﾃﾑ運用管理		7/31/16		NJN11		ＮＳ１１		690,000		690,000		690,000		683,002		6,998		1.01%		98.99%

		5		その他 タ		U107001500		ｾﾞﾝﾘﾝﾃﾞｰﾀｺﾑ		1600020		【OSG】ｾﾞﾝﾘﾝ/検証（鈴木）		1		【OSG】ｾﾞﾝﾘﾝ/検証（鈴木）		5/31/16		EBCS		ＣＳ課		339,900		339,900		339,900		332,556		7,344		2.16%		97.84%

		4		ＮＳ事 コト		U113000200		日立ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｸ		1600018		日立ｽﾄﾚｰｼﾞｿﾘｭｰｼｮﾝSE業務		3		日立ｽﾄﾚｰｼﾞｿﾘｭｰｼｮﾝSE業務		7/31/16		NJN11		ＮＳ１１		612,250		612,250		612,250		604,576		7,674		1.25%		98.75%

		5		その他 タ		U114001600		ｷｬｯﾂ		1600278		TERASロイヤルティ		1		TERASロイヤルティ（2016年4月-6月分）		7/31/16		NERPG		ＲＤＰ（原）		7,692		7,692		7,692		0		7,692		100.00%		0.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600006		技術者派遣業務（早坂 光太郎）		0		技術者派遣業務（早坂 光太郎）		4/30/16		TBS2		東北S2		651,000		651,000		651,000		643,170		7,830		1.20%		98.80%

		3		ＦＳ事 コト		U111004000		ｵﾒｶﾞｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ		1600104		ＬＮＧ基地／石油備蓄基地向け検査業務		6		ＬＮＧ基地／ガス導管網向け検査業務		9/30/16		SBCS3		千葉S3		498,750		498,750		498,750		490,465		8,285		1.66%		98.34%

		5		その他 タ		U113004300		ﾃﾗﾃｸﾉﾛｼﾞｰ		1600084		【NSG】Tera/ﾔﾏﾄ運輸ｼｽﾃﾑ開発（後藤）		2		【NSG】Tera/ﾔﾏﾄ運輸ｼｽﾃﾑ開発（後藤）		6/30/16		EBCS		ＣＳ課		530,000		530,000		530,000		521,448		8,552		1.61%		98.39%

		3		ＦＳ事 コト		U095032200		東京情報大学		1600022		東京情報大学　システム保守		2		東京情報大学　システム保守		6/30/16		SBCS2		千葉S2		670,000		670,000		670,000		661,328		8,672		1.29%		98.71%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500489		【SJNKS･個商】日常（２０１６年度）		0		【SJNKS･個商】日常（2016年04月）		4/30/16		NJF21		ＦＳ２１		152,625		152,625		152,625		143,784		8,841		5.79%		94.21%

		1		ＥＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1600044		CITS 検査MVソフトウェアテスト		2		CITS 検査MVソフトウェアテスト 6月		6/30/16		SBCS1		千葉S1		600,000		600,000		600,000		590,304		9,696		1.62%		98.38%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600011		技術者派遣業務（青砥 尚代）		4		技術者派遣業務（青砥 尚代）		8/31/16		TBS2		東北S2		641,000		641,000		641,000		631,148		9,852		1.54%		98.46%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600018		設備開発課　維持管理（Ｈ１１，Ｈ７２）		2		設備開発課　維持管理（Ｈ１１，Ｈ７２）		6/30/16		TBS2		東北S2		66,000		66,000		66,000		56,102		9,898		15.00%		85.00%

		1		ＥＳ事 コト		U095006803		日立製作 公共		1600012		千葉県警保守		24		千葉県警保守 8月精算分		9/5/16		SBCS1		千葉S1		95,260		95,260		95,260		85,213		10,047		10.55%		89.45%

		4		ＮＳ事 コト		U113000200		日立ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｸ		1600018		日立ｽﾄﾚｰｼﾞｿﾘｭｰｼｮﾝSE業務		0		日立ｽﾄﾚｰｼﾞｿﾘｭｰｼｮﾝSE業務		4/30/16		NJN11		ＮＳ１１		612,250		612,250		612,250		601,597		10,653		1.74%		98.26%

		4		ＮＳ事 コト		U113000200		日立ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｸ		1600018		日立ｽﾄﾚｰｼﾞｿﾘｭｰｼｮﾝSE業務		1		日立ｽﾄﾚｰｼﾞｿﾘｭｰｼｮﾝSE業務		5/31/16		NJN11		ＮＳ１１		551,025		551,025		551,025		540,048		10,977		1.99%		98.01%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500494		Canon コピー市場フォロー対応[2016]		4		Canon コピー市場フォロー対応[2016] 7月		7/20/16		NJK22		ＥＳ２２		30,240		30,240		30,240		19,034		11,206		37.06%		62.94%

		4		ＮＳ事 コト		U113000200		日立ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｸ		1600018		日立ｽﾄﾚｰｼﾞｿﾘｭｰｼｮﾝSE業務		2		日立ｽﾄﾚｰｼﾞｿﾘｭｰｼｮﾝSE業務		6/30/16		NJN11		ＮＳ１１		673,475		673,475		673,475		662,154		11,321		1.68%		98.32%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1600246		[KC]ISP 請負案件		10		KA43 Galley/天気開発(AFW対応)		5/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		231,875		231,875		231,875		220,282		11,593		5.00%		95.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600018		設備開発課　維持管理（Ｈ１１，Ｈ７２）		0		設備開発課　維持管理（Ｈ１１，Ｈ７２）		4/28/16		TBS2		東北S2		132,000		132,000		132,000		120,219		11,781		8.93%		91.07%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600018		設備開発課　維持管理（Ｈ１１，Ｈ７２）		1		設備開発課　維持管理（Ｈ１１，Ｈ７２）		5/31/16		TBS2		東北S2		132,000		132,000		132,000		120,219		11,781		8.93%		91.07%

		5		その他 タ		U095018500		ｽﾊﾞﾙｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ		1600088		【NSG】SSS/ﾃﾞｰﾀ入力（渋木）		4		【NSG】SSS/ﾃﾞｰﾀ入力（渋木）		8/31/16		EBCS		ＣＳ課		350,000		350,000		350,000		337,877		12,123		3.46%		96.54%

		3		ＦＳ事 コト		U095032200		東京情報大学		1600022		東京情報大学　システム保守		3		東京情報大学　システム保守		7/31/16		SBCS2		千葉S2		670,000		670,000		670,000		657,623		12,377		1.85%		98.15%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1600331		Canon デバイスセキュリティ市場フォロー対応[2016]		0		Canon デバイスセキュリティ市場フォロー対応[2016]		6/20/16		NJK22		ＥＳ２２		33,600		33,600		33,600		21,149		12,451		37.06%		62.94%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1600240		[NMSE]iBodymoアプリ評価		0		2016年上期 iBodymoアプリケーション試験業務_4月		4/30/16		NJI12		ＩＣＴ１２		174,800		174,800		174,800		162,101		12,699		7.26%		92.74%

		1		ＥＳ事 コト		U095006501		横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻ		1600314		ＹＪＰ：相馬LNGローリー出荷管理用計算機		3		ＹＪＰ：東電富津_2号減圧_現地調整助成		6/27/16		NJK21		ＥＳ２１		326,600		326,600		326,600		313,850		12,750		3.90%		96.10%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600006		技術者派遣業務（早坂 光太郎）		3		技術者派遣業務（早坂 光太郎）		7/31/16		TBS2		東北S2		651,000		651,000		651,000		638,160		12,840		1.97%		98.03%

		2		ＩＣＴ事 コト		U108001200		ﾄﾞｺﾓｼｽﾃﾑｽﾞ		1600253		[DS]ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ鍵管理ｻｰﾊﾞ保守作業(2016年度)		0		[DS]ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ鍵管理ｻｰﾊﾞ保守作業(2016年4月)		4/30/16		NJI22		ＩＣＴ２２		13,000		13,000		13,000		0		13,000		100.00%		0.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U108001200		ﾄﾞｺﾓｼｽﾃﾑｽﾞ		1600253		[DS]ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ鍵管理ｻｰﾊﾞ保守作業(2016年度)		1		[DS]ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ鍵管理ｻｰﾊﾞ保守作業(2016年5月)		5/31/16		NJI22		ＩＣＴ２２		13,000		13,000		13,000		0		13,000		100.00%		0.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U108001200		ﾄﾞｺﾓｼｽﾃﾑｽﾞ		1600253		[DS]ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ鍵管理ｻｰﾊﾞ保守作業(2016年度)		2		[DS]ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ鍵管理ｻｰﾊﾞ保守作業(2016年6月)		6/30/16		NJI22		ＩＣＴ２２		13,000		13,000		13,000		0		13,000		100.00%		0.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U108001200		ﾄﾞｺﾓｼｽﾃﾑｽﾞ		1600253		[DS]ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ鍵管理ｻｰﾊﾞ保守作業(2016年度)		3		[DS]ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ鍵管理ｻｰﾊﾞ保守作業(2016年7月)		7/31/16		NJI22		ＩＣＴ２２		13,000		13,000		13,000		0		13,000		100.00%		0.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U108001200		ﾄﾞｺﾓｼｽﾃﾑｽﾞ		1600253		[DS]ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ鍵管理ｻｰﾊﾞ保守作業(2016年度)		4		[DS]ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ鍵管理ｻｰﾊﾞ保守作業(2016年8月)		8/31/16		NJI22		ＩＣＴ２２		13,000		13,000		13,000		0		13,000		100.00%		0.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U108001200		ﾄﾞｺﾓｼｽﾃﾑｽﾞ		1600253		[DS]ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ鍵管理ｻｰﾊﾞ保守作業(2016年度)		5		[DS]ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ鍵管理ｻｰﾊﾞ保守作業(2016年9月)		9/30/16		NJI22		ＩＣＴ２２		13,000		13,000		13,000		0		13,000		100.00%		0.00%

		4		ＮＳ事 コト		U113000200		日立ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｸ		1600018		日立ｽﾄﾚｰｼﾞｿﾘｭｰｼｮﾝSE業務		4		日立ｽﾄﾚｰｼﾞｿﾘｭｰｼｮﾝSE業務		8/31/16		NJN11		ＮＳ１１		520,413		520,413		520,413		507,288		13,125		2.52%		97.48%

		1		ＥＳ事 コト		U095006601		日立国際小金井		1600136		HiKE 個別案件(2016)		10		HiKE 岐阜県防災　出張経費(7～9月分）		9/30/16		NJK22		ＥＳ２２		179,480		179,480		179,480		166,181		13,299		7.41%		92.59%

		2		ＩＣＴ事 コト		U113003900		ｳｫﾙﾄ･ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ		1500445		WDJ（Dlifeアプリケーション開発）		6		[WDJ]Dlife UIサーバ配信予定API変更 		8/29/16		NJI22		ＩＣＴ２２		135,000		135,000		135,000		121,691		13,309		9.86%		90.14%

		1		ＥＳ事 コト		U095006601		日立国際小金井		1400606		HiKE 個別案件(2015)		40		HiKE 岐阜県防災　出張経費(3～4月分)		6/30/16		NJK22		ＥＳ２２		180,800		180,800		180,800		167,398		13,402		7.41%		92.59%

		1		ＥＳ事 コト		U095006601		日立国際小金井		1600136		HiKE 個別案件(2016)		8		HiKE 東消SCPC　CH選択コンソールコンフィグ変更 		7/29/16		NJK22		ＥＳ２２		81,600		81,600		81,600		67,678		13,922		17.06%		82.94%

		3		ＦＳ事 コト		U109000500		生協ｺｰﾌﾟﾈｯﾄ		1500319		コープネット CNDB02保守		3		コープネット CNDB02保守 07月		7/20/16		SBSS2		佐原S2		40,000		40,000		40,000		25,990		14,010		35.03%		64.98%

		3		ＦＳ事 コト		U095010700		ちばぎんｺﾝﾋﾟｭｰ		1600017		CCS　法人システム部　ソフトウェア開発		0		CCS　法人システム部　ソフトウェア開発		4/30/16		SBCS2		千葉S2		564,300		564,300		564,300		550,181		14,119		2.50%		97.50%

		3		ＦＳ事 コト		U095010700		ちばぎんｺﾝﾋﾟｭｰ		1600017		CCS　法人システム部　ソフトウェア開発		1		CCS　法人システム部　ソフトウェア開発		5/31/16		SBCS2		千葉S2		568,100		568,100		568,100		553,886		14,214		2.50%		97.50%

		1		ＥＳ事 コト		U095006601		日立国際小金井		1600136		HiKE 個別案件(2016)		5		HiKE 市町村Bリモ　高槻市対応作業		7/29/16		NJK22		ＥＳ２２		120,000		120,000		120,000		105,747		14,253		11.88%		88.12%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500531		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀﾌｧｰﾑｳｪｱ開発(仁科)[2016]		0		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀﾌｧｰﾑｳｪｱ開発(仁科)[2016] 4月		4/20/16		NJK22		ＥＳ２２		663,600		663,600		663,600		649,133		14,467		2.18%		97.82%

		1		ＥＳ事 コト		U095006501		横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻ		1600323		ＹＪＰ：日本冶金川崎 取鍋サーバー(DBログ取得)		0		ＹＪＰ：日本冶金川崎 取鍋サーバー(DBログ取得)		6/15/16		NJK21		ＥＳ２１		85,000		85,000		85,000		70,532		14,468		17.02%		82.98%

		4		ＮＳ事 コト		U111000900		ﾌｼﾞﾃﾚｺﾑ		1600002		ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽSOｻｰﾋﾞｽ用ｼｽﾃﾑ運用管理		0		ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽSOｻｰﾋﾞｽ用ｼｽﾃﾑ運用管理		4/30/16		NJN11		ＮＳ１１		690,000		690,000		690,000		675,060		14,940		2.17%		97.83%

		5		その他 タ		U105000200		ﾕｰｷｬｽｻｰﾋﾞｽ		1600026		【OSG】Uｷｬｽ/ﾃﾞｰﾀ運用		3		【OSG】Uｷｬｽ/ﾃﾞｰﾀ運用		7/31/16		EBCS		ＣＳ課		1,730,000		1,730,000		1,730,000		1,714,740		15,260		0.88%		99.12%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1600313		あんしん関連アプリ動作確認業務		2		あんしん関連アプリ動作確認業務_8月		8/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		350,350		350,350		350,350		334,806		15,544		4.44%		95.56%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600026		基幹業務ｼｽﾃﾑ保守		1		基幹業務ｼｽﾃﾑ保守		5/31/16		TBS2		東北S2		95,371		95,371		95,371		79,724		15,647		16.41%		83.59%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600019		設備開発課　維持管理（Ｇ８Ｘ，Ｅ４１，Ｅ７１）		0		設備開発課　維持管理（Ｇ８Ｘ，Ｅ４１，Ｅ７１）		4/28/16		TBS2		東北S2		198,000		198,000		198,000		182,332		15,668		7.91%		92.09%

		5		その他 タ		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1600019		【OSG】NHKMT/庶務業務(砧)		4		【OSG】NHKMT/庶務業務(砧)		8/31/16		EBCS		ＣＳ課		375,000		375,000		375,000		359,161		15,839		4.22%		95.78%

		3		ＦＳ事 コト		U109000500		生協ｺｰﾌﾟﾈｯﾄ		1500319		コープネット CNDB02保守		2		コープネット CNDB02保守 06月		6/20/16		SBSS2		佐原S2		40,000		40,000		40,000		23,991		16,009		40.02%		59.98%

		4		ＮＳ事 コト		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1600098		NHKMT 関連団体システム運用		0		NHKMT 関連団体システム運用		4/30/16		NJN12		ＮＳ１２		1,683,611		1,683,611		1,683,611		1,667,497		16,114		0.96%		99.04%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1600069		CTC(SI諸業務)金融シス4部4課(H28)		5		CTC(SI諸業務)金融シス4部4課(H28)		9/30/16		NJN21		ＮＳ２１		605,701		605,701		605,701		589,542		16,159		2.67%		97.33%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1600246		[KC]ISP 請負案件		14		CA37 歩数計アプリ開発（仕様変更対応2）		8/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		324,625		324,625		324,625		308,394		16,231		5.00%		95.00%

		4		ＮＳ事 コト		U106003900		三越伊勢丹PD		1600003		ユーザーサポート業務		4		ユーザーサポート業務		8/31/16		NJN11		ＮＳ１１		600,000		600,000		600,000		583,728		16,272		2.71%		97.29%

		3		ＦＳ事 コト		U095010700		ちばぎんｺﾝﾋﾟｭｰ		1600017		CCS　法人システム部　ソフトウェア開発		5		CCS　法人システム部　ソフトウェア開発		9/30/16		SBCS2		千葉S2		655,500		655,500		655,500		639,099		16,401		2.50%		97.50%

		1		ＥＳ事 コト		U095017100		富士ｾﾞﾛｯｸｽ情報		1600038		NECネッツSI様向け　教育支援システム開発業務		10		NECネッツSI様向け　教育支援システム開発業務		9/30/16		TBS1		東北S1		1,340,000		1,340,000		1,340,000		1,323,405		16,595		1.24%		98.76%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600024		事務開発課　維持管理		2		事務開発課　維持管理		6/30/16		TBS2		東北S2		650,000		650,000		650,000		633,109		16,891		2.60%		97.40%

		3		ＦＳ事 コト		U095010700		ちばぎんｺﾝﾋﾟｭｰ		1600020		CCS　千葉市介護保険　ソフトウェア開発		0		CCS　千葉市介護保険　ソフトウェア開発		4/30/16		SBCS2		千葉S2		602,300		602,300		602,300		585,377		16,923		2.81%		97.19%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1600036		FITEC殿他向けCSE業務(2016)辻田		0		FITEC殿他向けCSE業務(2016)辻田		5/20/16		NJN22		ＮＳ２２		595,128		595,128		595,128		578,114		17,014		2.86%		97.14%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1600326		Canon コピー市場バージョンアップ対応[2016]		0		Canon コピー市場バージョンアップ対応[2016] 5月		5/20/16		NJK22		ＥＳ２２		47,040		47,040		47,040		29,609		17,431		37.06%		62.94%

		2		ＩＣＴ事 コト		U104002700		扇屋商事		1600050		平成２８年度　営業日報システム保守		1		平成２８年度　営業日報システム保守		5/31/16		TBS2		東北S2		105,800		105,800		105,800		88,160		17,640		16.67%		83.33%

		3		ＦＳ事 コト		U109000500		生協ｺｰﾌﾟﾈｯﾄ		1500323		コープネット JSK保守		0		コープネット JSK保守 04月		4/20/16		SBSS2		佐原S2		80,000		80,000		80,000		62,332		17,668		22.09%		77.92%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600019		設備開発課　維持管理（Ｇ８Ｘ，Ｅ４１，Ｅ７１）		1		設備開発課　維持管理（Ｇ８Ｘ，Ｅ４１，Ｅ７１）		5/31/16		TBS2		東北S2		198,000		198,000		198,000		180,328		17,672		8.93%		91.07%

		5		その他 タ		U095033200		地方公共団体		1600085		【NSG】地方公共団体（梅木･山口・林田）		0		【NSG】地方自治（梅木･山口・林田）		4/30/16		EBCS		ＣＳ課		1,381,840		1,381,840		1,381,840		1,364,146		17,694		1.28%		98.72%

		3		ＦＳ事 コト		U095010700		ちばぎんｺﾝﾋﾟｭｰ		1600017		CCS　法人システム部　ソフトウェア開発		4		CCS　法人システム部　ソフトウェア開発		8/31/16		SBCS2		千葉S2		711,478		711,478		711,478		693,746		17,732		2.49%		97.51%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600026		基幹業務ｼｽﾃﾑ保守		0		基幹業務ｼｽﾃﾑ保守		4/28/16		TBS2		東北S2		90,000		90,000		90,000		72,131		17,869		19.85%		80.15%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1600036		FITEC殿他向けCSE業務(2016)辻田		3		FITEC殿他向けCSE業務(2016)辻田		8/20/16		NJN22		ＮＳ２２		673,682		673,682		673,682		655,666		18,016		2.67%		97.33%

		3		ＦＳ事 コト		U095010700		ちばぎんｺﾝﾋﾟｭｰ		1600017		CCS　法人システム部　ソフトウェア開発		3		CCS　法人システム部　ソフトウェア開発		7/31/16		SBCS2		千葉S2		748,915		748,915		748,915		730,795		18,120		2.42%		97.58%

		3		ＦＳ事 コト		U095010700		ちばぎんｺﾝﾋﾟｭｰ		1600017		CCS　法人システム部　ソフトウェア開発		2		CCS　法人システム部　ソフトウェア開発		6/30/16		SBCS2		千葉S2		705,557		705,557		705,557		687,263		18,294		2.59%		97.41%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1600036		FITEC殿他向けCSE業務(2016)辻田		4		FITEC殿他向けCSE業務(2016)辻田		9/20/16		NJN22		ＮＳ２２		667,166		667,166		667,166		648,616		18,550		2.78%		97.22%

		4		ＮＳ事 コト		U113000200		日立ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｸ		1600018		日立ｽﾄﾚｰｼﾞｿﾘｭｰｼｮﾝSE業務		5		日立ｽﾄﾚｰｼﾞｿﾘｭｰｼｮﾝSE業務		9/30/16		NJN11		ＮＳ１１		612,250		612,250		612,250		593,656		18,594		3.04%		96.96%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500494		Canon コピー市場フォロー対応[2016]		2		Canon コピー市場フォロー対応[2016] 5月		5/20/16		NJK22		ＥＳ２２		50,400		50,400		50,400		31,724		18,676		37.06%		62.94%

		5		その他 タ		U095018500		ｽﾊﾞﾙｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ		1600111		【NSG】SSS/ﾃﾞｰﾀ入力（小林）		4		【NSG】SSS/ﾃﾞｰﾀ入力（小林）		8/31/16		EBCS		ＣＳ課		350,000		350,000		350,000		331,226		18,774		5.36%		94.64%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600011		技術者派遣業務（青砥 尚代）		0		技術者派遣業務（青砥 尚代）		4/30/16		TBS2		東北S2		641,000		641,000		641,000		622,131		18,869		2.94%		97.06%

		1		ＥＳ事 コト		U095006601		日立国際小金井		1600136		HiKE 個別案件(2016)		14		HiKE 南港PT　仕様変更対応		8/31/16		NJK22		ＥＳ２２		73,000		73,000		73,000		54,000		19,000		26.03%		73.97%

		5		その他 タ		U105000200		ﾕｰｷｬｽｻｰﾋﾞｽ		1600026		【OSG】Uｷｬｽ/ﾃﾞｰﾀ運用		0		【OSG】Uｷｬｽ/ﾃﾞｰﾀ運用		4/30/16		EBCS		ＣＳ課		1,730,000		1,730,000		1,730,000		1,710,884		19,116		1.10%		98.90%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1600036		FITEC殿他向けCSE業務(2016)辻田		2		FITEC殿他向けCSE業務(2016)辻田		7/20/16		NJN22		ＮＳ２２		734,860		734,860		734,860		715,593		19,267		2.62%		97.38%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1600039		RL&FITEC殿他向けCSE業務(2016)山道		0		RL&FITEC殿他向けCSE業務(2016)山道		5/20/16		NJN22		ＮＳ２２		491,655		491,655		491,655		472,362		19,293		3.92%		96.08%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1600138		IBM) 朝日生命電算機システム運用管理(2016)		0		IBM) 朝日生命電算機システム運用管理(2016)		5/10/16		NJN23		ＮＳ２３		6,040,000		6,040,000		6,040,000		6,020,641		19,359		0.32%		99.68%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500534		Canon ネットワークカメラ[2016][吉田]		0		Canon ネットワークカメラ[2016][吉田] 4月		4/20/16		NJK22		ＥＳ２２		648,240		648,240		648,240		628,617		19,623		3.03%		96.97%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1600036		FITEC殿他向けCSE業務(2016)辻田		1		FITEC殿他向けCSE業務(2016)辻田		6/20/16		NJN22		ＮＳ２２		710,606		710,606		710,606		690,917		19,689		2.77%		97.23%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600342		H28 運用システム開発支援及び保守運用		0		H28 運用システム開発支援及び保守運用		6/30/16		NJNA1		ＮＡ１		640,000		640,000		640,000		620,026		19,974		3.12%		96.88%

		5		その他 タ		U111002100		ｼﾞｪｲｴﾑｼｰ		1600054		MIEL ASPサービス　ジェイエムシー		0		MIEL ASPサービス　JMC　04月		4/1/16		SB01G		MIPR原		20,000		20,000		20,000		0		20,000		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U111002100		ｼﾞｪｲｴﾑｼｰ		1600054		MIEL ASPサービス　ジェイエムシー		1		MIEL ASPサービス　JMC　05月		5/1/16		SB01G		MIPR原		20,000		20,000		20,000		0		20,000		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U111002100		ｼﾞｪｲｴﾑｼｰ		1600054		MIEL ASPサービス　ジェイエムシー		2		MIEL ASPサービス　JMC　06月		6/1/16		SB01G		MIPR原		20,000		20,000		20,000		0		20,000		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U111002100		ｼﾞｪｲｴﾑｼｰ		1600054		MIEL ASPサービス　ジェイエムシー		3		MIEL ASPサービス　JMC　07月		7/1/16		SB01G		MIPR原		20,000		20,000		20,000		0		20,000		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U111002100		ｼﾞｪｲｴﾑｼｰ		1600054		MIEL ASPサービス　ジェイエムシー		4		MIEL ASPサービス　JMC　08月		8/1/16		SB01G		MIPR原		20,000		20,000		20,000		0		20,000		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U111002100		ｼﾞｪｲｴﾑｼｰ		1600054		MIEL ASPサービス　ジェイエムシー		5		MIEL ASPサービス　JMC　09月		9/1/16		SB01G		MIPR原		20,000		20,000		20,000		0		20,000		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U116000100		千代田		1600308		グラスライブ・コネクト　トライアルセット		0		グラスライブ・コネクト　トライアルセット（4月分）		4/30/16		NERPG		ＲＤＰ（原）		20,000		20,000		20,000		0		20,000		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U116000100		千代田		1600400		グラスライブ・コネクト貴社限定トライアルセット		0		グラスライブ・コネクト貴社限定トライアルセット9月		9/30/16		NERPG		ＲＤＰ（原）		20,000		20,000		20,000		0		20,000		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U116002900		ｼｰﾋﾞｰｴｽ		1600401		グラスライブ・コネクト貴社限定トライアルセット		0		グラスライブ・コネクト貴社限定トライアルセット9月		9/30/16		NERPG		ＲＤＰ（原）		20,000		20,000		20,000		0		20,000		100.00%		0.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U103000200		ｼｬｰﾌﾟﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾋ		1600075		DTV 開発対応		7		16下機種共通スマートフォン共通部 マルチメディア機		9/13/16		SBSS1		佐原S1		139,400		139,400		139,400		119,241		20,159		14.46%		85.54%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600001		技術者派遣業務（加茂 義幸）		1		技術者派遣業務（加茂 義幸）		5/31/16		TBS2		東北S2		742,660		742,660		742,660		722,313		20,347		2.74%		97.26%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500534		Canon ネットワークカメラ[2016][吉田]		4		Canon ネットワークカメラ[2016][吉田] 8月		8/20/16		NJK22		ＥＳ２２		594,585		594,585		594,585		574,204		20,381		3.43%		96.57%

		1		ＥＳ事 コト		U095017100		富士ｾﾞﾛｯｸｽ情報		1600048		新・審査登録業務支援システム保守		11		新・審査登録管理支援システム保守 2016年度2Q		8/31/16		TBS1		東北S1		20,741		20,741		20,741		0		20,741		100.00%		0.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600027		Ｈ２８年度保守業務に関する作業		1		Ｈ２８年度保守業務に関する作業		5/31/16		TBS2		東北S2		221,250		221,250		221,250		200,364		20,886		9.44%		90.56%

		5		その他 タ		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1600019		【OSG】NHKMT/庶務業務(砧)		0		【OSG】NHKMT/庶務業務(砧)		4/30/16		EBCS		ＣＳ課		400,000		400,000		400,000		379,114		20,886		5.22%		94.78%

		4		ＮＳ事 コト		U111003600		ｲﾝﾌｨﾆ		1600348		H28 INFINI Tripple 商用プロダクト更新		0		H28 INFINI Tripple 商用プロダクト更新		7/29/16		NJNA2		ＮＡ２		446,000		446,000		446,000		424,932		21,068		4.72%		95.28%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500490		Canon バージョンアップ対応開発[2016]		4		Canon セキュリティソフトバージョンアップ対応[2016]		6/20/16		NJK22		ＥＳ２２		70,875		70,875		70,875		49,701		21,174		29.88%		70.12%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600001		技術者派遣業務（加茂 義幸）		0		技術者派遣業務（加茂 義幸）		4/30/16		TBS2		東北S2		748,500		748,500		748,500		727,323		21,177		2.83%		97.17%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1600039		RL&FITEC殿他向けCSE業務(2016)山道		4		RL&FITEC殿他向けCSE業務(2016)山道		9/20/16		NJN22		ＮＳ２２		557,355		557,355		557,355		535,813		21,542		3.87%		96.13%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600019		設備開発課　維持管理（Ｇ８Ｘ，Ｅ４１，Ｅ７１）		2		設備開発課　維持管理（Ｇ８Ｘ，Ｅ４１，Ｅ７１）		6/30/16		TBS2		東北S2		264,000		264,000		264,000		242,441		21,559		8.17%		91.83%

		1		ＥＳ事 コト		U095006601		日立国際小金井		1600136		HiKE 個別案件(2016)		9		HiKE 仙台市交通東西線　障害調査作業 		7/31/16		NJK22		ＥＳ２２		60,000		60,000		60,000		38,250		21,750		36.25%		63.75%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600004		技術者派遣業務（石川 隆三）		3		技術者派遣業務（石川 隆三）		7/31/16		TBS2		東北S2		671,000		671,000		671,000		649,180		21,820		3.25%		96.75%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500534		Canon ネットワークカメラ[2016][吉田]		5		Canon ネットワークカメラ[2016][吉田] 9月		9/20/16		NJK22		ＥＳ２２		643,860		643,860		643,860		621,790		22,070		3.43%		96.57%

		1		ＥＳ事 コト		U095006803		日立製作 公共		1600012		千葉県警保守		22		千葉県警保守 6月精算分		7/5/16		SBCS1		千葉S1		140,800		140,800		140,800		118,557		22,243		15.80%		84.20%

		5		その他 タ		U095008400		ｻﾝﾘｵ		1600023		【OSG】ｻﾝﾘｵ/入力業務		1		【OSG】ｻﾝﾘｵ/入力業務		5/31/16		EBCS		ＣＳ課		1,218,000		1,218,000		1,218,000		1,195,609		22,391		1.84%		98.16%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1600039		RL&FITEC殿他向けCSE業務(2016)山道		3		RL&FITEC殿他向けCSE業務(2016)山道		8/20/16		NJN22		ＮＳ２２		615,025		615,025		615,025		592,215		22,810		3.71%		96.29%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600006		技術者派遣業務（早坂 光太郎）		4		技術者派遣業務（早坂 光太郎）		8/31/16		TBS2		東北S2		651,000		651,000		651,000		628,142		22,858		3.51%		96.49%

		1		ＥＳ事 コト		U095036900		富士通ﾋﾞｰｴｽｼｰ		1600065		森永製菓川越配送センター様トラッキング強制完了改修		0		森永製菓川越配送センター様トラッキング強制完了改修		5/31/16		TBS1		東北S1		100,000		100,000		100,000		77,055		22,945		22.95%		77.05%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1600239		[NMSE]電話帳アプリ評価		1		2016上期SL推アプリ試験(電話帳)_5月		5/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		344,700		344,700		344,700		321,575		23,125		6.71%		93.29%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1600039		RL&FITEC殿他向けCSE業務(2016)山道		1		RL&FITEC殿他向けCSE業務(2016)山道		6/20/16		NJN22		ＮＳ２２		587,285		587,285		587,285		564,014		23,271		3.96%		96.04%

		1		ＥＳ事 コト		U095026300		ﾌｸﾀﾞ電子		1500296		ＭＩＲ：MyExport機能追加・改修支援		17		ＭＩＲ：古賀病院21　MyExport改修工数		5/12/16		NJK21		ＥＳ２１		160,000		160,000		160,000		136,656		23,344		14.59%		85.41%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500534		Canon ネットワークカメラ[2016][吉田]		1		Canon ネットワークカメラ[2016][吉田] 5月		5/20/16		NJK22		ＥＳ２２		686,565		686,565		686,565		663,031		23,534		3.43%		96.57%

		1		ＥＳ事 コト		U095006803		日立製作 公共		1600012		千葉県警保守		20		千葉県警保守 4月精算分		5/10/16		SBCS1		千葉S1		164,340		164,340		164,340		140,787		23,553		14.33%		85.67%

		1		ＥＳ事 コト		U095006803		日立製作 公共		1600012		千葉県警保守		23		千葉県警保守 7月精算分		8/3/16		SBCS1		千葉S1		164,340		164,340		164,340		140,787		23,553		14.33%		85.67%

		3		ＦＳ事 コト		U115000800		日鉄住金ﾃｯｸｽｴﾝ		1600142		TEXENG 1CCﾌﾟﾛｺﾝ操業ｱﾗｰﾑﾒｯｾｰｼﾞの製鋼DB保存改善		0		TEXENG 1CCﾌﾟﾛｺﾝ操業ｱﾗｰﾑﾒｯｾｰｼﾞの製鋼DB保存改善		9/28/16		SBSS2		佐原S2		192,000		192,000		192,000		168,354		23,646		12.32%		87.68%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1600039		RL&FITEC殿他向けCSE業務(2016)山道		2		RL&FITEC殿他向けCSE業務(2016)山道		7/20/16		NJN22		ＮＳ２２		601,885		601,885		601,885		578,114		23,771		3.95%		96.05%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500494		Canon コピー市場フォロー対応[2016]		1		Canon コピー市場フォロー対応[2016] 4月		4/20/16		NJK22		ＥＳ２２		57,120		57,120		57,120		33,258		23,862		41.78%		58.23%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600003		技術者派遣業務（村形 裕一）		5		技術者派遣業務（村形 裕一）		9/30/16		TBS2		東北S2		641,000		641,000		641,000		617,122		23,878		3.73%		96.27%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600008		技術者派遣業務（渡辺 隆）		2		技術者派遣業務（渡辺 隆）		6/30/16		TBS2		東北S2		641,000		641,000		641,000		617,122		23,878		3.73%		96.27%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1600069		CTC(SI諸業務)金融シス4部4課(H28)		1		CTC(SI諸業務)金融シス4部4課(H28)		5/31/16		NJN21		ＮＳ２１		604,287		604,287		604,287		580,330		23,957		3.96%		96.04%

		3		ＦＳ事 コト		U109000500		生協ｺｰﾌﾟﾈｯﾄ		1500319		コープネット CNDB02保守		1		コープネット CNDB02保守 05月		5/20/16		SBSS2		佐原S2		40,000		40,000		40,000		15,994		24,006		60.02%		39.99%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600001		技術者派遣業務（加茂 義幸）		5		技術者派遣業務（加茂 義幸）		9/30/16		TBS2		東北S2		763,500		763,500		763,500		739,344		24,156		3.16%		96.84%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1600069		CTC(SI諸業務)金融シス4部4課(H28)		4		CTC(SI諸業務)金融シス4部4課(H28)		8/31/16		NJN21		ＮＳ２１		602,912		602,912		602,912		578,488		24,424		4.05%		95.95%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1500093		FITEC殿他向けCSE業務(2015)辻田		11		FITEC殿他向けCSE業務(2015)辻田		4/20/16		NJN22		ＮＳ２２		700,108		700,108		700,108		675,393		24,715		3.53%		96.47%

		5		その他 タ		U115004400		江刺猿ケ石		1600135		出納例月検査書販売　江刺猿ヶ石土地改良区		0		出納例月検査書販売　江刺猿ヶ石土地改良区		7/29/16		SB01G		MIPR原		25,000		25,000		25,000		0		25,000		100.00%		0.00%

		3		ＦＳ事 コト		U110001800		千葉ｶﾞｽ		1500318		千葉ガス HHC検針システム他(維持管理)支援		1		千葉ガス HHC検針システム他(維持管理)支援 4/21-5/20		5/20/16		SBSS2		佐原S2		160,000		160,000		160,000		134,937		25,063		15.66%		84.34%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600002		技術者派遣業務（宇都宮 博）		5		技術者派遣業務（宇都宮 博）		9/30/16		TBS2		東北S2		764,500		764,500		764,500		739,344		25,156		3.29%		96.71%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600061		Ｅ４１新仙台メンテナンス		1		Ｅ４１新仙台メンテナンス		6/17/16		TBS2		東北S2		237,600		237,600		237,600		212,386		25,214		10.61%		89.39%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500534		Canon ネットワークカメラ[2016][吉田]		2		Canon ネットワークカメラ[2016][吉田] 6月		6/20/16		NJK22		ＥＳ２２		774,165		774,165		774,165		748,686		25,479		3.29%		96.71%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1600284		[KC]FOTAサーバ保守		4		[KC]FOTAサーバ保守 8月		8/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		793,000		793,000		793,000		767,356		25,644		3.23%		96.77%

		5		その他 タ		U113004300		ﾃﾗﾃｸﾉﾛｼﾞｰ		1600084		【NSG】Tera/ﾔﾏﾄ運輸ｼｽﾃﾑ開発（後藤）		0		【NSG】Tera/ﾔﾏﾄ運輸ｼｽﾃﾑ開発（後藤）		4/30/16		EBCS		ＣＳ課		556,410		556,410		556,410		530,760		25,650		4.61%		95.39%

		2		ＩＣＴ事 コト		U104002700		扇屋商事		1600050		平成２８年度　営業日報システム保守		0		平成２８年度　営業日報システム保守		4/28/16		TBS2		東北S2		105,800		105,800		105,800		80,146		25,654		24.25%		75.75%

		2		ＩＣＴ事 コト		U104002700		扇屋商事		1600050		平成２８年度　営業日報システム保守		2		平成２８年度　営業日報システム保守		6/30/16		TBS2		東北S2		105,800		105,800		105,800		80,146		25,654		24.25%		75.75%

		2		ＩＣＴ事 コト		U104002700		扇屋商事		1600050		平成２８年度　営業日報システム保守		3		平成２８年度　営業日報システム保守		7/31/16		TBS2		東北S2		105,800		105,800		105,800		80,146		25,654		24.25%		75.75%

		2		ＩＣＴ事 コト		U104002700		扇屋商事		1600050		平成２８年度　営業日報システム保守		4		平成２８年度　営業日報システム保守		8/31/16		TBS2		東北S2		105,800		105,800		105,800		80,146		25,654		24.25%		75.75%

		2		ＩＣＴ事 コト		U104002700		扇屋商事		1600050		平成２８年度　営業日報システム保守		5		平成２８年度　営業日報システム保守		9/30/16		TBS2		東北S2		105,800		105,800		105,800		80,146		25,654		24.25%		75.75%

		5		その他 タ		U095008400		ｻﾝﾘｵ		1600112		【OSG】ｻﾝﾘｵ/棚卸ﾃﾞｰﾀ		0		【OSG】ｻﾝﾘｵ/棚卸ﾃﾞｰﾀ		4/30/16		EBCS		ＣＳ課		77,088		77,088		77,088		51,392		25,696		33.33%		66.67%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1500096		RL&FITEC殿他向けCSE業務(2015)山道		11		RL&FITEC殿他向けCSE業務(2015)山道		4/20/16		NJN22		ＮＳ２２		617,629		617,629		617,629		591,727		25,902		4.19%		95.81%

		3		ＦＳ事 コト		U109000500		生協ｺｰﾌﾟﾈｯﾄ		1500319		コープネット CNDB02保守		4		コープネット CNDB02保守 08月		8/20/16		SBSS2		佐原S2		40,000		40,000		40,000		13,995		26,005		65.01%		34.99%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500480		【SJNKS･団体】自主精算汎用化（ＮＩＣＳ対応）		1		【SJNKS･団体】自主精算汎用化（ＮＩＣＳ対応）8月分		8/31/16		NJF21		ＦＳ２１		358,875		358,875		358,875		332,736		26,139		7.28%		92.72%

		1		ＥＳ事 コト		U095006803		日立製作 公共		1500043		千葉県警保守		31		千葉県警保守 3月精算		4/5/16		SBCS1		千葉S1		120,120		120,120		120,120		93,979		26,141		21.76%		78.24%

		1		ＥＳ事 コト		U095006601		日立国際小金井		1600136		HiKE 個別案件(2016)		15		HiKE 全国消防　同時閉塞解除警告条件仕様変更		8/31/16		NJK22		ＥＳ２２		280,000		280,000		280,000		253,792		26,208		9.36%		90.64%

		1		ＥＳ事 コト		U095017100		富士ｾﾞﾛｯｸｽ情報		1600048		新・審査登録業務支援システム保守		10		新・審査登録管理支援システム保守		8/31/16		TBS1		東北S1		26,342		26,342		26,342		0		26,342		100.00%		0.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600027		Ｈ２８年度保守業務に関する作業		3		Ｈ２８年度保守業務に関する作業		7/31/16		TBS2		東北S2		236,066		236,066		236,066		209,388		26,678		11.30%		88.70%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600080		Ｅ４１山の日（８月１１日）制定対応メンテナンス		0		Ｅ４１山の日（８月１１日）制定対応メンテナンス		7/31/16		TBS2		東北S2		165,000		165,000		165,000		138,251		26,749		16.21%		83.79%

		4		ＮＳ事 コト		U111000900		ﾌｼﾞﾃﾚｺﾑ		1600002		ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽSOｻｰﾋﾞｽ用ｼｽﾃﾑ運用管理		5		ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽSOｻｰﾋﾞｽ用ｼｽﾃﾑ運用管理		9/30/16		NJN11		ＮＳ１１		690,000		690,000		690,000		663,147		26,853		3.89%		96.11%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500534		Canon ネットワークカメラ[2016][吉田]		3		Canon ネットワークカメラ[2016][吉田] 7月		7/20/16		NJK22		ＥＳ２２		790,590		790,590		790,590		763,490		27,100		3.43%		96.57%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1500094		高島屋殿他向けｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ(2014 小林)		11		高島屋殿他向けｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ(2014 小林)		4/20/16		NJN22		ＮＳ２２		365,375		365,375		365,375		338,275		27,100		7.42%		92.58%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600002		技術者派遣業務（宇都宮 博）		3		技術者派遣業務（宇都宮 博）		7/31/16		TBS2		東北S2		781,830		781,830		781,830		754,372		27,458		3.51%		96.49%

		1		ＥＳ事 コト		U095017100		富士ｾﾞﾛｯｸｽ情報		1600048		新・審査登録業務支援システム保守		6		新・審査登録管理支援システム保守 2016年度1Q		6/30/16		TBS1		東北S1		578,636		578,636		578,636		550,529		28,107		4.86%		95.14%

		4		ＮＳ事 コト		U106003900		三越伊勢丹PD		1600003		ユーザーサポート業務		1		ユーザーサポート業務		5/31/16		NJN11		ＮＳ１１		600,000		600,000		600,000		571,815		28,185		4.70%		95.30%

		1		ＥＳ事 コト		U095006803		日立製作 公共		1600012		千葉県警保守		21		千葉県警保守 5月精算分		6/3/16		SBCS1		千葉S1		187,880		187,880		187,880		159,312		28,568		15.21%		84.79%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1600243		[NMSE]カラダの時計アプリ評価		0		2016年4月度カラダの時計アプリ評価		4/30/16		NJI12		ＩＣＴ１２		639,000		639,000		639,000		610,410		28,590		4.47%		95.53%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600086		「検針結果確認リスト」出力の速度改善対応		0		「検針結果確認リスト」出力の速度改善対応		7/31/16		TBS2		東北S2		640,000		640,000		640,000		611,111		28,889		4.51%		95.49%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600027		Ｈ２８年度保守業務に関する作業		0		Ｈ２８年度保守業務に関する作業		4/28/16		TBS2		東北S2		221,250		221,250		221,250		192,350		28,900		13.06%		86.94%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600027		Ｈ２８年度保守業務に関する作業		4		Ｈ２８年度保守業務に関する作業		8/31/16		TBS2		東北S2		221,250		221,250		221,250		192,350		28,900		13.06%		86.94%

		5		その他 タ		U096005700		ｿﾆｰ		1600055		【SSG】SONY/ﾒﾀﾃﾞｰﾀ配信ｻｰﾋﾞｽ向けｸﾗｳﾄﾞｼｽﾃﾑの開発運用		3		【SSG】SONY/ﾒﾀﾃﾞｰﾀ配信.ｸﾗｳﾄﾞｼｽﾃﾑの開発運用		6/30/16		EBCS		ＣＳ課		605,150		605,150		605,150		575,550		29,600		4.89%		95.11%

		5		その他 タ		U116003200		仁和貿易		1600408		グラスライブ・コネクト貴社限定トライアルセット		0		グラスライブ・コネクト　初期費用		9/20/16		NERPG		ＲＤＰ（原）		30,000		30,000		30,000		0		30,000		100.00%		0.00%

		3		ＦＳ事 コト		U113002500		海外需要開拓		1600082		COOLJAPAN 案件管理システム保守		2		COOLJAPAN 案件管理システム保守 06月		6/30/16		SBSS2		佐原S2		40,000		40,000		40,000		9,996		30,004		75.01%		24.99%

		2		ＩＣＴ事 コト		U105001200		寺岡精工		1600357		[寺岡]ピッキングカート開発サポート業務		0		[寺岡]ピッキングカート開発サポート業務_7月		8/18/16		NJI12		ＩＣＴ１２		585,000		585,000		585,000		554,334		30,666		5.24%		94.76%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1600239		[NMSE]電話帳アプリ評価		2		2016上期SL推アプリ試験(電話帳)_6月		6/30/16		NJI12		ＩＣＴ１２		794,150		794,150		794,150		763,357		30,793		3.88%		96.12%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500532		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ/ｽｷｬﾅ開発(宮永)[2016]		4		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ/ｽｷｬﾅ開発(宮永)[2016] 8月		8/20/16		NJK22		ＥＳ２２		524,250		524,250		524,250		492,779		31,471		6.00%		94.00%

		3		ＦＳ事 コト		U095010900		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰS		1600026		FIPS　法務省登記システム開発		0		FIPS　法務省登記システム開発		6/27/16		SBCS2		千葉S2		1,950,000		1,950,000		1,950,000		1,918,274		31,726		1.63%		98.37%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600008		技術者派遣業務（渡辺 隆）		5		技術者派遣業務（渡辺 隆）		9/30/16		TBS2		東北S2		641,000		641,000		641,000		609,108		31,892		4.98%		95.02%

		3		ＦＳ事 コト		U109000500		生協ｺｰﾌﾟﾈｯﾄ		1500319		コープネット CNDB02保守		0		コープネット CNDB02保守 04月		4/20/16		SBSS2		佐原S2		40,000		40,000		40,000		7,997		32,003		80.01%		19.99%

		3		ＦＳ事 コト		U113002500		海外需要開拓		1600082		COOLJAPAN 案件管理システム保守		1		COOLJAPAN 案件管理システム保守 05月		5/31/16		SBSS2		佐原S2		40,000		40,000		40,000		7,997		32,003		80.01%		19.99%

		3		ＦＳ事 コト		U113002500		海外需要開拓		1600082		COOLJAPAN 案件管理システム保守		4		COOLJAPAN 案件管理システム保守 08月		8/31/16		SBSS2		佐原S2		40,000		40,000		40,000		7,997		32,003		80.01%		19.99%

		3		ＦＳ事 コト		U109000500		生協ｺｰﾌﾟﾈｯﾄ		1500323		コープネット JSK保守		4		コープネット JSK保守 08月		8/20/16		SBSS2		佐原S2		80,000		80,000		80,000		47,982		32,018		40.02%		59.98%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500532		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ/ｽｷｬﾅ開発(宮永)[2016]		1		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ/ｽｷｬﾅ開発(宮永)[2016] 5月		5/20/16		NJK22		ＥＳ２２		540,000		540,000		540,000		507,584		32,416		6.00%		94.00%

		5		その他 タ		U108000300		Dojo売上		1600325		Dojo顧客向け販売プロジェクト		0		Dojo（AIRDO）向け販売プロジェクト		5/31/16		NERPG		ＲＤＰ（原）		217,500		217,500		217,500		184,875		32,625		15.00%		85.00%

		4		ＮＳ事 コト		U111003600		ｲﾝﾌｨﾆ		1600161		H28 INFINI Tripple保守運用		0		H28 INFINI Tripple保守運用		4/30/16		NJNA2		ＮＡ２		250,000		250,000		250,000		217,337		32,663		13.07%		86.93%

		4		ＮＳ事 コト		U111003600		ｲﾝﾌｨﾆ		1600161		H28 INFINI Tripple保守運用		1		H28 INFINI Tripple保守運用		5/31/16		NJNA2		ＮＡ２		250,000		250,000		250,000		217,337		32,663		13.07%		86.93%

		4		ＮＳ事 コト		U111003600		ｲﾝﾌｨﾆ		1600161		H28 INFINI Tripple保守運用		2		H28 INFINI Tripple保守運用		6/30/16		NJNA2		ＮＡ２		250,000		250,000		250,000		217,337		32,663		13.07%		86.93%

		2		ＩＣＴ事 コト		U113003900		ｳｫﾙﾄ･ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ		1500499		WDJ（DMD010_Widget）		1		WDJ（DMD010_Widget 5x1サイズ対応）		4/6/16		NJI22		ＩＣＴ２２		135,000		135,000		135,000		102,133		32,867		24.35%		75.65%

		1		ＥＳ事 コト		U095006601		日立国際小金井		1600136		HiKE 個別案件(2016)		12		HiKE 市町村Bリモ　横展開作業		7/31/16		NJK22		ＥＳ２２		200,000		200,000		200,000		167,080		32,920		16.46%		83.54%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1600070		CTC(SI委託契約)MH_ｱﾌﾟﾘ仮想化基盤保守(H28)		70		CTC(SI委託契約)MH_ｱﾌﾟﾘ仮想化基盤保守(H28)		9/30/16		NJN21		ＮＳ２１		33,454		33,454		33,454		0		33,454		100.00%		0.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600103		「同時同量　離脱増対応」システム構築（アナログ）		0		「同時同量　離脱増対応」システム構築（アナログ）		9/30/16		TBS2		東北S2		330,000		330,000		330,000		296,539		33,461		10.14%		89.86%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1600034		社内ｾﾝﾀｰ運用RL殿向けCSE業務(2016)井上		3		社内ｾﾝﾀｰ運用RL殿向けCSE業務(2016)井上		8/20/16		NJN22		ＮＳ２２		572,937		572,937		572,937		539,338		33,599		5.86%		94.14%

		1		ＥＳ事 コト		U095017100		富士ｾﾞﾛｯｸｽ情報		1600048		新・審査登録業務支援システム保守		14		新・審査登録管理支援システム保守 2016年度2Q		9/30/16		TBS1		東北S1		33,600		33,600		33,600		0		33,600		100.00%		0.00%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1500154		朝日生命電算機システム運用管理(2015)		11		朝日生命電算機システム運用管理(2015)		4/5/16		NJN23		ＮＳ２３		6,040,000		6,040,000		6,040,000		6,006,330		33,670		0.56%		99.44%

		3		ＦＳ事 コト		U113002500		海外需要開拓		1600082		COOLJAPAN 案件管理システム保守		5		COOLJAPAN 案件管理システム保守 09月		9/30/16		SBSS2		佐原S2		40,000		40,000		40,000		5,998		34,002		85.01%		14.99%

		4		ＮＳ事 コト		U106000500		NSSLCｻｰﾋﾞｽ		1600024		広域ネットワーク構築・運用管理業務		0		広域ネットワーク構築・運用管理業務		4/30/16		NJN22		ＮＳ２２		34,407		34,407		34,407		0		34,407		100.00%		0.00%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1600326		Canon コピー市場バージョンアップ対応[2016]		2		Canon コピー市場バージョンアップ対応[2016] 7月		7/20/16		NJK22		ＥＳ２２		134,400		134,400		134,400		99,402		34,998		26.04%		73.96%

		1		ＥＳ事 コト		U095006601		日立国際小金井		1600136		HiKE 個別案件(2016)		20		HiKE 愛知県尾張建設TM調査作業		9/30/16		NJK22		ＥＳ２２		120,000		120,000		120,000		85,000		35,000		29.17%		70.83%

		1		ＥＳ事 コト		U095006601		日立国際小金井		1600136		HiKE 個別案件(2016)		17		HiKE 銀座線IRデッドマン対応		8/31/16		NJK22		ＥＳ２２		340,000		340,000		340,000		304,550		35,450		10.43%		89.57%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1600038		新日軽ﾍﾞｽﾄｼｽﾃﾑ殿(2016 国見)		2		新日軽ﾍﾞｽﾄｼｽﾃﾑ殿(2016 国見)		7/20/16		NJN22		ＮＳ２２		553,848		553,848		553,848		518,188		35,660		6.44%		93.56%

		4		ＮＳ事 コト		U104003100		富士通ｴﾌｻｽ		1500508		ﾌｧｲﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ		3		【Fsus】ﾌｧｲﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ		6/30/16		NJN11		ＮＳ１１		704,000		704,000		704,000		668,280		35,720		5.07%		94.93%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600009		技術者派遣業務（工藤 雄介）		0		技術者派遣業務（工藤 雄介）		4/30/16		TBS2		東北S2		641,000		641,000		641,000		605,100		35,900		5.60%		94.40%

		3		ＦＳ事 コト		U113002500		海外需要開拓		1600082		COOLJAPAN 案件管理システム保守		0		COOLJAPAN 案件管理システム保守 04月		4/30/16		SBSS2		佐原S2		40,000		40,000		40,000		3,999		36,001		90.00%		10.00%

		3		ＦＳ事 コト		U113002500		海外需要開拓		1600082		COOLJAPAN 案件管理システム保守		3		COOLJAPAN 案件管理システム保守 07月		7/31/16		SBSS2		佐原S2		40,000		40,000		40,000		3,999		36,001		90.00%		10.00%

		3		ＦＳ事 コト		U109000500		生協ｺｰﾌﾟﾈｯﾄ		1500323		コープネット JSK保守		2		コープネット JSK保守 06月		6/20/16		SBSS2		佐原S2		80,000		80,000		80,000		43,984		36,016		45.02%		54.98%

		1		ＥＳ事 コト		U095006501		横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻ		1600314		ＹＪＰ：相馬LNGローリー出荷管理用計算機		1		ＹＪＰ：VizBatchビルダー多言語化		6/27/16		NJK21		ＥＳ２１		722,500		722,500		722,500		686,400		36,100		5.00%		95.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1600284		[KC]FOTAサーバ保守		2		[KC]FOTAサーバ保守 6月		6/30/16		NJI12		ＩＣＴ１２		793,000		793,000		793,000		756,780		36,220		4.57%		95.43%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1600037		高島屋殿他向けｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ(2016 小林)		1		高島屋殿他向けｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ(2016 小林)		6/20/16		NJN22		ＮＳ２２		600,375		600,375		600,375		564,014		36,361		6.06%		93.94%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1600034		社内ｾﾝﾀｰ運用RL殿向けCSE業務(2016)井上		0		社内ｾﾝﾀｰ運用RL殿向けCSE業務(2016)井上		5/20/16		NJN22		ＮＳ２２		590,110		590,110		590,110		553,439		36,671		6.21%		93.79%

		4		ＮＳ事 コト		U100002400		そんぽ24損保		1600062		（そんぽ-基盤 H28）電子計算機システム運用管理業務		2		(そんぽ-基盤 H28)電子計算機システム運用管理業務		6/30/16		NJN21		ＮＳ２１		1,330,000		1,330,000		1,330,000		1,293,307		36,693		2.76%		97.24%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600029		全社業務ｼｽﾃﾑ(資材､人労等)他保守管理業務委託		3		全社業務ｼｽﾃﾑ(資材､人労等)他保守管理業務委託		7/31/16		TBS2		東北S2		750,000		750,000		750,000		713,297		36,703		4.89%		95.11%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1600037		高島屋殿他向けｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ(2016 小林)		2		高島屋殿他向けｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ(2016 小林)		7/20/16		NJN22		ＮＳ２２		618,750		618,750		618,750		581,639		37,111		6.00%		94.00%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1600037		高島屋殿他向けｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ(2016 小林)		0		高島屋殿他向けｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ(2016 小林)		5/20/16		NJN22		ＮＳ２２		590,625		590,625		590,625		553,439		37,186		6.30%		93.70%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1600038		新日軽ﾍﾞｽﾄｼｽﾃﾑ殿(2016 国見)		0		新日軽ﾍﾞｽﾄｼｽﾃﾑ殿(2016 国見)		5/20/16		NJN22		ＮＳ２２		587,312		587,312		587,312		549,914		37,398		6.37%		93.63%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500249		[NMSE]2015上期CB推		10		[NMSE]2015下期アプリ試験業務(あんしん関連)(3月)		4/30/16		NJI12		ＩＣＴ１２		622,000		622,000		622,000		584,347		37,653		6.05%		93.95%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600066		Ｈ７２積算機能の一般管理費乗率変更		0		Ｈ７２積算機能の一般管理費乗率変更		6/3/16		TBS2		東北S2		580,800		580,800		580,800		542,987		37,813		6.51%		93.49%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600146		H28 ASX殿システムオペレーション		1		H28 ASX殿システムオペレーション		9/30/16		NJNA2		ＮＡ２		148,200		148,200		148,200		110,051		38,149		25.74%		74.26%

		5		その他 タ		U105000200		ﾕｰｷｬｽｻｰﾋﾞｽ		1600026		【OSG】Uｷｬｽ/ﾃﾞｰﾀ運用		4		【OSG】Uｷｬｽ/ﾃﾞｰﾀ運用		8/31/16		EBCS		ＣＳ課		1,730,000		1,730,000		1,730,000		1,691,800		38,200		2.21%		97.79%

		1		ＥＳ事 コト		U095017100		富士ｾﾞﾛｯｸｽ情報		1600048		新・審査登録業務支援システム保守		5		新・審査登録管理支援システム保守 2016年度1Q		6/30/16		TBS1		東北S1		670,000		670,000		670,000		631,755		38,245		5.71%		94.29%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1600034		社内ｾﾝﾀｰ運用RL殿向けCSE業務(2016)井上		1		社内ｾﾝﾀｰ運用RL殿向けCSE業務(2016)井上		6/20/16		NJN22		ＮＳ２２		644,673		644,673		644,673		606,315		38,358		5.95%		94.05%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1500091		社内ｾﾝﾀｰ運用RL殿向けCSE業務(2015)井上		11		社内ｾﾝﾀｰ運用RL殿向けCSE業務(2015)井上		4/20/16		NJN22		ＮＳ２２		606,628		606,628		606,628		567,787		38,841		6.40%		93.60%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600001		技術者派遣業務（加茂 義幸）		2		技術者派遣業務（加茂 義幸）		6/30/16		TBS2		東北S2		834,330		834,330		834,330		795,446		38,884		4.66%		95.34%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600003		技術者派遣業務（村形 裕一）		0		技術者派遣業務（村形 裕一）		4/30/16		TBS2		東北S2		641,000		641,000		641,000		602,095		38,905		6.07%		93.93%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1600138		IBM) 朝日生命電算機システム運用管理(2016)		2		IBM) 朝日生命電算機システム運用管理(2016)		7/1/16		NJN23		ＮＳ２３		6,040,000		6,040,000		6,040,000		6,001,068		38,932		0.64%		99.36%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600146		H28 ASX殿システムオペレーション		0		H28 ASX殿システムオペレーション		6/30/16		NJNA2		ＮＡ２		171,000		171,000		171,000		132,062		38,938		22.77%		77.23%

		4		ＮＳ事 コト		U111003600		ｲﾝﾌｨﾆ		1600355		Tripple HIS専用フォーマット ターミナル情報変更		0		Tripple HIS専用フォーマット ターミナル情報変更		9/15/16		NJNA2		ＮＡ２		390,000		390,000		390,000		351,000		39,000		10.00%		90.00%

		5		その他 タ		U108000800		TJK		1500109		MIEL ASPサービス　TJK		11		MIEL ASPサービス　TJK　04月		4/1/16		SB01G		MIPR原		39,500		39,500		39,500		0		39,500		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U108000800		TJK		1600055		MIEL ASPサービス　東京都情報サービス産業健保組合		1		MIEL ASPサービス　TJK　06月		6/1/16		SB01G		MIPR原		39,500		39,500		39,500		0		39,500		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U108000800		TJK		1600055		MIEL ASPサービス　東京都情報サービス産業健保組合		2		MIEL ASPサービス　TJK　07月		7/1/16		SB01G		MIPR原		39,500		39,500		39,500		0		39,500		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U108000800		TJK		1600055		MIEL ASPサービス　東京都情報サービス産業健保組合		3		MIEL ASPサービス　TJK　08月		8/1/16		SB01G		MIPR原		39,500		39,500		39,500		0		39,500		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U108000800		TJK		1600055		MIEL ASPサービス　東京都情報サービス産業健保組合		4		MIEL ASPサービス　TJK　09月		9/1/16		SB01G		MIPR原		39,500		39,500		39,500		0		39,500		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U096005700		ｿﾆｰ		1600055		【SSG】SONY/ﾒﾀﾃﾞｰﾀ配信ｻｰﾋﾞｽ向けｸﾗｳﾄﾞｼｽﾃﾑの開発運用		7		【SSG】SONY/ｸﾗｳﾄﾞｼｽﾃﾑの開発運用(00395299_01)		9/30/16		EBCS		ＣＳ課		557,375		557,375		557,375		517,650		39,725		7.13%		92.87%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600013		特定課題案件対応		0		特定課題案件対応		4/28/16		TBS2		東北S2		1,280,000		1,280,000		1,280,000		1,240,255		39,745		3.11%		96.89%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500494		Canon コピー市場フォロー対応[2016]		3		Canon コピー市場フォロー対応[2016] 6月		6/20/16		NJK22		ＥＳ２２		107,520		107,520		107,520		67,678		39,842		37.06%		62.94%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1600032		C-ITS PX保守、カスタマイズ対応		2		C-ITS PX保守、カスタマイズ対応 06月		6/29/16		SBSS2		佐原S2		4,107,770		4,107,770		4,107,770		4,067,879		39,891		0.97%		99.03%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600010		技術者派遣業務（北島 悠史）		4		技術者派遣業務（北島 悠史）		8/31/16		TBS2		東北S2		641,000		641,000		641,000		601,093		39,907		6.23%		93.77%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600011		技術者派遣業務（青砥 尚代）		1		技術者派遣業務（青砥 尚代）		5/31/16		TBS2		東北S2		641,000		641,000		641,000		601,093		39,907		6.23%		93.77%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500532		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ/ｽｷｬﾅ開発(宮永)[2016]		3		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ/ｽｷｬﾅ開発(宮永)[2016] 7月		7/20/16		NJK22		ＥＳ２２		666,000		666,000		666,000		626,020		39,980		6.00%		94.00%

		3		ＦＳ事 コト		U109000500		生協ｺｰﾌﾟﾈｯﾄ		1500319		コープネット CNDB02保守		5		コープネット CNDB02保守 09月		9/20/16		SBSS2		佐原S2		40,000		40,000		40,000		0		40,000		100.00%		0.00%

		3		ＦＳ事 コト		U109000500		生協ｺｰﾌﾟﾈｯﾄ		1500323		コープネット JSK保守		3		コープネット JSK保守 07月		7/20/16		SBSS2		佐原S2		80,000		80,000		80,000		39,985		40,015		50.02%		49.98%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1600079		森永乳業　一般開発業務支援【開発】		1		森永乳業　一般開発業務支援【開発】(5月)		5/31/16		NJI21		ＩＣＴ２１		2,530,000		2,530,000		2,530,000		2,489,908		40,092		1.58%		98.42%

		2		ＩＣＴ事 コト		U110000100		NTTﾄﾞｺﾓ		1600178		[DCM]次世代CSｻｰﾋﾞｽ関連ｼｽﾃﾑ保守運営業務(2016年度)		3		[DCM]次世代CSｻｰﾋﾞｽ関連ｼｽﾃﾑ保守運営業務(2016年7月)		7/31/16		NJI22		ＩＣＴ２２		3,078,250		3,078,250		3,078,250		3,038,109		40,141		1.30%		98.70%

		5		その他 タ		U103002400		明治安田ｼｽﾃﾑﾃｸ		1600148		MIEL ASPサービス　明治安田システム・テクノロジー		0		MIEL ASPサービス　明治安田　09月		9/1/16		SB01G		MIPR原		40,152		40,152		40,152		0		40,152		100.00%		0.00%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1600115		IBM) NKランオフヘルプ		23		IBM) NKランオフヘルプ		8/24/16		NJN23		ＮＳ２３		185,000		185,000		185,000		144,839		40,161		21.71%		78.29%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500532		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ/ｽｷｬﾅ開発(宮永)[2016]		5		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ/ｽｷｬﾅ開発(宮永)[2016] 9月		9/20/16		NJK22		ＥＳ２２		670,500		670,500		670,500		630,250		40,250		6.00%		94.00%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1600034		社内ｾﾝﾀｰ運用RL殿向けCSE業務(2016)井上		4		社内ｾﾝﾀｰ運用RL殿向けCSE業務(2016)井上		9/20/16		NJN22		ＮＳ２２		622,026		622,026		622,026		581,639		40,387		6.49%		93.51%

		4		ＮＳ事 コト		U111003600		ｲﾝﾌｨﾆ		1500466		INFINI i5システム機器撤去対応		0		INFINI i5システム機器撤去対応		6/30/16		NJNA2		ＮＡ２		360,000		360,000		360,000		319,559		40,441		11.23%		88.77%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1600246		[KC]ISP 請負案件		12		OUTDOORアプリ仕様変更対応		7/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		811,563		811,563		811,563		770,985		40,578		5.00%		95.00%

		5		その他 タ		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1600019		【OSG】NHKMT/庶務業務(砧)		3		【OSG】NHKMT/庶務業務(砧)		7/31/16		EBCS		ＣＳ課		400,000		400,000		400,000		359,161		40,839		10.21%		89.79%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600027		Ｈ２８年度保守業務に関する作業		2		Ｈ２８年度保守業務に関する作業		6/30/16		TBS2		東北S2		221,250		221,250		221,250		180,328		40,922		18.50%		81.50%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500530		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀﾌｧｰﾑｳｪｱ開発(長谷川)[2016]		4		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀﾌｧｰﾑｳｪｱ開発(長谷川)[2016] 8月		8/20/16		NJK22		ＥＳ２２		511,750		511,750		511,750		470,572		41,178		8.05%		91.95%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1600038		新日軽ﾍﾞｽﾄｼｽﾃﾑ殿(2016 国見)		3		新日軽ﾍﾞｽﾄｼｽﾃﾑ殿(2016 国見)		8/20/16		NJN22		ＮＳ２２		654,992		654,992		654,992		613,365		41,627		6.36%		93.64%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1600246		[KC]ISP 請負案件		7		M16 Homeアプリ開発		7/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		834,750		834,750		834,750		793,013		41,737		5.00%		95.00%

		4		ＮＳ事 コト		U097001400		富士通(品川)		1500507		GSｻﾎﾟｰﾄ作業		4		【F白川】GSｻﾎﾟｰﾄ作業		8/25/16		NJN11		ＮＳ１１		633,462		633,462		633,462		591,670		41,792		6.60%		93.40%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500532		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ/ｽｷｬﾅ開発(宮永)[2016]		2		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ/ｽｷｬﾅ開発(宮永)[2016] 6月		6/20/16		NJK22		ＥＳ２２		697,500		697,500		697,500		655,629		41,871		6.00%		94.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600007		技術者派遣業務（遠藤 誠）		5		技術者派遣業務（遠藤 誠）		9/30/16		TBS2		東北S2		641,000		641,000		641,000		599,089		41,911		6.54%		93.46%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600010		技術者派遣業務（北島 悠史）		5		技術者派遣業務（北島 悠史）		9/30/16		TBS2		東北S2		641,000		641,000		641,000		599,089		41,911		6.54%		93.46%

		1		ＥＳ事 コト		U095017100		富士ｾﾞﾛｯｸｽ情報		1600048		新・審査登録業務支援システム保守		1		新・審査登録業務支援システム保守		5/31/16		TBS1		東北S1		41,979		41,979		41,979		0		41,979		100.00%		0.00%

		1		ＥＳ事 コト		U095006601		日立国際小金井		1600136		HiKE 個別案件(2016)		0		HiKE 列車無線　銀座線のIR非常発報対応		4/28/16		NJK22		ＥＳ２２		204,000		204,000		204,000		162,000		42,000		20.59%		79.41%

		4		ＮＳ事 コト		U097001400		富士通(品川)		1500507		GSｻﾎﾟｰﾄ作業		1		【F白川】GSｻﾎﾟｰﾄ作業		5/25/16		NJN11		ＮＳ１１		637,722		637,722		637,722		595,641		42,081		6.60%		93.40%

		4		ＮＳ事 コト		U099001600		富士通ｼｽﾃﾑｽﾞ･ｲ		1600023		【FSE】ホスト運用支援及びサーバー構築作業		0		【FSE】GSｻﾎﾟｰﾄﾃﾞｽｸｾﾝﾀｰ業務(保守関連)		4/30/16		NJN11		ＮＳ１１		770,800		770,800		770,800		728,667		42,133		5.47%		94.53%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1600038		新日軽ﾍﾞｽﾄｼｽﾃﾑ殿(2016 国見)		4		新日軽ﾍﾞｽﾄｼｽﾃﾑ殿(2016 国見)		9/20/16		NJN22		ＮＳ２２		651,984		651,984		651,984		609,840		42,144		6.46%		93.54%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1600241		[NMSE]WMアプリ評価		0		WMアプリ試験業務(2016年度)		4/30/16		NJI12		ＩＣＴ１２		558,500		558,500		558,500		516,183		42,317		7.58%		92.42%

		5		その他 タ		U108000800		TJK		1600055		MIEL ASPサービス　東京都情報サービス産業健保組合		0		MIEL ASPサービス　TJK　05月		5/1/16		SB01G		MIPR原		42,352		42,352		42,352		0		42,352		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U113004300		ﾃﾗﾃｸﾉﾛｼﾞｰ		1600084		【NSG】Tera/ﾔﾏﾄ運輸ｼｽﾃﾑ開発（後藤）		3		【NSG】Tera/ﾔﾏﾄ運輸ｼｽﾃﾑ開発（後藤）		7/31/16		EBCS		ＣＳ課		546,680		546,680		546,680		504,155		42,525		7.78%		92.22%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1600037		高島屋殿他向けｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ(2016 小林)		4		高島屋殿他向けｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ(2016 小林)		9/20/16		NJN22		ＮＳ２２		557,343		557,343		557,343		514,663		42,680		7.66%		92.34%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600027		Ｈ２８年度保守業務に関する作業		5		Ｈ２８年度保守業務に関する作業		9/30/16		TBS2		東北S2		226,621		226,621		226,621		183,914		42,707		18.85%		81.15%

		5		その他 タ		U095021000		ｴｽ･ﾃﾞｲ･ｼｰ		1600027		【OSG】SDC/薬業健保精査業務		4		【OSG】SDC/薬業健保精査業務		8/31/16		EBCS		ＣＳ課		4,545,000		4,545,000		4,545,000		4,502,228		42,772		0.94%		99.06%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1600038		新日軽ﾍﾞｽﾄｼｽﾃﾑ殿(2016 国見)		1		新日軽ﾍﾞｽﾄｼｽﾃﾑ殿(2016 国見)		6/20/16		NJN22		ＮＳ２２		673,792		673,792		673,792		630,991		42,801		6.35%		93.65%

		1		ＥＳ事 コト		U097001401		富士通(川崎)		1600220		ＭＴＣ：市町村防災新規格プログラム設計３ー３		0		ＭＴＣ：市町村防災新規格プログラム設計３ー３		5/14/16		NJK21		ＥＳ２１		1,700,000		1,700,000		1,700,000		1,656,940		43,060		2.53%		97.47%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1600037		高島屋殿他向けｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ(2016 小林)		3		高島屋殿他向けｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ(2016 小林)		8/20/16		NJN22		ＮＳ２２		614,343		614,343		614,343		571,064		43,279		7.04%		92.96%

		4		ＮＳ事 コト		U099001600		富士通ｼｽﾃﾑｽﾞ･ｲ		1600023		【FSE】ホスト運用支援及びサーバー構築作業		5		【FSE】GSｻﾎﾟｰﾄﾃﾞｽｸｾﾝﾀｰ業務(保守関連)		9/30/16		NJN11		ＮＳ１１		807,700		807,700		807,700		764,406		43,294		5.36%		94.64%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1600034		社内ｾﾝﾀｰ運用RL殿向けCSE業務(2016)井上		2		社内ｾﾝﾀｰ運用RL殿向けCSE業務(2016)井上		7/20/16		NJN22		ＮＳ２２		657,101		657,101		657,101		613,365		43,736		6.66%		93.34%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1600246		[KC]ISP 請負案件		13		CA37 歩数計アプリ開発（仕様変更対応）		8/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		877,647		877,647		877,647		833,765		43,882		5.00%		95.00%

		4		ＮＳ事 コト		U104004500		野村総合研究所		1600012		野村総研（２０１５年度）		1		野村総研（２０１５年度）		5/31/16		NJN11		ＮＳ１１		1,283,994		1,283,994		1,283,994		1,239,926		44,068		3.43%		96.57%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1600285		[NMSE]スゴ得アプリ評価		0		スゴ得アプリ評価 4_5月		5/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		700,700		700,700		700,700		656,387		44,313		6.32%		93.68%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500530		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀﾌｧｰﾑｳｪｱ開発(長谷川)[2016]		1		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀﾌｧｰﾑｳｪｱ開発(長谷川)[2016] 5月		5/20/16		NJK22		ＥＳ２２		552,000		552,000		552,000		507,584		44,416		8.05%		91.95%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1600115		IBM) NKランオフヘルプ		21		IBM) NKランオフヘルプ		6/13/16		NJN23		ＮＳ２３		205,000		205,000		205,000		160,497		44,503		21.71%		78.29%

		4		ＮＳ事 コト		U095023300		三井ﾎｰﾑ		1600009		ｼｽﾃﾑ管理ｾﾝﾀｰ ｽﾎﾟｯﾄ案件		1		レンタル満了PC返却対応支援		4/30/16		NJN11		ＮＳ１１		230,400		230,400		230,400		185,789		44,611		19.36%		80.64%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600096		Co.人労(個人別休暇取得および36時間管理機能)		0		Co.人労(個人別休暇取得および36時間管理機能)		7/31/16		TBS2		東北S2		225,000		225,000		225,000		180,328		44,672		19.85%		80.15%

		4		ＮＳ事 コト		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1600101		NHKMT IT運用部（営業系）		4		NHKMT IT運用部（営業系）		8/31/16		NJN12		ＮＳ１２		5,402,931		5,402,931		5,402,931		5,358,144		44,787		0.83%		99.17%

		5		その他 タ		U095008500		高島屋		1600392		グラスライブ・コネクト貴社限定トライアルセット		0		グラスライブ・コネクト貴社限定トライアルセット8月		8/31/16		NERPG		ＲＤＰ（原）		45,000		45,000		45,000		0		45,000		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U095008500		高島屋		1600392		グラスライブ・コネクト貴社限定トライアルセット		1		グラスライブ・コネクト貴社限定トライアルセット9月		9/30/16		NERPG		ＲＤＰ（原）		45,000		45,000		45,000		0		45,000		100.00%		0.00%

		3		ＦＳ事 コト		U110001800		千葉ｶﾞｽ		1500318		千葉ガス HHC検針システム他(維持管理)支援		0		千葉ガス HHC検針システム他(維持管理)支援 3/21-4/20		4/20/16		SBSS2		佐原S2		240,000		240,000		240,000		193,731		46,269		19.28%		80.72%

		4		ＮＳ事 コト		U097001400		富士通(品川)		1500507		GSｻﾎﾟｰﾄ作業		2		【F白川】GSｻﾎﾟｰﾄ作業		6/28/16		NJN11		ＮＳ１１		709,716		709,716		709,716		663,147		46,569		6.56%		93.44%

		3		ＦＳ事 コト		U111004000		ｵﾒｶﾞｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ		1600104		ＬＮＧ基地／石油備蓄基地向け検査業務		2		ＬＮＧ基地／石油備蓄基地向け検査業務		8/31/16		SBCS3		千葉S3		547,200		547,200		547,200		500,442		46,758		8.54%		91.46%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1600115		IBM) NKランオフヘルプ		24		IBM) NKランオフヘルプ		9/29/16		NJN23		ＮＳ２３		207,500		207,500		207,500		160,497		47,003		22.65%		77.35%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500490		Canon バージョンアップ対応開発[2016]		2		Canon バージョンアップ対応開発[2016]		4/20/16		NJK22		ＥＳ２２		195,064		195,064		195,064		147,966		47,098		24.14%		75.86%

		3		ＦＳ事 コト		U111004000		ｵﾒｶﾞｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ		1500198		ＬＮＧ基地／石油備蓄基地向け検査業務		11		ＬＮＧ基地／石油備蓄基地向け検査業務		5/31/16		SBCS3		千葉S3		554,800		554,800		554,800		507,393		47,407		8.54%		91.46%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1600365		ゆうゆう共済事務支援ｼｽﾃﾑ2016度8月年次開発		1		ゆうゆう共済事務支援ｼｽﾃﾑ2016度8月年次開発(8月)		8/31/16		NJF11		ＦＳ１１		185,900		185,900		185,900		138,098		47,802		25.71%		74.29%

		1		ＥＳ事 コト		U098003100		ｱｽﾞﾋﾞﾙﾋﾞﾙｼｽﾃﾑｶ		1600271		Ａ：FXBMS Edge対応試験		2		Ａ：ICCSJOB稼働管理改修		9/5/16		NJK21		ＥＳ２１		957,000		957,000		957,000		909,150		47,850		5.00%		95.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1600284		[KC]FOTAサーバ保守		5		[KC]FOTAサーバ保守 9月		9/30/16		NJI12		ＩＣＴ１２		793,000		793,000		793,000		745,103		47,897		6.04%		93.96%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500536		【SJNKS･満期】日常（２０１６年度）		0		【SJNKS･満期】日常（2016年04月）		4/30/16		NJF21		ＦＳ２１		206,250		206,250		206,250		158,242		48,008		23.28%		76.72%

		2		ＩＣＴ事 コト		U113003900		ｳｫﾙﾄ･ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ		1600385		[WDJ]Dlife フェーズ2		1		[WDJ]Dlife OneIDバージョンアップ対応		9/30/16		NJI22		ＩＣＴ２２		405,000		405,000		405,000		356,379		48,621		12.01%		87.99%

		4		ＮＳ事 コト		U097001400		富士通(品川)		1500507		GSｻﾎﾟｰﾄ作業		3		【F白川】GSｻﾎﾟｰﾄ作業		7/22/16		NJN11		ＮＳ１１		724,200		724,200		724,200		675,060		49,140		6.79%		93.21%

		3		ＦＳ事 コト		U109003300		富士ｾﾞﾛｯｸｽｼｽﾃﾑ		1600305		FXSS案件		2		JNET保守ツール整合性確認（886I）機能改善		8/5/16		NJF12		ＦＳ１２		984,500		984,500		984,500		935,000		49,500		5.03%		94.97%

		1		ＥＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1600043		CITS 貯蔵品流通管理システム開発		1		CITS 貯蔵品流通管理システム開発 5月		5/31/16		SBCS1		千葉S1		587,100		587,100		587,100		537,491		49,609		8.45%		91.55%

		4		ＮＳ事 コト		U095023300		三井ﾎｰﾑ		1600006		ｼｽﾃﾑ管理ｾﾝﾀｰ運用管理業務　他		0		ｼｽﾃﾑ管理ｾﾝﾀｰ運用管理業務　他		4/30/16		NJN11		ＮＳ１１		3,150,000		3,150,000		3,150,000		3,100,311		49,689		1.58%		98.42%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600005		技術者派遣業務（庄子 貴幸）		4		技術者派遣業務（庄子 貴幸）		8/31/16		TBS2		東北S2		671,000		671,000		671,000		621,129		49,871		7.43%		92.57%

		4		ＮＳ事 コト		U111000900		ﾌｼﾞﾃﾚｺﾑ		1600002		ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽSOｻｰﾋﾞｽ用ｼｽﾃﾑ運用管理		1		ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽSOｻｰﾋﾞｽ用ｼｽﾃﾑ運用管理		5/31/16		NJN11		ＮＳ１１		690,000		690,000		690,000		639,321		50,679		7.34%		92.66%

		3		ＦＳ事 コト		U095010700		ちばぎんｺﾝﾋﾟｭｰ		1600019		CCS　介護保険（特別区）　ソフトウェア開発		5		CCS　介護保険（特別区）　ソフトウェア開発		9/30/16		SBCS2		千葉S2		630,544		630,544		630,544		579,820		50,724		8.04%		91.96%

		3		ＦＳ事 コト		U095008107		三越伊勢丹ｼｽﾃﾑ		1600107		外商・周辺グループ内業務		0		外商・周辺グループ内業務（４月）		4/30/16		NJF12		ＦＳ１２		750,000		750,000		750,000		699,210		50,790		6.77%		93.23%

		4		ＮＳ事 コト		U097001400		富士通(品川)		1500507		GSｻﾎﾟｰﾄ作業		0		【F白川】GSｻﾎﾟｰﾄ作業		4/25/16		NJN11		ＮＳ１１		749,334		749,334		749,334		698,232		51,102		6.82%		93.18%

		5		その他 タ		U113003200		ｱｰﾙ･ｼｲｰﾃｲｰ･ｼﾞｬ		1600107		【NSG】RCTJ/ﾋﾟｰﾌﾟﾙｶｳﾝﾀｰ（伊東）		0		【NSG】RCTJ/ﾋﾟｰﾌﾟﾙｶｳﾝﾀｰ（伊東）		4/30/16		EBCS		ＣＳ課		451,500		451,500		451,500		400,398		51,102		11.32%		88.68%

		4		ＮＳ事 コト		U111003600		ｲﾝﾌｨﾆ		1600161		H28 INFINI Tripple保守運用		3		H28 INFINI Tripple保守運用		7/31/16		NJNA2		ＮＡ２		585,000		585,000		585,000		533,837		51,163		8.75%		91.25%

		4		ＮＳ事 コト		U111003600		ｲﾝﾌｨﾆ		1600161		H28 INFINI Tripple保守運用		4		H28 INFINI Tripple保守運用		8/31/16		NJNA2		ＮＡ２		585,000		585,000		585,000		533,837		51,163		8.75%		91.25%

		4		ＮＳ事 コト		U111003600		ｲﾝﾌｨﾆ		1600161		H28 INFINI Tripple保守運用		5		H28 INFINI Tripple保守運用		9/30/16		NJNA2		ＮＡ２		585,000		585,000		585,000		533,837		51,163		8.75%		91.25%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1600239		[NMSE]電話帳アプリ評価		5		2016上期SL推アプリ試験(電話帳)_9月		9/30/16		NJI12		ＩＣＴ１２		382,400		382,400		382,400		330,796		51,604		13.49%		86.51%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600105		WING端末更新に伴う影響調査対応(組合)		0		WING端末更新に伴う影響調査対応(組合)		9/30/16		TBS2		東北S2		240,000		240,000		240,000		188,342		51,658		21.52%		78.48%

		1		ＥＳ事 コト		U095026300		ﾌｸﾀﾞ電子		1600227		ＣＶＷ：沖縄県立中部病院　院内トリアージ開発		3		ＣＶＷ：沖縄中部 CVW-8000 Mirrel向けバイタル連携		9/15/16		NJK21		ＥＳ２１		400,000		400,000		400,000		348,252		51,748		12.94%		87.06%

		4		ＮＳ事 コト		U104004500		野村総合研究所		1600012		野村総研（２０１５年度）		3		野村総研（２０１５年度）		7/31/16		NJN11		ＮＳ１１		699,045		699,045		699,045		647,263		51,782		7.41%		92.59%

		4		ＮＳ事 コト		U111003600		ｲﾝﾌｨﾆ		1600364		Tripple シートリクエスト機能改善・暫定対応		0		Tripple シートリクエスト機能改善・暫定対応		9/15/16		NJNA2		ＮＡ２		518,750		518,750		518,750		466,875		51,875		10.00%		90.00%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1500095		新日軽ﾍﾞｽﾄｼｽﾃﾑ殿(2015 国見)		11		新日軽ﾍﾞｽﾄｼｽﾃﾑ殿(2015 国見)		4/20/16		NJN22		ＮＳ２２		706,128		706,128		706,128		654,242		51,886		7.35%		92.65%

		3		ＦＳ事 コト		U111004000		ｵﾒｶﾞｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ		1600104		ＬＮＧ基地／石油備蓄基地向け検査業務		1		ＬＮＧ基地／石油備蓄基地向け検査業務		7/31/16		SBCS3		千葉S3		608,000		608,000		608,000		556,047		51,953		8.54%		91.46%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500530		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀﾌｧｰﾑｳｪｱ開発(長谷川)[2016]		3		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀﾌｧｰﾑｳｪｱ開発(長谷川)[2016] 7月		7/20/16		NJK22		ＥＳ２２		646,300		646,300		646,300		594,296		52,004		8.05%		91.95%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1600312		[NMSE]カラキモアプリ評価		0		カラダのキモチ キャリアフリー版先行開発		5/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		975,150		975,150		975,150		923,047		52,103		5.34%		94.66%

		3		ＦＳ事 コト		U095010700		ちばぎんｺﾝﾋﾟｭｰ		1600019		CCS　介護保険（特別区）　ソフトウェア開発		2		CCS　介護保険（特別区）　ソフトウェア開発		6/30/16		SBCS2		千葉S2		685,752		685,752		685,752		633,541		52,211		7.61%		92.39%

		5		その他 タ		U114002700		ﾗｸﾗｽ		1600039		【OSG】ラクラス/コンサルティング		5		【OSG】ラクラス/コンサルティング		9/30/16		EBCS		ＣＳ課		507,681		507,681		507,681		454,937		52,744		10.39%		89.61%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1600115		IBM) NKランオフヘルプ		22		IBM) NKランオフヘルプ		7/20/16		NJN23		ＮＳ２３		252,500		252,500		252,500		199,643		52,857		20.93%		79.07%

		4		ＮＳ事 コト		U111003600		ｲﾝﾌｨﾆ		1500464		INFINI Tripple YKセグメント対応		0		INFINI Tripple YKセグメント対応		4/20/16		NJNA2		ＮＡ２		531,000		531,000		531,000		477,900		53,100		10.00%		90.00%

		5		その他 タ		U114002700		ﾗｸﾗｽ		1600039		【OSG】ラクラス/コンサルティング		1		【OSG】ラクラス/コンサルティング		5/31/16		EBCS		ＣＳ課		502,062		502,062		502,062		448,951		53,111		10.58%		89.42%

		3		ＦＳ事 コト		U095010700		ちばぎんｺﾝﾋﾟｭｰ		1600019		CCS　介護保険（特別区）　ソフトウェア開発		3		CCS　介護保険（特別区）　ソフトウェア開発		7/31/16		SBCS2		千葉S2		660,754		660,754		660,754		607,607		53,147		8.04%		91.96%

		3		ＦＳ事 コト		U111004000		ｵﾒｶﾞｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ		1600104		ＬＮＧ基地／石油備蓄基地向け検査業務		3		ＬＮＧ基地／石油備蓄基地向け検査業務		9/30/16		SBCS3		千葉S3		623,200		623,200		623,200		569,948		53,252		8.54%		91.46%

		2		ＩＣＴ事 コト		U103000200		ｼｬｰﾌﾟﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾋ		1600030		DL75/GP11D MTF/UM試験		4		DL90 フィールド試験		6/24/16		SBSS1		佐原S1		545,230		545,230		545,230		491,871		53,359		9.79%		90.21%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1500492		[KC]春夏Browser開発		5		KA73 WebViewMR対応		8/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		507,000		507,000		507,000		453,369		53,631		10.58%		89.42%

		5		その他 タ		U114002700		ﾗｸﾗｽ		1600039		【OSG】ラクラス/コンサルティング		3		【OSG】ラクラス/コンサルティング		7/31/16		EBCS		ＣＳ課		515,656		515,656		515,656		461,588		54,068		10.49%		89.51%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1500156		IBM)ＮＫひばりヘルプ		31		IBM)ＮＫひばりヘルプ		4/15/16		NJN23		ＮＳ２３		230,000		230,000		230,000		175,813		54,187		23.56%		76.44%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400631		Canon HMD組み込みソフト開発・設計[2015]		12		Canon HMD組み込みソフト開発・設計[2015] 4月		4/20/16		NJK22		ＥＳ２２		257,600		257,600		257,600		203,348		54,252		21.06%		78.94%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600063		リース管理システム　Ｈ２８年度改修		0		リース管理システム　Ｈ２８年度改修		7/31/16		TBS2		東北S2		720,000		720,000		720,000		665,210		54,790		7.61%		92.39%

		5		その他 タ		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1600019		【OSG】NHKMT/庶務業務(砧)		5		【OSG】NHKMT/庶務業務(砧)		9/30/16		EBCS		ＣＳ課		384,375		384,375		384,375		329,231		55,144		14.35%		85.65%

		1		ＥＳ事 コト		U095006501		横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻ		1500422		ＹＪＰ：東電富津		2		ＹＪＰ：東電富津LNG管理用計算機1号タンク密度計更新		4/22/16		NJK21		ＥＳ２１		1,260,200		1,260,200		1,260,200		1,204,950		55,250		4.38%		95.62%

		1		ＥＳ事 コト		U095026000		ｼﾞｮﾝｿﾝｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾞ		1600226		Ｊ：ビル中央監視派遣 2016年度		0		Ｊ：ビル中央監視派遣　齋藤翼(4月）		5/11/16		NJK21		ＥＳ２１		876,500		876,500		876,500		821,036		55,464		6.33%		93.67%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1400642		[KC]KA434466 ﾃﾞｲﾘｰｽﾃｯﾌﾟ、ﾎｰﾑ、ｷﾞｬﾗﾘｰ		25		[KC]CA48 OUTDOOR PORTAL事前検討		4/30/16		NJI12		ＩＣＴ１２		1,113,000		1,113,000		1,113,000		1,057,350		55,650		5.00%		95.00%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1600115		IBM) NKランオフヘルプ		20		IBM) NKランオフヘルプ		5/18/16		NJN23		ＮＳ２３		247,500		247,500		247,500		191,814		55,686		22.50%		77.50%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600007		技術者派遣業務（遠藤 誠）		1		技術者派遣業務（遠藤 誠）		5/31/16		TBS2		東北S2		641,000		641,000		641,000		585,064		55,936		8.73%		91.27%

		3		ＦＳ事 コト		U109000500		生協ｺｰﾌﾟﾈｯﾄ		1500323		コープネット JSK保守		1		コープネット JSK保守 05月		5/20/16		SBSS2		佐原S2		80,000		80,000		80,000		23,991		56,009		70.01%		29.99%

		3		ＦＳ事 コト		U113002500		海外需要開拓		1600081		COOLJAPAN 案件管理システムサーバ移行対応		0		COOLJAPAN 案件管理システムサーバ移行対応		4/29/16		SBSS2		佐原S2		170,000		170,000		170,000		113,958		56,042		32.97%		67.03%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1400642		[KC]KA434466 ﾃﾞｲﾘｰｽﾃｯﾌﾟ、ﾎｰﾑ、ｷﾞｬﾗﾘｰ		27		[KC]CA48 HOMEアプリ開発		6/30/16		NJI12		ＩＣＴ１２		1,124,594		1,124,594		1,124,594		1,068,365		56,229		5.00%		95.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1600266		[KC]MDM(Security)開発		4		CA15 Security開発（SKAGEN差分対応～OTR試験）		8/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		312,000		312,000		312,000		255,615		56,385		18.07%		81.93%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500530		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀﾌｧｰﾑｳｪｱ開発(長谷川)[2016]		2		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀﾌｧｰﾑｳｪｱ開発(長谷川)[2016] 6月		6/20/16		NJK22		ＥＳ２２		703,800		703,800		703,800		647,169		56,631		8.05%		91.95%

		3		ＦＳ事 コト		U095010700		ちばぎんｺﾝﾋﾟｭｰ		1600019		CCS　介護保険（特別区）　ソフトウェア開発		4		CCS　介護保険（特別区）　ソフトウェア開発		8/31/16		SBCS2		千葉S2		712,624		712,624		712,624		655,771		56,853		7.98%		92.02%

		2		ＩＣＴ事 コト		U096005700		ｿﾆｰ		1600346		[SONY]SongPal iOSアプリ開発		0		[SONY]SongPal iOSアプリ開発(7月)		7/20/16		NJI11		ＩＣＴ１１		1,139,000		1,139,000		1,139,000		1,082,000		57,000		5.00%		95.00%

		1		ＥＳ事 コト		U095006803		日立製作 公共		1600011		気象庁SWII保守		2		気象庁SWII保守 6月		6/30/16		SBCS1		千葉S1		749,700		749,700		749,700		692,521		57,179		7.63%		92.37%

		4		ＮＳ事 コト		U108003100		ｴﾑﾕｰﾌﾛﾝﾃｨｱ債権		1600339		ヘルプデスク業務		1		ヘルプデスク業務		8/31/16		NJN11		ＮＳ１１		1,390,000		1,390,000		1,390,000		1,332,638		57,362		4.13%		95.87%

		3		ＦＳ事 コト		U111004000		ｵﾒｶﾞｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ		1600104		ＬＮＧ基地／石油備蓄基地向け検査業務		0		ＬＮＧ基地／石油備蓄基地向け検査業務		6/30/16		SBCS3		千葉S3		672,600		672,600		672,600		615,127		57,473		8.54%		91.46%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1600246		[KC]ISP 請負案件		6		CA37 歩数計開発(総合評価、不具合改修)		8/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		1,150,100		1,150,100		1,150,100		1,092,595		57,505		5.00%		95.00%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500530		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀﾌｧｰﾑｳｪｱ開発(長谷川)[2016]		5		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀﾌｧｰﾑｳｪｱ開発(長谷川)[2016] 9月		9/20/16		NJK22		ＥＳ２２		718,750		718,750		718,750		660,916		57,834		8.05%		91.95%

		3		ＦＳ事 コト		U095010700		ちばぎんｺﾝﾋﾟｭｰ		1600019		CCS　介護保険（特別区）　ソフトウェア開発		0		CCS　介護保険（特別区）　ソフトウェア開発		4/30/16		SBCS2		千葉S2		700,713		700,713		700,713		642,804		57,909		8.26%		91.74%

		1		ＥＳ事 コト		U095026300		ﾌｸﾀﾞ電子		1600267		ＭＥ：DS-8600機能改良　開発支援作業		3		ＭＥ：DS-8600機能改良の仕様追加		7/29/16		NJK21		ＥＳ２１		490,000		490,000		490,000		432,008		57,992		11.84%		88.16%

		5		その他 タ		U097001800		ｼｰｴｰｼｰﾅﾚｯｼﾞ		1600012		【OSG】CAC/営業事務及びアシスタント業務		1		【OSG】CAC/ｲﾝﾌﾗ構築・ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ業務		5/31/16		EBCS		ＣＳ課		531,998		531,998		531,998		473,992		58,006		10.90%		89.10%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1600283		[KC]GPS派遣		7		GPS派遣 長谷川7月_後半		8/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		335,100		335,100		335,100		276,666		58,434		17.44%		82.56%

		1		ＥＳ事 コト		U095006601		日立国際小金井		1600136		HiKE 個別案件(2016)		21		HiKE ユーザレベル3での班本部運用切替仕様変更 		9/30/16		NJK22		ＥＳ２２		160,000		160,000		160,000		101,517		58,483		36.55%		63.45%

		4		ＮＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600120		SJNKS) 運用管理チーム支援		0		SJNKS) 運用管理チーム支援		4/30/16		NJN23		ＮＳ２３		740,000		740,000		740,000		681,135		58,865		7.95%		92.05%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600008		技術者派遣業務（渡辺 隆）		3		技術者派遣業務（渡辺 隆）		7/31/16		TBS2		東北S2		641,000		641,000		641,000		582,058		58,942		9.20%		90.80%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600009		技術者派遣業務（工藤 雄介）		3		技術者派遣業務（工藤 雄介）		7/31/16		TBS2		東北S2		641,000		641,000		641,000		582,058		58,942		9.20%		90.80%

		3		ＦＳ事 コト		U095010700		ちばぎんｺﾝﾋﾟｭｰ		1600019		CCS　介護保険（特別区）　ソフトウェア開発		1		CCS　介護保険（特別区）　ソフトウェア開発		5/31/16		SBCS2		千葉S2		674,156		674,156		674,156		615,017		59,139		8.77%		91.23%

		1		ＥＳ事 コト		U095026000		ｼﾞｮﾝｿﾝｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾞ		1600232		Ｊ：テナント見える化　図面改造		2		Ｊ：BMSログ機能修正		8/24/16		NJK21		ＥＳ２１		297,500		297,500		297,500		238,045		59,455		19.98%		80.02%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1600284		[KC]FOTAサーバ保守		0		[KC]FOTAサーバ保守 4月		4/30/16		NJI12		ＩＣＴ１２		791,000		791,000		791,000		731,101		59,899		7.57%		92.43%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600009		技術者派遣業務（工藤 雄介）		2		技術者派遣業務（工藤 雄介）		6/30/16		TBS2		東北S2		641,000		641,000		641,000		581,057		59,943		9.35%		90.65%

		5		その他 タ		U097001800		ｼｰｴｰｼｰﾅﾚｯｼﾞ		1600012		【OSG】CAC/営業事務及びアシスタント業務		0		【OSG】CAC/ｲﾝﾌﾗ構築・ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ業務		4/30/16		EBCS		ＣＳ課		550,000		550,000		550,000		490,000		60,000		10.91%		89.09%

		4		ＮＳ事 コト		U099001600		富士通ｼｽﾃﾑｽﾞ･ｲ		1600023		【FSE】ホスト運用支援及びサーバー構築作業		3		【FSE】GSｻﾎﾟｰﾄﾃﾞｽｸｾﾝﾀｰ業務(保守関連)		7/31/16		NJN11		ＮＳ１１		792,940		792,940		792,940		732,638		60,302		7.60%		92.40%

		1		ＥＳ事 コト		U095017100		富士ｾﾞﾛｯｸｽ情報		1600048		新・審査登録業務支援システム保守		7		新・審査登録管理支援システム保守		6/30/16		TBS1		東北S1		715,500		715,500		715,500		655,130		60,370		8.44%		91.56%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500533		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ/ｽｷｬﾅ開発(上原)[2016]		4		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ/ｽｷｬﾅ開発(上原)[2016] 8月		8/20/16		NJK22		ＥＳ２２		637,500		637,500		637,500		577,026		60,474		9.49%		90.51%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600029		全社業務ｼｽﾃﾑ(資材､人労等)他保守管理業務委託		0		全社業務ｼｽﾃﾑ(資材､人労等)他保守管理業務委託		4/28/16		TBS2		東北S2		750,000		750,000		750,000		689,253		60,747		8.10%		91.90%

		5		その他 タ		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1600019		【OSG】NHKMT/庶務業務(砧)		1		【OSG】NHKMT/庶務業務(砧)		5/31/16		EBCS		ＣＳ課		400,000		400,000		400,000		339,207		60,793		15.20%		84.80%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600014		電力小売自由化対応のシステム構築(総括用)		3		電力小売自由化対応のシステム構築(総括用)		7/31/16		TBS2		東北S2		640,000		640,000		640,000		579,071		60,929		9.52%		90.48%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600002		技術者派遣業務（宇都宮 博）		0		技術者派遣業務（宇都宮 博）		4/30/16		TBS2		東北S2		641,000		641,000		641,000		580,055		60,945		9.51%		90.49%

		4		ＮＳ事 コト		U111003600		ｲﾝﾌｨﾆ		1600234		Tripple リクエスト直接表示 ポップアップ処理改善		0		Tripple リクエスト直接表示 ポップアップ処理改善		4/30/16		NJNA2		ＮＡ２		610,000		610,000		610,000		549,000		61,000		10.00%		90.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1600265		[KC]GPS Android Location設計・評価		5		CA37 Android Location機能設計・評価(Phase2)		8/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		819,000		819,000		819,000		757,824		61,176		7.47%		92.53%

		1		ＥＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1600043		CITS 貯蔵品流通管理システム開発		0		CITS 貯蔵品流通管理システム開発 4月		4/30/16		SBCS1		千葉S1		627,950		627,950		627,950		566,453		61,497		9.79%		90.21%

		3		ＦＳ事 コト		U111004000		ｵﾒｶﾞｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ		1500198		ＬＮＧ基地／石油備蓄基地向け検査業務		10		ＬＮＧ基地／石油備蓄基地向け検査業務		4/30/16		SBCS3		千葉S3		720,100		720,100		720,100		658,568		61,532		8.54%		91.46%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500532		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ/ｽｷｬﾅ開発(宮永)[2016]		0		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ/ｽｷｬﾅ開発(宮永)[2016] 4月		4/20/16		NJK22		ＥＳ２２		708,750		708,750		708,750		647,177		61,573		8.69%		91.31%

		1		ＥＳ事 コト		U095006501		横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻ		1500546		ＹＪＰ：東電東扇島FCS更新中機能への影響調査		0		ＹＪＰ：東電東扇島FCS更新中機能への影響調査		5/26/16		NJK21		ＥＳ２１		1,232,500		1,232,500		1,232,500		1,170,875		61,625		5.00%		95.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1500492		[KC]春夏Browser開発		6		[KC]CA15 WebViewのリグレッション評価		8/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		195,000		195,000		195,000		133,321		61,679		31.63%		68.37%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1600086		森永乳業　物流生産運用業務支援２		4		森永乳業　物流生産運用業務支援２(8月)		8/31/16		NJI21		ＩＣＴ２１		2,341,300		2,341,300		2,341,300		2,279,447		61,853		2.64%		97.36%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600007		技術者派遣業務（遠藤 誠）		2		技術者派遣業務（遠藤 誠）		6/30/16		TBS2		東北S2		641,000		641,000		641,000		579,053		61,947		9.66%		90.34%

		4		ＮＳ事 コト		U095034309		全労済 本部		1500004		全労済全国組織事業本部　ＳＥ作業		12		産別・広域推進一部業務支援		4/30/16		NJN11		ＮＳ１１		1,230,000		1,230,000		1,230,000		1,167,991		62,009		5.04%		94.96%

		3		ＦＳ事 コト		U114003300		ﾁｭｰﾘｯﾋ保険会社		1600174		【Zurich】ＤＭサポート全般（2016年度対応）		0		【Zurich】ＤＭベースサポート全般（2016年04月）		4/30/16		NJF21		ＦＳ２１		296,414		296,414		296,414		234,161		62,253		21.00%		79.00%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1600326		Canon コピー市場バージョンアップ対応[2016]		1		Canon コピー市場バージョンアップ対応[2016] 6月		6/20/16		NJK22		ＥＳ２２		293,160		293,160		293,160		230,528		62,632		21.36%		78.64%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1600389		CTC(ﾒｰﾙ監査・VSELﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ対応）		0		CTC(ﾒｰﾙ監査・VSELﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ対応）		8/31/16		NJN21		ＮＳ２１		100,000		100,000		100,000		36,846		63,154		63.15%		36.85%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1600360		２０１５　日次年調対応(2.66)		10		２０１５　日次年調対応		8/31/16		NJF11		ＦＳ１１		877,400		877,400		877,400		814,111		63,289		7.21%		92.79%

		1		ＥＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1600044		CITS 検査MVソフトウェアテスト		0		CITS 検査MVソフトウェアテスト 4月		4/30/16		SBCS1		千葉S1		600,000		600,000		600,000		536,640		63,360		10.56%		89.44%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500494		Canon コピー市場フォロー対応[2016]		5		Canon コピー市場フォロー対応[2016] 9月		9/20/16		NJK22		ＥＳ２２		171,360		171,360		171,360		107,862		63,498		37.06%		62.94%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600156		H28 次期搭乗系端末の展開支援作業		0		H28 次期搭乗系端末の展開支援作業		4/30/16		NJNA2		ＮＡ２		790,000		790,000		790,000		726,338		63,662		8.06%		91.94%

		1		ＥＳ事 コト		U095006501		横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻ		1600314		ＹＪＰ：相馬LNGローリー出荷管理用計算機		5		ＹＪＰ：VizBatch次期開発（ビルダー）		8/26/16		NJK21		ＥＳ２１		1,275,000		1,275,000		1,275,000		1,211,250		63,750		5.00%		95.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600100		技術者派遣業務（佐々木　淳）		1		技術者派遣業務（佐々木　淳）		9/30/16		TBS2		東北S2		671,000		671,000		671,000		607,104		63,896		9.52%		90.48%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600010		技術者派遣業務（北島 悠史）		1		技術者派遣業務（北島 悠史）		5/31/16		TBS2		東北S2		641,000		641,000		641,000		577,049		63,951		9.98%		90.02%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1600280		ゆうゆう共済事務支援システム２０１６年度保守作業		2		ゆうゆう共済事務支援ｼｽﾃﾑ2016年度保守作業(６月）		6/30/16		NJF11		ＦＳ１１		845,000		845,000		845,000		780,700		64,300		7.61%		92.39%

		5		その他 タ		U114002700		ﾗｸﾗｽ		1600039		【OSG】ラクラス/コンサルティング		0		【OSG】ラクラス/コンサルティング		4/30/16		EBCS		ＣＳ課		558,612		558,612		558,612		494,179		64,433		11.53%		88.47%

		4		ＮＳ事 コト		U104004500		野村総合研究所		1600012		野村総研（２０１５年度）		4		野村総研（２０１５年度）		8/31/16		NJN11		ＮＳ１１		681,967		681,967		681,967		617,481		64,486		9.46%		90.54%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500529		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ開発(佐藤)[2016]		4		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ開発(佐藤)[2016] 8月		8/20/16		NJK22		ＥＳ２２		504,400		504,400		504,400		439,906		64,494		12.79%		87.21%

		4		ＮＳ事 コト		U099001600		富士通ｼｽﾃﾑｽﾞ･ｲ		1600023		【FSE】ホスト運用支援及びサーバー構築作業		2		【FSE】GSｻﾎﾟｰﾄﾃﾞｽｸｾﾝﾀｰ業務(保守関連)		6/30/16		NJN11		ＮＳ１１		851,980		851,980		851,980		787,239		64,741		7.60%		92.40%

		5		その他 タ		U107000100		両総土地改良区		1600112		賦課金カスタマイズ　両総土地改良区		0		賦課金カスタマイズ　両総土地改良区		6/30/16		SB01G		MIPR原		200,000		200,000		200,000		135,000		65,000		32.50%		67.50%

		5		その他 タ		U113003100		道前平野土地		1600096		賦課金カスタマイズ　道前平野土地改良区		0		賦課金カスタマイズ　道前平野土地改良区		9/30/16		SB01G		MIPR原		680,000		680,000		680,000		614,734		65,266		9.60%		90.40%

		1		ＥＳ事 コト		U095026300		ﾌｸﾀﾞ電子		1500296		ＭＩＲ：MyExport機能追加・改修支援		16		ＭＩＲ：獨協医科大学病院　MyExport		6/29/16		NJK21		ＥＳ２１		200,000		200,000		200,000		134,452		65,548		32.77%		67.23%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1600090		森永乳業　販売運用業務支援		1		森永乳業　販売運用業務支援(5月)		5/31/16		NJI21		ＩＣＴ２１		720,000		720,000		720,000		653,923		66,077		9.18%		90.82%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1500519		[KC]FOTA 端末アプリ開発		0		[KC]KA43 FOTA開発		4/30/16		NJI12		ＩＣＴ１２		624,000		624,000		624,000		557,865		66,135		10.60%		89.40%

		3		ＦＳ事 コト		U095010900		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰS		1600028		FIPS　気象開発		3		FIPS　気象開発（アメダス業務処理保守）		8/31/16		SBCS2		千葉S2		740,000		740,000		740,000		673,781		66,219		8.95%		91.05%

		5		その他 タ		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1600017		【OSG】NHKMT/運用ヘルプ		2		【OSG】NHKMT/運用ヘルプ		6/30/16		EBCS		ＣＳ課		560,000		560,000		560,000		493,514		66,486		11.87%		88.13%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500490		Canon バージョンアップ対応開発[2016]		5		セキュリティソフトバージョンアップ対応[2016] 7月		7/20/16		NJK22		ＥＳ２２		262,185		262,185		262,185		195,631		66,554		25.38%		74.62%

		5		その他 タ		U111001100		日新		1600277		NICE営業物語 ソフトウェア年間保守料（日新向け）		0		NICE営業物語 ソフトウェア年間保守料（日新向け）		4/30/16		NERPG		ＲＤＰ（原）		66,667		66,667		66,667		0		66,667		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U111001100		日新		1600277		NICE営業物語 ソフトウェア年間保守料（日新向け）		1		NICE営業物語 ソフトウェア年間保守料（日新向け）		5/31/16		NERPG		ＲＤＰ（原）		66,667		66,667		66,667		0		66,667		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U111001100		日新		1600277		NICE営業物語 ソフトウェア年間保守料（日新向け）		2		NICE営業物語 ソフトウェア年間保守料（日新向け）		6/30/16		NERPG		ＲＤＰ（原）		66,667		66,667		66,667		0		66,667		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U111001100		日新		1600277		NICE営業物語 ソフトウェア年間保守料（日新向け）		3		NICE営業物語 ソフトウェア年間保守料（日新向け）		7/31/16		NERPG		ＲＤＰ（原）		66,667		66,667		66,667		0		66,667		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U111001100		日新		1600277		NICE営業物語 ソフトウェア年間保守料（日新向け）		4		NICE営業物語 ソフトウェア年間保守料（日新向け）		8/31/16		NERPG		ＲＤＰ（原）		66,667		66,667		66,667		0		66,667		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U111001100		日新		1600277		NICE営業物語 ソフトウェア年間保守料（日新向け）		5		NICE営業物語 ソフトウェア年間保守料（日新向け）		9/30/16		NERPG		ＲＤＰ（原）		66,667		66,667		66,667		0		66,667		100.00%		0.00%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1600071		CTC(SI委託契約)MARISYS_市場系ﾘｽｸ案件支援(H28)		5		CTC(SI委託契約)MARISYS_市場系ﾘｽｸ案件支援(H28)		9/30/16		NJN21		ＮＳ２１		800,000		800,000		800,000		733,243		66,757		8.34%		91.66%

		3		ＦＳ事 コト		U110000500		船橋情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ		1600105		CHISA JAVA講義アシスタント		0		CHISA JAVA講義アシスタント		6/7/16		SBSS2		佐原S2		480,000		480,000		480,000		413,125		66,875		13.93%		86.07%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1600263		[KC]カメラアプリ開発		5		CA15 Camera機能3(MR対応)		8/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		390,000		390,000		390,000		322,777		67,223		17.24%		82.76%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1600246		[KC]ISP 請負案件		0		CA48 OUTDOORアプリ事前検討		4/30/16		NJI12		ＩＣＴ１２		1,344,875		1,344,875		1,344,875		1,277,632		67,243		5.00%		95.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1600246		[KC]ISP 請負案件		1		CA48 ギャラリーエフェクト開発		7/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		1,344,875		1,344,875		1,344,875		1,277,632		67,243		5.00%		95.00%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1600280		ゆうゆう共済事務支援システム２０１６年度保守作業		0		ゆうゆう共済事務支援ｼｽﾃﾑ2016年度保守作業(４月）		4/30/16		NJF11		ＦＳ１１		845,000		845,000		845,000		777,359		67,641		8.00%		92.00%

		4		ＮＳ事 コト		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1600102		NHKMT 川口ｱｰｶｲﾌﾞｽｼｽﾃﾑ運用業務		4		NHKMT 川口ｱｰｶｲﾌﾞｽｼｽﾃﾑ運用業務		8/31/16		NJN12		ＮＳ１２		1,991,673		1,991,673		1,991,673		1,923,972		67,701		3.40%		96.60%

		1		ＥＳ事 コト		U095026000		ｼﾞｮﾝｿﾝｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾞ		1600232		Ｊ：テナント見える化　図面改造		1		Ｊ：滝沢市交流拠点複合施設殿見える化パネル		7/22/16		NJK21		ＥＳ２１		393,000		393,000		393,000		325,108		67,892		17.28%		82.72%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1600240		[NMSE]iBodymoアプリ評価		1		2016年上期 iBodymoアプリケーション試験業務_5月_7月		7/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		901,600		901,600		901,600		833,193		68,407		7.59%		92.41%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1600280		ゆうゆう共済事務支援システム２０１６年度保守作業		3		ゆうゆう共済事務支援ｼｽﾃﾑ2016年度保守作業(７月）		7/31/16		NJF11		ＦＳ１１		845,000		845,000		845,000		776,245		68,755		8.14%		91.86%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1600037		C-ITS RX保守＆NAM顧問周辺		6		C-ITS NAMSI保守 09月追加分		9/29/16		SBSS2		佐原S2		273,000		273,000		273,000		203,924		69,076		25.30%		74.70%

		1		ＥＳ事 コト		U095026300		ﾌｸﾀﾞ電子		1500296		ＭＩＲ：MyExport機能追加・改修支援		15		ＭＩＲ：獨協医科大学病院　JIPADプラグイン一式		6/29/16		NJK21		ＥＳ２１		720,000		720,000		720,000		650,216		69,784		9.69%		90.31%

		5		その他 タ		U113001700		ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸﾘ		1600037		【OSG】GNR/生産性本部		1		【OSG】GNR/生産性本部		5/31/16		EBCS		ＣＳ課		430,000		430,000		430,000		360,000		70,000		16.28%		83.72%

		5		その他 タ		U113001700		ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸﾘ		1600037		【OSG】GNR/生産性本部		2		【OSG】GNR/生産性本部		6/30/16		EBCS		ＣＳ課		430,000		430,000		430,000		360,000		70,000		16.28%		83.72%

		5		その他 タ		U113004700		京西ﾃｸﾉｽ		1600276		京西グループ販売管理システム年間保守		0		京西グループ販売管理システム年間保守（4月分7/12）		4/30/16		NERPG		ＲＤＰ（原）		70,000		70,000		70,000		0		70,000		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U113004700		京西ﾃｸﾉｽ		1600276		京西グループ販売管理システム年間保守		1		京西グループ販売管理システム年間保守		5/31/16		NERPG		ＲＤＰ（原）		70,000		70,000		70,000		0		70,000		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U113004700		京西ﾃｸﾉｽ		1600276		京西グループ販売管理システム年間保守		2		京西グループ販売管理システム年間保守		6/30/16		NERPG		ＲＤＰ（原）		70,000		70,000		70,000		0		70,000		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U113004700		京西ﾃｸﾉｽ		1600276		京西グループ販売管理システム年間保守		3		京西グループ販売管理システム年間保守		7/31/16		NERPG		ＲＤＰ（原）		70,000		70,000		70,000		0		70,000		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U113004700		京西ﾃｸﾉｽ		1600276		京西グループ販売管理システム年間保守		4		京西グループ販売管理システム年間保守		8/31/16		NERPG		ＲＤＰ（原）		70,000		70,000		70,000		0		70,000		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U113004700		京西ﾃｸﾉｽ		1600276		京西グループ販売管理システム年間保守		5		京西グループ販売管理システム年間保守（9月分12/12）		9/30/16		NERPG		ＲＤＰ（原）		70,000		70,000		70,000		0		70,000		100.00%		0.00%

		4		ＮＳ事 コト		U095023300		三井ﾎｰﾑ		1600009		ｼｽﾃﾑ管理ｾﾝﾀｰ ｽﾎﾟｯﾄ案件		0		平成28年4月度組織改正人事異動作業		4/1/16		NJN11		ＮＳ１１		195,160		195,160		195,160		125,085		70,075		35.91%		64.09%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1600090		森永乳業　販売運用業務支援		0		森永乳業　販売運用業務支援(4月)		4/30/16		NJI21		ＩＣＴ２１		720,000		720,000		720,000		649,797		70,203		9.75%		90.25%

		2		ＩＣＴ事 コト		U103000200		ｼｬｰﾌﾟﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾋ		1600075		DTV 開発対応		4		【16下共通】HDCP,SCS,DTV機能開発評価(2016年7月)		7/18/16		SBSS1		佐原S1		766,700		766,700		766,700		696,397		70,303		9.17%		90.83%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1500374		[KC]秋冬Browser開発		11		[KC]CA02Webview開発		4/30/16		NJI12		ＩＣＴ１２		312,000		312,000		312,000		241,662		70,338		22.54%		77.46%

		5		その他 タ		U114002700		ﾗｸﾗｽ		1600039		【OSG】ラクラス/コンサルティング		4		【OSG】ラクラス/コンサルティング		8/31/16		EBCS		ＣＳ課		613,893		613,893		613,893		543,397		70,496		11.48%		88.52%

		1		ＥＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1600043		CITS 貯蔵品流通管理システム開発		5		CITS 新ＤＷＨ開発 9月		9/30/16		SBCS1		千葉S1		646,425		646,425		646,425		574,971		71,454		11.05%		88.95%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1600284		[KC]FOTAサーバ保守		3		[KC]FOTAサーバ保守 7月		7/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		793,000		793,000		793,000		721,529		71,471		9.01%		90.99%

		5		その他 タ		U113001700		ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸﾘ		1600037		【OSG】GNR/生産性本部		0		【OSG】GNR/生産性本部		4/30/16		EBCS		ＣＳ課		439,380		439,380		439,380		367,875		71,505		16.27%		83.73%

		5		その他 タ		U114002700		ﾗｸﾗｽ		1600039		【OSG】ラクラス/コンサルティング		2		【OSG】ラクラス/コンサルティング		6/30/16		EBCS		ＣＳ課		617,337		617,337		617,337		545,392		71,945		11.65%		88.35%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600009		技術者派遣業務（工藤 雄介）		5		技術者派遣業務（工藤 雄介）		9/30/16		TBS2		東北S2		641,000		641,000		641,000		569,035		71,965		11.23%		88.77%

		3		ＦＳ事 コト		U109000500		生協ｺｰﾌﾟﾈｯﾄ		1500323		コープネット JSK保守		5		コープネット JSK保守 09月		9/20/16		SBSS2		佐原S2		80,000		80,000		80,000		7,997		72,003		90.00%		10.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600029		全社業務ｼｽﾃﾑ(資材､人労等)他保守管理業務委託		2		全社業務ｼｽﾃﾑ(資材､人労等)他保守管理業務委託		6/30/16		TBS2		東北S2		750,000		750,000		750,000		677,231		72,769		9.70%		90.30%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600029		全社業務ｼｽﾃﾑ(資材､人労等)他保守管理業務委託		4		全社業務ｼｽﾃﾑ(資材､人労等)他保守管理業務委託		8/31/16		TBS2		東北S2		750,000		750,000		750,000		677,231		72,769		9.70%		90.30%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1600281		データ整備課題（禁則文字入力制限対応）		1		データ整備課題（禁則文字入力制限対応）（５月）		5/31/16		NJF11		ＦＳ１１		422,500		422,500		422,500		349,700		72,800		17.23%		82.77%

		1		ＥＳ事 コト		U109000900		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑﾈｯﾄ		1600270		P：QP/iD開発		2		P：ＫＦＣ・BIOS配信ツール対応		7/25/16		NJK21		ＥＳ２１		145,000		145,000		145,000		72,000		73,000		50.34%		49.66%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1600246		[KC]ISP 請負案件		18		[KC]CA55 天気・歩数計開発(設計／製造)		9/30/16		NJI12		ＩＣＴ１２		1,460,813		1,460,813		1,460,813		1,387,773		73,040		5.00%		95.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1600266		[KC]MDM(Security)開発		5		CA55 Security(MDM)開発(調査・設計)		9/30/16		NJI12		ＩＣＴ１２		858,000		858,000		858,000		784,889		73,111		8.52%		91.48%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500428		【SJNKS･ﾏﾘﾝ 】運内ﾛｽ３帳票の移植・合算対応		2		【SJNKS･ﾏﾘﾝ 】運送内航システム機構改革対応		5/31/16		NJF21		ＦＳ２１		313,500		313,500		313,500		239,937		73,563		23.47%		76.54%

		1		ＥＳ事 コト		U095007203		沖電気工業芝浦		1500541		OKI 市町村防災行政無線システム設計業務[2016](鎌田)		1		OKI 市町村防災行政無線システム設計業務[2016](鎌田)		5/31/16		NJK22		ＥＳ２２		858,500		858,500		858,500		784,688		73,812		8.60%		91.40%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1600265		[KC]GPS Android Location設計・評価		8		DA14 DA16 DA07 GPS機能開発(1回目)		9/30/16		NJI12		ＩＣＴ１２		975,000		975,000		975,000		901,168		73,832		7.57%		92.43%

		1		ＥＳ事 コト		U095026300		ﾌｸﾀﾞ電子		1600267		ＭＥ：DS-8600機能改良　開発支援作業		4		ＭＥ：DS-7700モニタ中断解除(岡谷市民病院特注)		7/29/16		NJK21		ＥＳ２１		720,000		720,000		720,000		645,808		74,192		10.30%		89.70%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1600266		[KC]MDM(Security)開発		6		CA55 Security(MDM)開発(実装)		9/30/16		NJI12		ＩＣＴ１２		955,500		955,500		955,500		881,120		74,380		7.78%		92.22%

		4		ＮＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600120		SJNKS) 運用管理チーム支援		4		SJNKS) 運用管理チーム支援		8/31/16		NJN23		ＮＳ２３		740,000		740,000		740,000		665,477		74,523		10.07%		89.93%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600029		全社業務ｼｽﾃﾑ(資材､人労等)他保守管理業務委託		5		全社業務ｼｽﾃﾑ(資材､人労等)他保守管理業務委託		9/30/16		TBS2		東北S2		750,000		750,000		750,000		675,228		74,772		9.97%		90.03%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600014		電力小売自由化対応のシステム構築(総括用)		0		電力小売自由化対応のシステム構築(総括用)		4/28/16		TBS2		東北S2		1,280,000		1,280,000		1,280,000		1,205,210		74,790		5.84%		94.16%

		3		ＦＳ事 コト		U095042500		さくら情報ｼｽﾃﾑ		1600024		さくら情報　ソニー生命業務支援		2		さくら情報　ソニー生命業務支援		6/30/16		SBCS2		千葉S2		1,947,770		1,947,770		1,947,770		1,872,837		74,933		3.85%		96.15%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1500442		新団年割戻金実施に向けた対応		2		新団年割戻金実施に向けた対応３		4/28/16		NJF11		ＦＳ１１		422,500		422,500		422,500		347,473		75,027		17.76%		82.24%

		1		ＥＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1600043		CITS 貯蔵品流通管理システム開発		2		CITS 貯蔵品流通管理システム開発 6月		6/30/16		SBCS1		千葉S1		712,500		712,500		712,500		637,153		75,347		10.58%		89.42%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1600246		[KC]ISP 請負案件		11		CA37 DFアプリ開発（総合評価）		7/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		1,507,188		1,507,188		1,507,188		1,431,829		75,359		5.00%		95.00%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500533		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ/ｽｷｬﾅ開発(上原)[2016]		1		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ/ｽｷｬﾅ開発(上原)[2016] 5月		5/20/16		NJK22		ＥＳ２２		521,250		521,250		521,250		445,793		75,457		14.48%		85.52%

		2		ＩＣＴ事 コト		U103000200		ｼｬｰﾌﾟﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾋ		1600075		DTV 開発対応		2		Rugby-OSV 地デジ差分吸収ライブラリ商品化対応作業		5/20/16		SBSS1		佐原S1		522,750		522,750		522,750		447,156		75,594		14.46%		85.54%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600008		技術者派遣業務（渡辺 隆）		1		技術者派遣業務（渡辺 隆）		5/31/16		TBS2		東北S2		641,000		641,000		641,000		565,027		75,973		11.85%		88.15%

		1		ＥＳ事 コト		U098003100		ｱｽﾞﾋﾞﾙﾋﾞﾙｼｽﾃﾑｶ		1600271		Ａ：FXBMS Edge対応試験		1		Ａ：ソリッドスクエアFXBMS集中検針カスタマイズ		9/26/16		NJK21		ＥＳ２１		1,522,500		1,522,500		1,522,500		1,446,375		76,125		5.00%		95.00%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500530		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀﾌｧｰﾑｳｪｱ開発(長谷川)[2016]		0		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀﾌｧｰﾑｳｪｱ開発(長谷川)[2016] 4月		4/20/16		NJK22		ＥＳ２２		717,600		717,600		717,600		641,307		76,293		10.63%		89.37%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095011000		ｷﾔﾉﾝｿﾌﾄｳｪｱ		1500187		コンデジ再生アプリ・ミドルウェアの開発		10		コンデジ再生アプリ・ミドルウェアの設計、		4/30/16		SBSS1		佐原S1		404,250		404,250		404,250		327,914		76,336		18.88%		81.12%

		5		その他 タ		U113004300		ﾃﾗﾃｸﾉﾛｼﾞｰ		1600084		【NSG】Tera/ﾔﾏﾄ運輸ｼｽﾃﾑ開発（後藤）		1		【NSG】Tera/ﾔﾏﾄ運輸ｼｽﾃﾑ開発（後藤）		5/31/16		EBCS		ＣＳ課		530,000		530,000		530,000		453,607		76,393		14.41%		85.59%

		2		ＩＣＴ事 コト		U097001401		富士通(川崎)		1600345		[MTC]送受信IFボード制御FW開発		1		[MTC]送受信IFボード制御FW開発（２）		8/31/16		NJI11		ＩＣＴ１１		800,000		800,000		800,000		723,286		76,714		9.59%		90.41%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600029		全社業務ｼｽﾃﾑ(資材､人労等)他保守管理業務委託		1		全社業務ｼｽﾃﾑ(資材､人労等)他保守管理業務委託		5/31/16		TBS2		東北S2		750,000		750,000		750,000		673,224		76,776		10.24%		89.76%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600024		事務開発課　維持管理		0		事務開発課　維持管理		4/28/16		TBS2		東北S2		650,000		650,000		650,000		572,551		77,449		11.92%		88.08%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600003		技術者派遣業務（村形 裕一）		3		技術者派遣業務（村形 裕一）		7/31/16		TBS2		東北S2		641,000		641,000		641,000		563,024		77,976		12.16%		87.84%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600003		技術者派遣業務（村形 裕一）		4		技術者派遣業務（村形 裕一）		8/31/16		TBS2		東北S2		641,000		641,000		641,000		563,024		77,976		12.16%		87.84%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600008		技術者派遣業務（渡辺 隆）		4		技術者派遣業務（渡辺 隆）		8/31/16		TBS2		東北S2		641,000		641,000		641,000		563,024		77,976		12.16%		87.84%

		4		ＮＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600119		SJNKS) サーバー系基盤SE業務支援		2		SJNKS) サーバー系基盤SE業務支援		6/30/16		NJN23		ＮＳ２３		1,487,500		1,487,500		1,487,500		1,409,245		78,255		5.26%		94.74%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1600313		あんしん関連アプリ動作確認業務		0		あんしん関連アプリ動作確認業務_5月		5/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		238,900		238,900		238,900		160,386		78,514		32.86%		67.14%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1600083		森永乳業　損益運用業務支援１		1		森永乳業　損益運用業務支援１(5月)		5/31/16		NJI21		ＩＣＴ２１		881,250		881,250		881,250		802,448		78,802		8.94%		91.06%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1400642		[KC]KA434466 ﾃﾞｲﾘｰｽﾃｯﾌﾟ、ﾎｰﾑ、ｷﾞｬﾗﾘｰ		24		[KC]KA43 Homeアプリ開発		5/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		1,576,750		1,576,750		1,576,750		1,497,913		78,837		5.00%		95.00%

		5		その他 タ		U103002400		明治安田ｼｽﾃﾑﾃｸ		1500231		MIEL ASPサービス　明治安田システム・テクノロジー		4		MIEL ASPサービス　明治安田　07月～08月		8/1/16		SB01G		MIPR原		79,400		79,400		79,400		0		79,400		100.00%		0.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600009		技術者派遣業務（工藤 雄介）		1		技術者派遣業務（工藤 雄介）		5/31/16		TBS2		東北S2		593,670		593,670		593,670		513,935		79,735		13.43%		86.57%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600007		技術者派遣業務（遠藤 誠）		4		技術者派遣業務（遠藤 誠）		8/31/16		TBS2		東北S2		635,000		635,000		635,000		555,009		79,991		12.60%		87.40%

		1		ＥＳ事 コト		U095006601		日立国際小金井		1600136		HiKE 個別案件(2016)		1		HiKE 九州電力SE支援作業 4月		4/28/16		NJK22		ＥＳ２２		500,000		500,000		500,000		420,000		80,000		16.00%		84.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600025		（仮）検討構築に関わる検討_技2		0		（仮）検討構築に関わる検討_技2		4/28/16		TBS2		東北S2		620,000		620,000		620,000		540,000		80,000		12.90%		87.10%

		3		ＦＳ事 コト		U111003900		日立ﾊﾟﾜｰｿﾘｭｰ		1600336		HPS案件		0		データモニタリング画面作成		7/31/16		NJF12		ＦＳ１２		1,600,000		1,600,000		1,600,000		1,520,000		80,000		5.00%		95.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600012		技術者派遣業務（千葉 晃永）		0		技術者派遣業務（千葉 晃永）		4/30/16		TBS2		東北S2		629,000		629,000		629,000		548,998		80,002		12.72%		87.28%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600011		技術者派遣業務（青砥 尚代）		5		技術者派遣業務（青砥 尚代）		9/30/16		TBS2		東北S2		611,000		611,000		611,000		530,965		80,035		13.10%		86.90%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600007		技術者派遣業務（遠藤 誠）		3		技術者派遣業務（遠藤 誠）		7/31/16		TBS2		東北S2		609,000		609,000		609,000		528,962		80,038		13.14%		86.86%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600012		技術者派遣業務（千葉 晃永）		1		技術者派遣業務（千葉 晃永）		5/31/16		TBS2		東北S2		591,000		591,000		591,000		510,929		80,071		13.55%		86.45%

		5		その他 タ		U097001800		ｼｰｴｰｼｰﾅﾚｯｼﾞ		1600012		【OSG】CAC/営業事務及びアシスタント業務		4		【OSG】CAC/営業事務及びアシスタント業務		9/30/16		EBCS		ＣＳ課		470,000		470,000		470,000		389,756		80,244		17.07%		82.93%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1600246		[KC]ISP 請負案件		2		CA37 DF機能開発		5/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		1,613,850		1,613,850		1,613,850		1,533,158		80,692		5.00%		95.00%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500503		【SJNKS･自賠】日常（２０１６年度）		3		【SJNKS･自賠】日常（2016年09月）		9/30/16		NJF21		ＦＳ２１		210,375		210,375		210,375		129,645		80,730		38.37%		61.63%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1600083		森永乳業　損益運用業務支援１		0		森永乳業　損益運用業務支援１(4月)		4/30/16		NJI21		ＩＣＴ２１		893,750		893,750		893,750		812,762		80,988		9.06%		90.94%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1400642		[KC]KA434466 ﾃﾞｲﾘｰｽﾃｯﾌﾟ、ﾎｰﾑ、ｷﾞｬﾗﾘｰ		21		[KC]MA02 Homeアプリ開発		5/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		1,623,125		1,623,125		1,623,125		1,541,969		81,156		5.00%		95.00%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500489		【SJNKS･個商】日常（２０１６年度）		5		【SJNKS･個商】日常（2016年08月）		8/31/16		NJF21		ＦＳ２１		639,375		639,375		639,375		558,131		81,244		12.71%		87.29%

		2		ＩＣＴ事 コト		U097001401		富士通(川崎)		1600345		[MTC]送受信IFボード制御FW開発		2		[MTC]送受信IFボード制御FW開発（３）		9/30/16		NJI11		ＩＣＴ１１		1,600,000		1,600,000		1,600,000		1,518,701		81,299		5.08%		94.92%

		1		ＥＳ事 コト		U095007203		沖電気工業芝浦		1500541		OKI 市町村防災行政無線システム設計業務[2016](鎌田)		0		OKI 市町村防災行政無線システム設計業務[2016](鎌田)		4/29/16		NJK22		ＥＳ２２		943,500		943,500		943,500		862,192		81,308		8.62%		91.38%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600009		技術者派遣業務（工藤 雄介）		4		技術者派遣業務（工藤 雄介）		8/31/16		TBS2		東北S2		536,340		536,340		536,340		454,827		81,513		15.20%		84.80%

		1		ＥＳ事 コト		U095045000		ｳｪｻﾞｰﾆｭｰｽﾞ		1600145		WNI　航路シミュレータエンジン開発		0		WNI　航路シミュレータエンジン開発８月		8/31/16		SBCS1		千葉S1		545,250		545,250		545,250		463,384		81,866		15.01%		84.99%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500502		【SJNKS･団体】日常（２０１６年度）		1		【SJNKS･団体】日常（2016年06月）		6/30/16		NJF21		ＦＳ２１		639,375		639,375		639,375		557,214		82,161		12.85%		87.15%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600023		Ｇ８１メンテナンス作業		0		Ｇ８１メンテナンス作業		4/28/16		TBS2		東北S2		650,000		650,000		650,000		567,022		82,978		12.77%		87.23%

		4		ＮＳ事 コト		U099001600		富士通ｼｽﾃﾑｽﾞ･ｲ		1600022		【FSE】ＧＳサポートデスクセンター業務		2		【FSE】ＧＳサポートデスクセンター業務		6/30/16		NJN11		ＮＳ１１		1,492,704		1,492,704		1,492,704		1,409,684		83,020		5.56%		94.44%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1600280		ゆうゆう共済事務支援システム２０１６年度保守作業		5		ゆうゆう共済事務支援ｼｽﾃﾑ2016年度保守作業(９月）		9/30/16		NJF11		ＦＳ１１		845,000		845,000		845,000		761,767		83,233		9.85%		90.15%

		1		ＥＳ事 コト		U095006501		横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻ		1400633		ＹＪＰ：水明システム派遣 [2015] 		12		ＹＪＰ：水明システム派遣 [2015] 3/21-4/20		4/20/16		NJK21		ＥＳ２１		821,225		821,225		821,225		737,686		83,539		10.17%		89.83%

		5		その他 タ		U097001800		ｼｰｴｰｼｰﾅﾚｯｼﾞ		1600012		【OSG】CAC/営業事務及びアシスタント業務		3		【OSG】CAC/営業事務及びアシスタント業務		8/31/16		EBCS		ＣＳ課		470,000		470,000		470,000		386,430		83,570		17.78%		82.22%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500529		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ開発(佐藤)[2016]		1		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ開発(佐藤)[2016] 5月		5/20/16		NJK22		ＥＳ２２		654,750		654,750		654,750		571,032		83,718		12.79%		87.21%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600087		WING端末更新に向けた業務システム影響調査		0		WING端末更新に向けた業務システム影響調査		7/31/16		TBS2		東北S2		650,000		650,000		650,000		566,029		83,971		12.92%		87.08%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600087		WING端末更新に向けた業務システム影響調査		1		WING端末更新に向けた業務システム影響調査		8/31/16		TBS2		東北S2		650,000		650,000		650,000		566,029		83,971		12.92%		87.08%

		2		ＩＣＴ事 コト		U108001200		ﾄﾞｺﾓｼｽﾃﾑｽﾞ		1600244		[DS]ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑﾋﾞｼﾞﾈｽ推進部SE業務委託(2016年度)		1		[DS]ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑﾋﾞｼﾞﾈｽ推進部SE業務委託(2016年5月)		5/31/16		NJI22		ＩＣＴ２２		568,650		568,650		568,650		484,589		84,061		14.78%		85.22%

		5		その他 タ		U105000200		ﾕｰｷｬｽｻｰﾋﾞｽ		1600026		【OSG】Uｷｬｽ/ﾃﾞｰﾀ運用		1		【OSG】Uｷｬｽ/ﾃﾞｰﾀ運用		5/31/16		EBCS		ＣＳ課		1,730,000		1,730,000		1,730,000		1,645,437		84,563		4.89%		95.11%

		1		ＥＳ事 コト		U095007203		沖電気工業芝浦		1500485		OKI 顔認識カメラ評価装置開発		2		OKI 顔認識カメラ評価装置開発 4月		6/30/16		NJK22		ＥＳ２２		1,700,000		1,700,000		1,700,000		1,615,000		85,000		5.00%		95.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U096005700		ｿﾆｰ		1600346		[SONY]SongPal iOSアプリ開発		1		[SONY]SongPal iOSアプリ開発(8月)		8/20/16		NJI11		ＩＣＴ１１		1,700,000		1,700,000		1,700,000		1,615,000		85,000		5.00%		95.00%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500535		Canon ネットワークカメラ[2016][伏見]		4		Canon ネットワークカメラ[2016][伏見] 8月		8/20/16		NJK22		ＥＳ２２		623,525		623,525		623,525		538,250		85,275		13.68%		86.32%

		4		ＮＳ事 コト		U095034309		全労済 本部		1500004		全労済全国組織事業本部　ＳＥ作業		13		産別・広域推進一部業務支援		5/31/16		NJN11		ＮＳ１１		1,230,000		1,230,000		1,230,000		1,144,551		85,449		6.95%		93.05%

		3		ＦＳ事 コト		U095028200		ちばぎんﾘｰｽ		1600023		CLC　保守業務		3		CLC　保守業務		7/31/16		SBCS2		千葉S2		619,200		619,200		619,200		533,508		85,692		13.84%		86.16%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1600075		CTC(派遣契約)MARISYS_市場系ﾘｽｸ案件支援(H28)		1		CTC(派遣契約)MARISYS_市場系ﾘｽｸ案件支援(H28)		5/31/16		NJN21		ＮＳ２１		560,000		560,000		560,000		473,476		86,524		15.45%		84.55%

		2		ＩＣＴ事 コト		U103000200		ｼｬｰﾌﾟﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾋ		1600030		DL75/GP11D MTF/UM試験		1		DL90 フィールド試験		6/24/16		SBSS1		佐原S1		1,967,993		1,967,993		1,967,993		1,881,398		86,595		4.40%		95.60%

		2		ＩＣＴ事 コト		U116000500		ｿﾆｰ･ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞｴ		1600133		[SIE]PS4ブラウザ開発		1		[SIE]PS4におけるブラウザ機能開発業務(6月)		6/25/16		NJI11		ＩＣＴ１１		800,000		800,000		800,000		713,268		86,732		10.84%		89.16%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1500356		[KC]FOTAサーバリプレイス		7		[KC]FOTAサーバデータ移行検討(Phase2)		7/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		780,000		780,000		780,000		693,136		86,864		11.14%		88.86%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500529		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ開発(佐藤)[2016]		3		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ開発(佐藤)[2016] 7月		7/20/16		NJK22		ＥＳ２２		681,425		681,425		681,425		594,296		87,129		12.79%		87.21%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500502		【SJNKS･団体】日常（２０１６年度）		2		【SJNKS･団体】日常（2016年09月）		9/30/16		NJF21		ＦＳ２１		618,750		618,750		618,750		531,224		87,526		14.15%		85.85%

		4		ＮＳ事 コト		U099001600		富士通ｼｽﾃﾑｽﾞ･ｲ		1600022		【FSE】ＧＳサポートデスクセンター業務		1		【FSE】ＧＳサポートデスクセンター業務		5/31/16		NJN11		ＮＳ１１		1,443,714		1,443,714		1,443,714		1,356,076		87,638		6.07%		93.93%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1600088		森永乳業　次期メール対応支援		0		森永乳業　次期メール対応支援(4月)		4/30/16		NJI21		ＩＣＴ２１		830,400		830,400		830,400		742,625		87,775		10.57%		89.43%

		1		ＥＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1600043		CITS 貯蔵品流通管理システム開発		4		CITS 新ＤＷＨ開発 8月		8/31/16		SBCS1		千葉S1		648,375		648,375		648,375		560,490		87,885		13.55%		86.45%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500503		【SJNKS･自賠】日常（２０１６年度）		2		【SJNKS･自賠】日常（2016年07月）		7/31/16		NJF21		ＦＳ２１		247,500		247,500		247,500		159,512		87,988		35.55%		64.45%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1600283		[KC]GPS派遣		5		GPS派遣 長谷川7月_前半		8/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		475,200		475,200		475,200		386,931		88,269		18.58%		81.42%

		5		その他 タ		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1500023		【NSG】FIP/運用SE業務(高橋)		12		【NSG】FIP/運用SE業務(2016/5)		5/30/16		EBCS		ＣＳ課		540,670		540,670		540,670		452,343		88,327		16.34%		83.66%

		3		ＦＳ事 コト		U095042500		さくら情報ｼｽﾃﾑ		1600024		さくら情報　ソニー生命業務支援		5		さくら情報　ソニー生命業務支援		9/30/16		SBCS2		千葉S2		1,223,930		1,223,930		1,223,930		1,135,558		88,372		7.22%		92.78%

		1		ＥＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1600043		CITS 貯蔵品流通管理システム開発		3		CITS 新ＤＷＨ開発 7月		7/31/16		SBCS1		千葉S1		655,200		655,200		655,200		566,453		88,747		13.55%		86.45%

		4		ＮＳ事 コト		U095029400		KADOKAWA		1600026		システム部支援・ＣＣＲ運用業務		20		倉庫移転対応		9/30/16		NJN22		ＮＳ２２		590,000		590,000		590,000		501,110		88,890		15.07%		84.93%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600059		Ｇ８３メンテナンス(Ｇ８１分離対応)		1		Ｇ８３メンテナンス(Ｇ８１分離対応)		7/31/16		TBS2		東北S2		660,000		660,000		660,000		571,029		88,971		13.48%		86.52%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1600284		[KC]FOTAサーバ保守		1		[KC]FOTAサーバ保守 5月		5/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		793,000		793,000		793,000		703,904		89,096		11.24%		88.76%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1500521		[KC]2016春夏 Android Location機能設計・評価		1		[KC]CA37 Android Location機能設計・評価(Phase1)		5/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		585,000		585,000		585,000		495,878		89,122		15.23%		84.77%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1600050		メインフレーム基盤保守		0		メインフレーム基盤保守		4/30/16		NJF22		ＦＳ２２		782,294		782,294		782,294		692,998		89,296		11.41%		88.59%

		2		ＩＣＴ事 コト		U115002600		ｿﾆｰﾋﾞｼﾞｭｱﾙﾌﾟﾛﾀ		1600216		[SVP]ﾃﾚﾋﾞ用ﾃﾞﾊﾞｲｽを制御するための設計、実装、評価		0		[SVP]ﾃﾚﾋﾞ用ﾃﾞﾊﾞｲｽを制御するための設計、実装、評価		5/31/16		NJI11		ＩＣＴ１１		586,800		586,800		586,800		496,884		89,916		15.32%		84.68%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600100		技術者派遣業務（佐々木　淳）		0		技術者派遣業務（佐々木 淳）		8/31/16		TBS2		東北S2		671,000		671,000		671,000		581,057		89,943		13.40%		86.60%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1600050		メインフレーム基盤保守		4		メインフレーム基盤保守		8/31/16		NJF22		ＦＳ２２		730,000		730,000		730,000		640,000		90,000		12.33%		87.67%

		2		ＩＣＴ事 コト		U113003900		ｳｫﾙﾄ･ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ		1500540		[WDJ]WindowSettings		0		[WDJ]WindowSettings Android6.0対応		4/20/16		NJI22		ＩＣＴ２２		315,000		315,000		315,000		224,910		90,090		28.60%		71.40%

		4		ＮＳ事 コト		U099001600		富士通ｼｽﾃﾑｽﾞ･ｲ		1600023		【FSE】ホスト運用支援及びサーバー構築作業		1		【FSE】GSｻﾎﾟｰﾄﾃﾞｽｸｾﾝﾀｰ業務(保守関連)		5/31/16		NJN11		ＮＳ１１		722,010		722,010		722,010		631,379		90,631		12.55%		87.45%

		2		ＩＣＴ事 コト		U112000900		ｱｲ･ｴﾑ･ｼﾞｪｲ		1600362		[IMJ]「ﾚｵﾊﾟﾚｽ21ﾏｲﾙｰﾑｱﾌﾟﾘ」運用・保守(2016年度)		0		[IMJ]「ﾚｵﾊﾟﾚｽ21ﾏｲﾙｰﾑｱﾌﾟﾘ」運用・保守(2016年7月)		7/31/16		NJI22		ＩＣＴ２２		200,000		200,000		200,000		108,652		91,348		45.67%		54.33%

		4		ＮＳ事 コト		U099001600		富士通ｼｽﾃﾑｽﾞ･ｲ		1600022		【FSE】ＧＳサポートデスクセンター業務		0		【FSE】ＧＳサポートデスクセンター業務		4/30/16		NJN11		ＮＳ１１		1,487,166		1,487,166		1,487,166		1,395,785		91,381		6.14%		93.86%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1600083		森永乳業　損益運用業務支援１		2		森永乳業　損益運用業務支援１(6月)		6/30/16		NJI21		ＩＣＴ２１		801,250		801,250		801,250		709,620		91,630		11.44%		88.56%

		4		ＮＳ事 コト		U095034309		全労済 本部		1600013		全労済全国組織事業本部　ＳＥ作業		0		全労済全国組織事業本部　ＳＥ作業		6/30/16		NJN11		ＮＳ１１		1,307,000		1,307,000		1,307,000		1,215,326		91,674		7.01%		92.99%

		4		ＮＳ事 コト		U099001600		富士通ｼｽﾃﾑｽﾞ･ｲ		1600022		【FSE】ＧＳサポートデスクセンター業務		3		【FSE】ＧＳサポートデスクセンター業務		7/31/16		NJN11		ＮＳ１１		1,453,938		1,453,938		1,453,938		1,362,032		91,906		6.32%		93.68%

		1		ＥＳ事 コト		U095006601		日立国際小金井		1600136		HiKE 個別案件(2016)		11		HiKE 防災　SE支援作業7～9月		9/30/16		NJK22		ＥＳ２２		3,000,000		3,000,000		3,000,000		2,908,031		91,969		3.07%		96.93%

		4		ＮＳ事 コト		U099001600		富士通ｼｽﾃﾑｽﾞ･ｲ		1600023		【FSE】ホスト運用支援及びサーバー構築作業		4		【FSE】GSｻﾎﾟｰﾄﾃﾞｽｸｾﾝﾀｰ業務(保守関連)		8/31/16		NJN11		ＮＳ１１		898,310		898,310		898,310		806,101		92,209		10.26%		89.74%

		5		その他 タ		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1500023		【NSG】FIP/運用SE業務(高橋)		11		【NSG】FIP/運用SE業務(2016/4)		4/30/16		EBCS		ＣＳ課		620,344		620,344		620,344		528,077		92,267		14.87%		85.13%

		1		ＥＳ事 コト		U095006601		日立国際小金井		1600136		HiKE 個別案件(2016)		13		HiKE 九州電力　SE支援作業		8/31/16		NJK22		ＥＳ２２		600,000		600,000		600,000		507,584		92,416		15.40%		84.60%

		5		その他 タ		U113000300		ﾋﾞｰｴｽ･ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ		1600036		【OSG】B-ｷｬｽ/SE補助		4		【OSG】B-ｷｬｽ/SE補助		8/31/16		EBCS		ＣＳ課		505,000		505,000		505,000		412,370		92,630		18.34%		81.66%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1400642		[KC]KA434466 ﾃﾞｲﾘｰｽﾃｯﾌﾟ、ﾎｰﾑ、ｷﾞｬﾗﾘｰ		19		[KC]I74M Homeアプリ開発 機能評価試験・不具合解析		5/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		1,855,000		1,855,000		1,855,000		1,762,250		92,750		5.00%		95.00%

		5		その他 タ		U096005700		ｿﾆｰ		1600055		【SSG】SONY/ﾒﾀﾃﾞｰﾀ配信ｻｰﾋﾞｽ向けｸﾗｳﾄﾞｼｽﾃﾑの開発運用		4		【SSG】SONY/ｸﾗｳﾄﾞｼｽﾃﾑの開発運用(00395299_01)		7/31/16		EBCS		ＣＳ課		1,105,100		1,105,100		1,105,100		1,012,350		92,750		8.39%		91.61%

		3		ＦＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1600001		キヤノンFAXシステム開発		3		キヤノンFAXシステム開発		8/20/16		SBCS2		千葉S2		483,750		483,750		483,750		390,971		92,779		19.18%		80.82%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500529		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ開発(佐藤)[2016]		5		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ開発(佐藤)[2016] 9月		9/20/16		NJK22		ＥＳ２２		727,500		727,500		727,500		634,479		93,021		12.79%		87.21%

		4		ＮＳ事 コト		U095027100		全日空商事		1600160		H28 全日空商事SAPｼｽﾃﾑ運用		0		H28 全日空商事SAPｼｽﾃﾑ運用		4/30/16		NJNA2		ＮＡ２		570,000		570,000		570,000		476,889		93,111		16.34%		83.66%

		4		ＮＳ事 コト		U095027100		全日空商事		1600160		H28 全日空商事SAPｼｽﾃﾑ運用		1		H28 全日空商事SAPｼｽﾃﾑ運用		5/31/16		NJNA2		ＮＡ２		570,000		570,000		570,000		476,889		93,111		16.34%		83.66%

		4		ＮＳ事 コト		U095027100		全日空商事		1600160		H28 全日空商事SAPｼｽﾃﾑ運用		2		H28 全日空商事SAPｼｽﾃﾑ運用		6/30/16		NJNA2		ＮＡ２		570,000		570,000		570,000		476,889		93,111		16.34%		83.66%

		4		ＮＳ事 コト		U095027100		全日空商事		1600160		H28 全日空商事SAPｼｽﾃﾑ運用		3		H28 全日空商事SAPｼｽﾃﾑ運用		7/31/16		NJNA2		ＮＡ２		570,000		570,000		570,000		476,889		93,111		16.34%		83.66%

		4		ＮＳ事 コト		U095027100		全日空商事		1600160		H28 全日空商事SAPｼｽﾃﾑ運用		4		H28 全日空商事SAPｼｽﾃﾑ運用		8/31/16		NJNA2		ＮＡ２		570,000		570,000		570,000		476,889		93,111		16.34%		83.66%

		4		ＮＳ事 コト		U095027100		全日空商事		1600160		H28 全日空商事SAPｼｽﾃﾑ運用		5		H28 全日空商事SAPｼｽﾃﾑ運用		9/30/16		NJNA2		ＮＡ２		570,000		570,000		570,000		476,889		93,111		16.34%		83.66%

		2		ＩＣＴ事 コト		U105001200		寺岡精工		1600287		[寺岡]ラベルプリンタソフトウェア開発		2		[寺岡]ラベルプリンタソフトウェア開発		7/15/16		NJI12		ＩＣＴ１２		1,000,000		1,000,000		1,000,000		906,180		93,820		9.38%		90.62%

		5		その他 タ		U097001800		ｼｰｴｰｼｰﾅﾚｯｼﾞ		1600013		【OSG】CAC/湯浅商事向け運用管理		3		【OSG】CAC/湯浅商事向け運用管理		7/31/16		EBCS		ＣＳ課		530,000		530,000		530,000		435,649		94,351		17.80%		82.20%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500503		【SJNKS･自賠】日常（２０１６年度）		0		【SJNKS･自賠】日常（2016年04月）		4/30/16		NJF21		ＦＳ２１		763,125		763,125		763,125		668,647		94,478		12.38%		87.62%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600156		H28 次期搭乗系端末の展開支援作業		2		H28 次期搭乗系端末の展開支援作業		6/30/16		NJNA2		ＮＡ２		790,000		790,000		790,000		695,157		94,843		12.01%		87.99%

		4		ＮＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600121		SJNKS) オンラインシステム管理/ホスト業務支援		2		SJNKS) オンラインシステム管理/ホスト業務支援		6/30/16		NJN23		ＮＳ２３		515,000		515,000		515,000		420,000		95,000		18.45%		81.55%

		4		ＮＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600121		SJNKS) オンラインシステム管理/ホスト業務支援		3		SJNKS) オンラインシステム管理/ホスト業務支援		7/31/16		NJN23		ＮＳ２３		515,000		515,000		515,000		420,000		95,000		18.45%		81.55%

		4		ＮＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600121		SJNKS) オンラインシステム管理/ホスト業務支援		4		SJNKS) オンラインシステム管理/ホスト業務支援		8/31/16		NJN23		ＮＳ２３		515,000		515,000		515,000		420,000		95,000		18.45%		81.55%

		4		ＮＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600121		SJNKS) オンラインシステム管理/ホスト業務支援		5		SJNKS) オンラインシステム管理/ホスト業務支援		9/30/16		NJN23		ＮＳ２３		515,000		515,000		515,000		420,000		95,000		18.45%		81.55%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500535		Canon ネットワークカメラ[2016][伏見]		1		Canon ネットワークカメラ[2016][伏見] 5月		5/20/16		NJK22		ＥＳ２２		697,025		697,025		697,025		601,698		95,327		13.68%		86.32%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1600265		[KC]GPS Android Location設計・評価		4		MA16 Prequlification事前確認作業		7/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		702,000		702,000		702,000		606,459		95,541		13.61%		86.39%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1600083		BTMU様向けAndroidアプリケーション検証		0		BTMU様向けAndroidアプリケーション検証		4/28/16		SBSS1		佐原S1		280,000		280,000		280,000		184,452		95,548		34.12%		65.88%

		4		ＮＳ事 コト		U100002400		そんぽ24損保		1600062		（そんぽ-基盤 H28）電子計算機システム運用管理業務		5		(そんぽ-基盤 H28)電子計算機システム運用管理業務		9/30/16		NJN21		ＮＳ２１		1,330,000		1,330,000		1,330,000		1,234,353		95,647		7.19%		92.81%

		1		ＥＳ事 コト		U098003100		ｱｽﾞﾋﾞﾙﾋﾞﾙｼｽﾃﾑｶ		1500496		Ａ：InfilexGC(V-CONT接続) 開発		0		Ａ：InfilexGC(V-CONT接続) 開発		5/20/16		NJK21		ＥＳ２１		1,914,000		1,914,000		1,914,000		1,818,300		95,700		5.00%		95.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600092		「土木保守業務管理システム機能改良」情報化企画書		0		「土木保守業務管理システム機能改良」情報化企画書		8/31/16		TBS2		東北S2		650,000		650,000		650,000		554,200		95,800		14.74%		85.26%

		4		ＮＳ事 コト		U099001600		富士通ｼｽﾃﾑｽﾞ･ｲ		1600022		【FSE】ＧＳサポートデスクセンター業務		4		【FSE】ＧＳサポートデスクセンター業務		8/31/16		NJN11		ＮＳ１１		1,520,394		1,520,394		1,520,394		1,424,575		95,819		6.30%		93.70%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1600265		[KC]GPS Android Location設計・評価		6		CA55 Android Location設計・評価(Phase1)		9/30/16		NJI12		ＩＣＴ１２		936,000		936,000		936,000		840,000		96,000		10.26%		89.74%

		4		ＮＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600121		SJNKS) オンラインシステム管理/ホスト業務支援		1		SJNKS) オンラインシステム管理/ホスト業務支援		5/31/16		NJN23		ＮＳ２３		517,500		517,500		517,500		421,400		96,100		18.57%		81.43%

		4		ＮＳ事 コト		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1600102		NHKMT 川口ｱｰｶｲﾌﾞｽｼｽﾃﾑ運用業務		0		NHKMT 川口ｱｰｶｲﾌﾞｽｼｽﾃﾑ運用業務		4/30/16		NJN12		ＮＳ１２		1,150,000		1,150,000		1,150,000		1,053,664		96,336		8.38%		91.62%

		4		ＮＳ事 コト		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1600102		NHKMT 川口ｱｰｶｲﾌﾞｽｼｽﾃﾑ運用業務		3		NHKMT 川口ｱｰｶｲﾌﾞｽｼｽﾃﾑ運用業務		7/31/16		NJN12		ＮＳ１２		1,150,000		1,150,000		1,150,000		1,053,664		96,336		8.38%		91.62%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1600050		メインフレーム基盤保守		5		メインフレーム基盤保守		9/30/16		NJF22		ＦＳ２２		736,441		736,441		736,441		640,000		96,441		13.10%		86.90%

		5		その他 タ		U112000700		ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ･ﾌﾞｯｸ		1600106		【NSG】BBC/社内ｼｽﾃﾑ運用		1		【NSG】BBC/社内ｼｽﾃﾑ運用(2016年5月)		5/31/16		EBCS		ＣＳ課		478,270		478,270		478,270		381,775		96,495		20.18%		79.82%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1600138		IBM) 朝日生命電算機システム運用管理(2016)		1		IBM) 朝日生命電算機システム運用管理(2016)		6/3/16		NJN23		ＮＳ２３		6,046,676		6,046,676		6,046,676		5,950,179		96,497		1.60%		98.40%

		4		ＮＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600121		SJNKS) オンラインシステム管理/ホスト業務支援		0		SJNKS) オンラインシステム管理/ホスト業務支援		4/30/16		NJN23		ＮＳ２３		520,000		520,000		520,000		422,800		97,200		18.69%		81.31%

		1		ＥＳ事 コト		U095006803		日立製作 公共		1600012		千葉県警保守		1		千葉県警保守 5月		5/31/16		SBCS1		千葉S1		616,000		616,000		616,000		518,689		97,311		15.80%		84.20%

		2		ＩＣＴ事 コト		U101003200		ｿﾆｰﾓﾊﾞｲﾙｺﾐｭﾆｹｰ		1600262		SOMC（Xperia Lounge）		0		Xperia Service対応		5/20/16		NJI12		ＩＣＴ１２		975,000		975,000		975,000		877,500		97,500		10.00%		90.00%

		3		ＦＳ事 コト		U095032200		東京情報大学		1600022		東京情報大学　システム保守		5		東京情報大学　システム保守		9/30/16		SBCS2		千葉S2		670,000		670,000		670,000		572,410		97,590		14.57%		85.43%

		1		ＥＳ事 コト		U095006500		横河電機		1600231		Ｙ：ADSuite R1.04開発		1		Ｙ：ProSafe-RS R4.02 iDefine 連携機能 内部検証実施		7/28/16		NJK21		ＥＳ２１		900,000		900,000		900,000		802,301		97,699		10.86%		89.14%

		4		ＮＳ事 コト		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1600101		NHKMT IT運用部（営業系）		0		NHKMT IT運用部（営業系）		4/30/16		NJN12		ＮＳ１２		5,860,771		5,860,771		5,860,771		5,762,984		97,787		1.67%		98.33%

		4		ＮＳ事 コト		U095026701		日本出版 王子		1600093		基盤		0		王子　システム基盤		4/30/16		NJN12		ＮＳ１２		1,880,000		1,880,000		1,880,000		1,781,921		98,079		5.22%		94.78%

		5		その他 タ		U112000700		ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ･ﾌﾞｯｸ		1600106		【NSG】BBC/社内ｼｽﾃﾑ運用		4		【NSG】基礎新規/BBC 派遣要員		8/31/16		EBCS		ＣＳ課		490,755		490,755		490,755		392,416		98,339		20.04%		79.96%

		2		ＩＣＴ事 コト		U099004200		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸITS		1600274		PASITS 業務基幹システム改修		0		PASITS 業務基幹ｼｽﾃﾑ/MACH受発注ｼｽﾃﾑ年度更新対応		4/13/16		NJI21		ＩＣＴ２１		191,250		191,250		191,250		92,828		98,422		51.46%		48.54%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600006		技術者派遣業務（早坂 光太郎）		2		技術者派遣業務（早坂 光太郎）		6/30/16		TBS2		東北S2		576,400		576,400		576,400		477,869		98,531		17.09%		82.91%

		3		ＦＳ事 コト		U095010900		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰS		1600025		FIPS　競輪情報提供システム開発		0		FIPS　競輪情報提供システム開発		5/25/16		SBCS2		千葉S2		5,680,000		5,680,000		5,680,000		5,581,218		98,782		1.74%		98.26%

		3		ＦＳ事 コト		U095028200		ちばぎんﾘｰｽ		1600023		CLC　保守業務		5		CLC　保守業務		9/30/16		SBCS2		千葉S2		713,800		713,800		713,800		615,017		98,783		13.84%		86.16%

		1		ＥＳ事 コト		U095017100		富士ｾﾞﾛｯｸｽ情報		1600048		新・審査登録業務支援システム保守		12		新・審査登録管理支援システム保守		8/31/16		TBS1		東北S1		715,500		715,500		715,500		616,593		98,907		13.82%		86.18%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500529		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ開発(佐藤)[2016]		2		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ開発(佐藤)[2016] 6月		6/20/16		NJK22		ＥＳ２２		773,575		773,575		773,575		674,663		98,912		12.79%		87.21%

		4		ＮＳ事 コト		U100002400		そんぽ24損保		1600062		（そんぽ-基盤 H28）電子計算機システム運用管理業務		0		(そんぽ-基盤 H28)電子計算機システム運用管理業務		4/30/16		NJN21		ＮＳ２１		1,330,000		1,330,000		1,330,000		1,230,668		99,332		7.47%		92.53%

		5		その他 タ		U095021000		ｴｽ･ﾃﾞｲ･ｼｰ		1600027		【OSG】SDC/薬業健保精査業務		0		【OSG】SDC/薬業健保精査業務		4/30/16		EBCS		ＣＳ課		4,930,420		4,930,420		4,930,420		4,830,794		99,626		2.02%		97.98%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1600246		[KC]ISP 請負案件		3		CA04 Gallery開発		6/30/16		NJI12		ＩＣＴ１２		1,994,125		1,994,125		1,994,125		1,894,419		99,706		5.00%		95.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U108001200		ﾄﾞｺﾓｼｽﾃﾑｽﾞ		1600244		[DS]ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑﾋﾞｼﾞﾈｽ推進部SE業務委託(2016年度)		5		[DS]ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑﾋﾞｼﾞﾈｽ推進部SE業務委託(2016年9月)		9/30/16		NJI22		ＩＣＴ２２		675,750		675,750		675,750		575,857		99,893		14.78%		85.22%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600005		技術者派遣業務（庄子 貴幸）		3		技術者派遣業務（庄子 貴幸）		7/31/16		TBS2		東北S2		671,000		671,000		671,000		571,038		99,962		14.90%		85.10%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600014		電力小売自由化対応のシステム構築(総括用)		4		電力小売自由化対応のシステム構築(総括用)		8/31/16		TBS2		東北S2		640,000		640,000		640,000		540,000		100,000		15.63%		84.38%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1500083		IBM) PMS運用フォロー及び課題改善		11		IBM) PMS運用フォロー及び課題改善		4/12/16		NJN23		ＮＳ２３		900,000		900,000		900,000		800,000		100,000		11.11%		88.89%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1600117		IBM) SRM(PMS/PMサポート)		0		IBM) SRM(PMS/PMサポート)		5/10/16		NJN23		ＮＳ２３		900,000		900,000		900,000		800,000		100,000		11.11%		88.89%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1600117		IBM) SRM(PMS/PMサポート)		1		IBM) SRM(PMS/PMサポート)		6/3/16		NJN23		ＮＳ２３		900,000		900,000		900,000		800,000		100,000		11.11%		88.89%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1600117		IBM) SRM(PMS/PMサポート)		2		IBM) SRM(PMS/PMサポート)		7/5/16		NJN23		ＮＳ２３		900,000		900,000		900,000		800,000		100,000		11.11%		88.89%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1600117		IBM) SRM(PMS/PMサポート)		3		IBM) SRM(PMS/PMサポート)		8/2/16		NJN23		ＮＳ２３		900,000		900,000		900,000		800,000		100,000		11.11%		88.89%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1600117		IBM) SRM(PMS/PMサポート)		4		IBM) SRM(PMS/PMサポート)		9/2/16		NJN23		ＮＳ２３		900,000		900,000		900,000		800,000		100,000		11.11%		88.89%

		1		ＥＳ事 コト		U098003100		ｱｽﾞﾋﾞﾙﾋﾞﾙｼｽﾃﾑｶ		1600271		Ａ：FXBMS Edge対応試験		4		Ａ：FXBMS IE11対応　最大文字長試験（全機能）		9/26/16		NJK21		ＥＳ２１		2,001,000		2,001,000		2,001,000		1,900,950		100,050		5.00%		95.00%

		5		その他 タ		U112000700		ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ･ﾌﾞｯｸ		1600106		【NSG】BBC/社内ｼｽﾃﾑ運用		0		【NSG】BBC/社内ｼｽﾃﾑ運用		4/30/16		EBCS		ＣＳ課		499,500		499,500		499,500		399,068		100,432		20.11%		79.89%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500535		Canon ネットワークカメラ[2016][伏見]		5		Canon ネットワークカメラ[2016][伏見] 9月		9/20/16		NJK22		ＥＳ２２		735,000		735,000		735,000		634,479		100,521		13.68%		86.32%

		1		ＥＳ事 コト		U095006601		日立国際小金井		1600136		HiKE 個別案件(2016)		7		HiKE 銀座線 指令所移転対応作業（保守無線)		7/29/16		NJK22		ＥＳ２２		568,000		568,000		568,000		467,400		100,600		17.71%		82.29%

		4		ＮＳ事 コト		U095034309		全労済 本部		1600013		全労済全国組織事業本部　ＳＥ作業		1		全労済全国組織事業本部　ＳＥ作業		7/31/16		NJN11		ＮＳ１１		1,307,000		1,307,000		1,307,000		1,206,391		100,609		7.70%		92.30%

		5		その他 タ		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600053		【ANA】ASY/羽田支店		4		【ANA】ASY/タブレットセンター		8/31/16		EBCS		ＣＳ課		1,040,000		1,040,000		1,040,000		939,139		100,861		9.70%		90.30%

		5		その他 タ		U112000700		ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ･ﾌﾞｯｸ		1600106		【NSG】BBC/社内ｼｽﾃﾑ運用		3		【NSG】基礎新規/BBC 派遣要員		7/31/16		EBCS		ＣＳ課		501,580		501,580		501,580		400,398		101,182		20.17%		79.83%

		2		ＩＣＴ事 コト		U101003200		ｿﾆｰﾓﾊﾞｲﾙｺﾐｭﾆｹｰ		1600262		SOMC（Xperia Lounge）		1		【SOMC】Android N OSバージョンアップ対応		9/20/16		NJI12		ＩＣＴ１２		1,012,500		1,012,500		1,012,500		911,250		101,250		10.00%		90.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1600091		森永乳業　販売・人事・受払業務支援		2		森永乳業　販売・人事・受払業務支援(6月)		6/30/16		NJI21		ＩＣＴ２１		831,592		831,592		831,592		730,248		101,344		12.19%		87.81%

		2		ＩＣＴ事 コト		U113003900		ｳｫﾙﾄ･ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ		1500352		WDJ（HomeApp 2015秋冬モデル）		12		[WDJ]HomeApp AppDrawerアニメーション改善		7/29/16		NJI22		ＩＣＴ２２		900,000		900,000		900,000		798,594		101,406		11.27%		88.73%

		3		ＦＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1600001		キヤノンFAXシステム開発		0		キヤノンFAXシステム開発		5/20/16		SBCS2		千葉S2		528,900		528,900		528,900		427,461		101,439		19.18%		80.82%

		1		ＥＳ事 コト		U110001200		横河医療		1600036		ビューア開発		2		ビューア開発		9/30/16		TBS1		東北S1		836,000		836,000		836,000		734,520		101,480		12.14%		87.86%

		4		ＮＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600120		SJNKS) 運用管理チーム支援		3		SJNKS) 運用管理チーム支援		7/31/16		NJN23		ＮＳ２３		740,000		740,000		740,000		638,075		101,925		13.77%		86.23%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1400642		[KC]KA434466 ﾃﾞｲﾘｰｽﾃｯﾌﾟ、ﾎｰﾑ、ｷﾞｬﾗﾘｰ		20		[KC]CA04 Homeアプリ開発		6/30/16		NJI12		ＩＣＴ１２		2,040,500		2,040,500		2,040,500		1,938,475		102,025		5.00%		95.00%

		4		ＮＳ事 コト		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1600100		NHKMT IT運用部（放送系）		3		NHKMT IT運用部（放送系）		7/31/16		NJN12		ＮＳ１２		4,858,747		4,858,747		4,858,747		4,756,336		102,411		2.11%		97.89%

		3		ＦＳ事 コト		U098003600		慶應義塾中等部		1500363		慶應義塾中等部（一括請負案件）		4		新学事：ﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ＆改修　その４		4/25/16		NJF12		ＦＳ１２		752,500		752,500		752,500		650,000		102,500		13.62%		86.38%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600016		用地再構築　システム構築		7		用地再構築　システム構築		9/30/16		TBS2		東北S2		1,320,000		1,320,000		1,320,000		1,217,231		102,769		7.79%		92.21%

		5		その他 タ		U097001800		ｼｰｴｰｼｰﾅﾚｯｼﾞ		1600012		【OSG】CAC/営業事務及びアシスタント業務		2		【OSG】CAC/営業事務及びアシスタント業務		7/31/16		EBCS		ＣＳ課		470,000		470,000		470,000		367,142		102,858		21.88%		78.12%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1600281		データ整備課題（禁則文字入力制限対応）		3		データ整備課題（禁則文字入力制限対応）（７月）		7/31/16		NJF11		ＦＳ１１		422,500		422,500		422,500		319,630		102,870		24.35%		75.65%

		1		ＥＳ事 コト		U095026000		ｼﾞｮﾝｿﾝｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾞ		1500029		Ｊ：ビル中央監視派遣		11		Ｊ：ビル中央監視派遣　齋藤翼(3月）		4/7/16		NJK21		ＥＳ２１		932,150		932,150		932,150		829,212		102,938		11.04%		88.96%

		1		ＥＳ事 コト		U095006501		横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻ		1600291		ＹＪＰ：派遣 [2016] 山口分		0		ＹＪＰ：派遣 [2016] 4/21-5/20山口分		5/20/16		NJK21		ＥＳ２１		668,750		668,750		668,750		565,358		103,392		15.46%		84.54%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1600237		[NMSE]ドコモメールアプリ評価		0		SL推アプリ試験 ドコモメール評価(4月)		4/30/16		NJI12		ＩＣＴ１２		1,395,700		1,395,700		1,395,700		1,292,075		103,625		7.42%		92.58%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600022		「同時同量　離脱増対応」システム構築		8		「同時同量　離脱増対応」システム構築		9/30/16		TBS2		東北S2		660,000		660,000		660,000		556,029		103,971		15.75%		84.25%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500533		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ/ｽｷｬﾅ開発(上原)[2016]		3		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ/ｽｷｬﾅ開発(上原)[2016] 7月		7/20/16		NJK22		ＥＳ２２		731,250		731,250		731,250		627,115		104,135		14.24%		85.76%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1600241		[NMSE]WMアプリ評価		2		WMアプリ試験業務(2016年度)_7月_2		7/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		254,800		254,800		254,800		150,362		104,438		40.99%		59.01%

		5		その他 タ		U113000300		ﾋﾞｰｴｽ･ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ		1600036		【OSG】B-ｷｬｽ/SE補助		2		【OSG】B-ｷｬｽ/SE補助		6/30/16		EBCS		ＣＳ課		505,000		505,000		505,000		400,398		104,602		20.71%		79.29%

		3		ＦＳ事 コト		U095028200		ちばぎんﾘｰｽ		1600023		CLC　保守業務		1		CLC　保守業務		5/31/16		SBCS2		千葉S2		763,250		763,250		763,250		658,550		104,700		13.72%		86.28%

		5		その他 タ		U097001800		ｼｰｴｰｼｰﾅﾚｯｼﾞ		1600013		【OSG】CAC/湯浅商事向け運用管理		1		【OSG】CAC/湯浅商事向け運用管理		5/31/16		EBCS		ＣＳ課		530,000		530,000		530,000		425,007		104,993		19.81%		80.19%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1600239		[NMSE]電話帳アプリ評価		4		2016上期SL推アプリ試験(電話帳)_8月		8/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		1,077,950		1,077,950		1,077,950		972,831		105,119		9.75%		90.25%

		1		ＥＳ事 コト		U095006601		日立国際小金井		1600136		HiKE 個別案件(2016)		16		HiKE 東消SCPC　音声聴取不可対応		8/31/16		NJK22		ＥＳ２２		630,000		630,000		630,000		524,872		105,128		16.69%		83.31%

		2		ＩＣＴ事 コト		U096005700		ｿﾆｰ		1600007		メタデータ配信サービス向けクラウドシステムの開発		3		メタデータ配信サービス向けクラウドシステムの開発運		7/20/16		SBSS1		佐原S1		1,045,875		1,045,875		1,045,875		940,653		105,222		10.06%		89.94%

		3		ＦＳ事 コト		U095028200		ちばぎんﾘｰｽ		1600023		CLC　保守業務		2		CLC　保守業務		6/30/16		SBCS2		千葉S2		763,250		763,250		763,250		657,623		105,627		13.84%		86.16%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1600088		森永乳業　次期メール対応支援		4		森永乳業　次期メール対応支援(8月)		8/31/16		NJI21		ＩＣＴ２１		830,000		830,000		830,000		724,060		105,940		12.76%		87.24%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095011000		ｷﾔﾉﾝｿﾌﾄｳｪｱ		1600006		通信関連案件の開発		2		通信関連案件の開発 小川		5/31/16		SBSS1		佐原S1		568,100		568,100		568,100		462,061		106,039		18.67%		81.33%

		3		ＦＳ事 コト		U095001800		埼玉県		1400487		クラウド型統合サーバーシステム機器等運用管理		16		統合サーバー運用		4/30/16		NJF22		ＦＳ２２		1,159,000		1,159,000		1,159,000		1,052,773		106,227		9.17%		90.83%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1600265		[KC]GPS Android Location設計・評価		1		MA16 GPS(LocationFramework)		5/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		351,000		351,000		351,000		244,435		106,565		30.36%		69.64%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1500078		C-ITS 条件精算システム		12		C-ITS 条件精算システム 04月		4/30/16		SBSS2		佐原S2		714,400		714,400		714,400		607,774		106,626		14.93%		85.07%

		2		ＩＣＴ事 コト		U108001200		ﾄﾞｺﾓｼｽﾃﾑｽﾞ		1600244		[DS]ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑﾋﾞｼﾞﾈｽ推進部SE業務委託(2016年度)		0		[DS]ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑﾋﾞｼﾞﾈｽ推進部SE業務委託(2016年4月)		4/30/16		NJI22		ＩＣＴ２２		721,650		721,650		721,650		614,972		106,678		14.78%		85.22%

		2		ＩＣＴ事 コト		U113003900		ｳｫﾙﾄ･ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ		1500445		WDJ（Dlifeアプリケーション開発）		7		[WDJ]Dlifeアプリケーション開発 フェーズ1 追加(4th)		8/17/16		NJI22		ＩＣＴ２２		650,000		650,000		650,000		543,261		106,739		16.42%		83.58%

		1		ＥＳ事 コト		U095006501		横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻ		1600293		ＹＪＰ：水明システム派遣 [2016]		0		ＹＪＰ：水明システム派遣 [2016] 4/21-5/20		5/20/16		NJK21		ＥＳ２１		682,125		682,125		682,125		575,276		106,849		15.66%		84.34%

		1		ＥＳ事 コト		U095036900		富士通ﾋﾞｰｴｽｼｰ		1600070		自動倉庫管理システムリプレース作業		0		自動倉庫管理システムリプレース作業		8/31/16		TBS1		東北S1		1,530,000		1,530,000		1,530,000		1,422,758		107,242		7.01%		92.99%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1600245		[KC]FOTA 端末アプリ開発		2		CA48 FOTA総合試験		6/30/16		NJI12		ＩＣＴ１２		643,500		643,500		643,500		536,210		107,290		16.67%		83.33%

		5		その他 タ		U097001800		ｼｰｴｰｼｰﾅﾚｯｼﾞ		1600013		【OSG】CAC/湯浅商事向け運用管理		2		【OSG】CAC/湯浅商事向け運用管理		6/30/16		EBCS		ＣＳ課		590,225		590,225		590,225		482,872		107,353		18.19%		81.81%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1600088		森永乳業　次期メール対応支援		5		森永乳業　次期メール対応支援(9月)		9/30/16		NJI21		ＩＣＴ２１		847,917		847,917		847,917		740,562		107,355		12.66%		87.34%

		1		ＥＳ事 コト		U095006803		日立製作 公共		1600011		気象庁SWII保守		5		気象庁SWII保守 9月		9/29/16		SBCS1		千葉S1		749,700		749,700		749,700		642,264		107,436		14.33%		85.67%

		1		ＥＳ事 コト		U095019400		ﾋﾟｰｱﾝﾄﾞｱｲ		1600046		P&I　３Ｄ溶接検査表システム開発		0		P&I　３Ｄ溶接検査表システム開発		4/30/16		SBCS1		千葉S1		520,000		520,000		520,000		412,276		107,724		20.72%		79.28%

		1		ＥＳ事 コト		U095006803		日立製作 公共		1600012		千葉県警保守		0		千葉県警保守 4月		4/30/16		SBCS1		千葉S1		682,000		682,000		682,000		574,263		107,737		15.80%		84.20%

		1		ＥＳ事 コト		U095006803		日立製作 公共		1600012		千葉県警保守		3		千葉県警保守 7月		7/31/16		SBCS1		千葉S1		682,000		682,000		682,000		574,263		107,737		15.80%		84.20%

		1		ＥＳ事 コト		U095006803		日立製作 公共		1600012		千葉県警保守		5		千葉県警保守 9月		9/30/16		SBCS1		千葉S1		682,000		682,000		682,000		574,263		107,737		15.80%		84.20%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600201		H28 次期空港旅客サービスプロジェクト		2		H28 次期空港旅客サービスプロジェクト		6/30/16		NJNA1		ＮＡ１		790,000		790,000		790,000		682,207		107,793		13.64%		86.36%

		4		ＮＳ事 コト		U095026701		日本出版 王子		1600093		基盤		2		王子　システム基盤		6/30/16		NJN12		ＮＳ１２		1,880,000		1,880,000		1,880,000		1,772,120		107,880		5.74%		94.26%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095011000		ｷﾔﾉﾝｿﾌﾄｳｪｱ		1500189		コンデジMenuアプリの開発		11		コンデジMenuアプリの設計、		5/31/16		SBSS1		佐原S1		602,400		602,400		602,400		493,816		108,584		18.03%		81.97%

		5		その他 タ		U113000300		ﾋﾞｰｴｽ･ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ		1600036		【OSG】B-ｷｬｽ/SE補助		5		【OSG】B-ｷｬｽ/SE補助		9/30/16		EBCS		ＣＳ課		505,000		505,000		505,000		396,407		108,593		21.50%		78.50%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500533		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ/ｽｷｬﾅ開発(上原)[2016]		2		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ/ｽｷｬﾅ開発(上原)[2016] 6月		6/20/16		NJK22		ＥＳ２２		750,000		750,000		750,000		641,140		108,860		14.51%		85.49%

		4		ＮＳ事 コト		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1600098		NHKMT 関連団体システム運用		1		NHKMT 関連団体システム運用		5/31/16		NJN12		ＮＳ１２		1,681,861		1,681,861		1,681,861		1,572,785		109,076		6.49%		93.51%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1600050		メインフレーム基盤保守		2		メインフレーム基盤保守		6/30/16		NJF22		ＦＳ２２		956,638		956,638		956,638		847,450		109,188		11.41%		88.59%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500001		医療機器開発ソフトウェア開発業務（木村俊之）		11		医療機器開発ソフトウェア開発業務（木村俊之）		4/20/16		TBS1		東北S1		594,000		594,000		594,000		484,619		109,381		18.41%		81.59%

		5		その他 タ		U105000200		ﾕｰｷｬｽｻｰﾋﾞｽ		1600026		【OSG】Uｷｬｽ/ﾃﾞｰﾀ運用		5		【OSG】Uｷｬｽ/ﾃﾞｰﾀ運用		9/30/16		EBCS		ＣＳ課		1,730,000		1,730,000		1,730,000		1,620,294		109,706		6.34%		93.66%

		3		ＦＳ事 コト		U095028200		ちばぎんﾘｰｽ		1600023		CLC　保守業務		4		CLC　保守業務		8/31/16		SBCS2		千葉S2		793,350		793,350		793,350		683,558		109,792		13.84%		86.16%

		1		ＥＳ事 コト		U095007203		沖電気工業芝浦		1500516		OKI 消防救急デジタル無線システム[2016](三枝)		0		OKI 消防救急デジタル無線システム[2016](三枝)		4/29/16		NJK22		ＥＳ２２		537,271		537,271		537,271		427,109		110,162		20.50%		79.50%

		3		ＦＳ事 コト		U115000800		日鉄住金ﾃｯｸｽｴﾝ		1600143		TEXENG 2CCスプレー弁開度実績収集対応		0		TEXENG 2CCスプレー弁開度実績収集対応		9/28/16		SBSS2		佐原S2		578,000		578,000		578,000		467,640		110,360		19.09%		80.91%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600184		H28 able-D保守運用作業(ps2)		1		H28 able-D保守運用作業(ps2)		7/31/16		NJNA1		ＮＡ１		395,000		395,000		395,000		284,253		110,747		28.04%		71.96%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600321		次期ABLE－Dドキュメント次期化対応		0		次期ABLE－Dドキュメント次期化対応		5/31/16		NJNA1		ＮＡ１		395,000		395,000		395,000		284,253		110,747		28.04%		71.96%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600321		次期ABLE－Dドキュメント次期化対応		1		次期ABLE－Dドキュメント次期化対応		6/30/16		NJNA1		ＮＡ１		395,000		395,000		395,000		284,253		110,747		28.04%		71.96%

		2		ＩＣＴ事 コト		U108001200		ﾄﾞｺﾓｼｽﾃﾑｽﾞ		1600244		[DS]ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑﾋﾞｼﾞﾈｽ推進部SE業務委託(2016年度)		2		[DS]ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑﾋﾞｼﾞﾈｽ推進部SE業務委託(2016年6月)		6/30/16		NJI22		ＩＣＴ２２		755,115		755,115		755,115		643,221		111,894		14.82%		85.18%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1600088		森永乳業　次期メール対応支援		1		森永乳業　次期メール対応支援(5月)		5/31/16		NJI21		ＩＣＴ２１		830,000		830,000		830,000		717,871		112,129		13.51%		86.49%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1600280		ゆうゆう共済事務支援システム２０１６年度保守作業		4		ゆうゆう共済事務支援ｼｽﾃﾑ2016年度保守作業(８月）		8/31/16		NJF11		ＦＳ１１		845,000		845,000		845,000		732,811		112,189		13.28%		86.72%

		5		その他 タ		U097001800		ｼｰｴｰｼｰﾅﾚｯｼﾞ		1600013		【OSG】CAC/湯浅商事向け運用管理		0		【OSG】CAC/湯浅商事向け運用管理		4/30/16		EBCS		ＣＳ課		609,387		609,387		609,387		496,839		112,548		18.47%		81.53%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1600360		２０１５　日次年調対応(2.66)		0		２０１５　日次年調対応		8/31/16		NJF11		ＦＳ１１		2,247,700		2,247,700		2,247,700		2,134,952		112,748		5.02%		94.98%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1600033		医療機器開発ソフトウェア開発業務（小野寺隆幸）		4		医療機器開発ソフトウェア開発業務（小野寺隆幸）		9/20/16		TBS1		東北S1		645,000		645,000		645,000		532,178		112,822		17.49%		82.51%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1600281		データ整備課題（禁則文字入力制限対応）		2		データ整備課題（禁則文字入力制限対応）（６月）		6/30/16		NJF11		ＦＳ１１		422,500		422,500		422,500		309,607		112,893		26.72%		73.28%

		2		ＩＣＴ事 コト		U096005700		ｿﾆｰ		1600346		[SONY]SongPal iOSアプリ開発		2		[SONY]SongPal iOSアプリ開発(9月)		9/30/16		NJI11		ＩＣＴ１１		2,261,000		2,261,000		2,261,000		2,148,000		113,000		5.00%		95.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1600084		森永乳業　損益運用業務支援２		2		森永乳業　損益運用業務支援２(6月)		6/30/16		NJI21		ＩＣＴ２１		876,500		876,500		876,500		763,254		113,246		12.92%		87.08%

		4		ＮＳ事 コト		U104004500		野村総合研究所		1600012		野村総研（２０１５年度）		5		野村総研（２０１５年度）		9/30/16		NJN11		ＮＳ１１		681,161		681,161		681,161		567,844		113,317		16.64%		83.36%

		1		ＥＳ事 コト		U095007203		沖電気工業芝浦		1500541		OKI 市町村防災行政無線システム設計業務[2016](鎌田)		2		OKI 市町村防災行政無線システム設計業務[2016](鎌田)		6/30/16		NJK22		ＥＳ２２		1,342,315		1,342,315		1,342,315		1,228,991		113,324		8.44%		91.56%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600189		H28 ANADAS保守運用		1		H28 ANADAS保守運用(危機管理改修)		8/31/16		NJNA1		ＮＡ１		790,000		790,000		790,000		676,572		113,428		14.36%		85.64%

		5		その他 タ		U112000700		ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ･ﾌﾞｯｸ		1600106		【NSG】BBC/社内ｼｽﾃﾑ運用		2		【NSG】基礎新規/BBC 派遣要員		6/30/16		EBCS		ＣＳ課		557,770		557,770		557,770		444,295		113,475		20.34%		79.66%

		5		その他 タ		U096005700		ｿﾆｰ		1600055		【SSG】SONY/ﾒﾀﾃﾞｰﾀ配信ｻｰﾋﾞｽ向けｸﾗｳﾄﾞｼｽﾃﾑの開発運用		1		【SSG】SONY/ﾒﾀﾃﾞｰﾀ配信.ｸﾗｳﾄﾞｼｽﾃﾑの開発運用		5/31/16		EBCS		ＣＳ課		1,592,500		1,592,500		1,592,500		1,479,000		113,500		7.13%		92.87%

		5		その他 タ		U096005700		ｿﾆｰ		1600055		【SSG】SONY/ﾒﾀﾃﾞｰﾀ配信ｻｰﾋﾞｽ向けｸﾗｳﾄﾞｼｽﾃﾑの開発運用		5		【SSG】SONY/ｸﾗｳﾄﾞｼｽﾃﾑの開発運用(00395299_01)		8/31/16		EBCS		ＣＳ課		1,592,500		1,592,500		1,592,500		1,479,000		113,500		7.13%		92.87%

		1		ＥＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1600044		CITS 検査MVソフトウェアテスト		1		CITS 検査MVソフトウェアテスト 5月		5/31/16		SBCS1		千葉S1		600,000		600,000		600,000		486,383		113,617		18.94%		81.06%

		3		ＦＳ事 コト		U095028200		ちばぎんﾘｰｽ		1600023		CLC　保守業務		0		CLC　保守業務		4/30/16		SBCS2		千葉S2		823,450		823,450		823,450		709,492		113,958		13.84%		86.16%

		1		ＥＳ事 コト		U095026300		ﾌｸﾀﾞ電子		1600267		ＭＥ：DS-8600機能改良　開発支援作業		7		ＭＥ：2016年コネクタソン対応		9/30/16		NJK21		ＥＳ２１		784,000		784,000		784,000		670,000		114,000		14.54%		85.46%

		3		ＦＳ事 コト		U109003300		富士ｾﾞﾛｯｸｽｼｽﾃﾑ		1600305		FXSS案件		3		住基ネット機能改修		9/23/16		NJF12		ＦＳ１２		2,279,000		2,279,000		2,279,000		2,165,000		114,000		5.00%		95.00%

		1		ＥＳ事 コト		U095006803		日立製作 公共		1600011		気象庁SWII保守		4		気象庁SWII保守 8月		8/31/16		SBCS1		千葉S1		749,700		749,700		749,700		635,449		114,251		15.24%		84.76%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500535		Canon ネットワークカメラ[2016][伏見]		3		Canon ネットワークカメラ[2016][伏見] 7月		7/20/16		NJK22		ＥＳ２２		836,675		836,675		836,675		722,249		114,426		13.68%		86.32%

		2		ＩＣＴ事 コト		U113003900		ｳｫﾙﾄ･ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ		1500352		WDJ（HomeApp 2015秋冬モデル）		11		[WDJ]HomeApp 2016年夏モデル向け仕様変更対応		6/10/16		NJI22		ＩＣＴ２２		495,000		495,000		495,000		380,283		114,717		23.18%		76.82%

		1		ＥＳ事 コト		U095026000		ｼﾞｮﾝｿﾝｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾞ		1600226		Ｊ：ビル中央監視派遣 2016年度		2		Ｊ：ビル中央監視派遣　齋藤翼(6月）		7/6/16		NJK21		ＥＳ２１		850,000		850,000		850,000		735,075		114,925		13.52%		86.48%

		4		ＮＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600119		SJNKS) サーバー系基盤SE業務支援		4		SJNKS) サーバー系基盤SE業務支援		8/31/16		NJN23		ＮＳ２３		1,532,500		1,532,500		1,532,500		1,417,074		115,426		7.53%		92.47%

		1		ＥＳ事 コト		U111003000		ﾃﾙﾓ		1600233		テルモ：ME機器開発 [2016年度] 		5		テルモ：ME機器開発 [2016年度] ９月		9/30/16		NJK21		ＥＳ２１		840,600		840,600		840,600		725,157		115,443		13.73%		86.27%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600068		MSICｼｽﾃﾑﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ更新対応(詳細見積ﾌｪｰｽﾞ)		0		MSICｼｽﾃﾑﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ更新対応(詳細見積ﾌｪｰｽﾞ)		7/31/16		TBS2		東北S2		960,000		960,000		960,000		844,554		115,446		12.03%		87.97%

		4		ＮＳ事 コト		U111003700		AIGﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ		1600032		ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ技術部業務_AHA向けOAﾘｸｴｽﾄ支援		2		ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ技術部業務_AHA向けOAﾘｸｴｽﾄ支援		7/7/16		NJN22		ＮＳ２２		750,000		750,000		750,000		634,516		115,484		15.40%		84.60%

		3		ＦＳ事 コト		U102003400		東京ｶﾞｽiﾈｯﾄ		1600109		東京ガスiネット ACROSS SQLServerアップグレード対応		0		東京ガスiネット ACROSS SQLServerアップグレード対応		7/29/16		SBSS2		佐原S2		774,000		774,000		774,000		658,504		115,496		14.92%		85.08%

		5		その他 タ		U097001800		ｼｰｴｰｼｰﾅﾚｯｼﾞ		1600013		【OSG】CAC/湯浅商事向け運用管理		5		【OSG】CAC/湯浅商事向け運用管理		9/30/16		EBCS		ＣＳ課		530,000		530,000		530,000		414,365		115,635		21.82%		78.18%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1600246		[KC]ISP 請負案件		4		CA48 OUTDOORアプリ開発（機能開発・評価）		6/30/16		NJI12		ＩＣＴ１２		2,318,750		2,318,750		2,318,750		2,202,813		115,937		5.00%		95.00%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500535		Canon ネットワークカメラ[2016][伏見]		2		Canon ネットワークカメラ[2016][伏見] 6月		6/20/16		NJK22		ＥＳ２２		850,150		850,150		850,150		733,881		116,269		13.68%		86.32%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1600120		C-ITS 楽天証券開発案件		1		C-ITS 楽天証券開発案件 08月		8/31/16		SBSS2		佐原S2		1,550,000		1,550,000		1,550,000		1,433,708		116,292		7.50%		92.50%

		1		ＥＳ事 コト		U095019400		ﾋﾟｰｱﾝﾄﾞｱｲ		1600046		P&I　３Ｄ溶接検査表システム開発		2		P&I　システム開発支援 9月		9/30/16		SBCS1		千葉S1		437,200		437,200		437,200		320,280		116,920		26.74%		73.26%

		4		ＮＳ事 コト		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1600098		NHKMT 関連団体システム運用		5		NHKMT 関連団体システム運用		9/30/16		NJN12		ＮＳ１２		1,694,819		1,694,819		1,694,819		1,577,870		116,949		6.90%		93.10%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1600266		[KC]MDM(Security)開発		2		CA48 STB品確実施		7/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		117,000		117,000		117,000		0		117,000		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U096005700		ｿﾆｰ		1600055		【SSG】SONY/ﾒﾀﾃﾞｰﾀ配信ｻｰﾋﾞｽ向けｸﾗｳﾄﾞｼｽﾃﾑの開発運用		6		【SSG】SONY/ｸﾗｳﾄﾞｼｽﾃﾑの開発運用(00395299_01)		9/30/16		EBCS		ＣＳ課		1,636,500		1,636,500		1,636,500		1,519,480		117,020		7.15%		92.85%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1600238		[NMSE]ＰＢ推セキ企アプリ評価		0		2016年度上期アプリ確認業務(PB推セキ企)_4月		4/30/16		NJI12		ＩＣＴ１２		1,607,500		1,607,500		1,607,500		1,490,466		117,034		7.28%		92.72%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500533		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ/ｽｷｬﾅ開発(上原)[2016]		0		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ/ｽｷｬﾅ開発(上原)[2016] 4月		4/20/16		NJK22		ＥＳ２２		831,250		831,250		831,250		713,748		117,502		14.14%		85.86%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600013		特定課題案件対応		2		特定課題案件対応		6/30/16		TBS2		東北S2		1,280,000		1,280,000		1,280,000		1,162,113		117,887		9.21%		90.79%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600002		技術者派遣業務（宇都宮 博）		1		技術者派遣業務（宇都宮 博）		5/31/16		TBS2		東北S2		641,000		641,000		641,000		522,951		118,049		18.42%		81.58%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1600088		森永乳業　次期メール対応支援		2		森永乳業　次期メール対応支援(6月)		6/30/16		NJI21		ＩＣＴ２１		990,650		990,650		990,650		872,585		118,065		11.92%		88.08%

		1		ＥＳ事 コト		U095006501		横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻ		1600335		ＹＪＰ：出光興産　オフラス更新プロジェクト		6		ＹＪＰ：出光興産　オフラス更新　システム要件定義４		9/26/16		NJK21		ＥＳ２１		1,445,000		1,445,000		1,445,000		1,326,829		118,171		8.18%		91.82%

		1		ＥＳ事 コト		U111003000		ﾃﾙﾓ		1600233		テルモ：ME機器開発 [2016年度] 		4		テルモ：ME機器開発 [2016年度] ８月		8/31/16		NJK21		ＥＳ２１		876,600		876,600		876,600		758,219		118,381		13.50%		86.50%

		4		ＮＳ事 コト		U104002900		長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮ		1600041		（長谷工-建設 H28）ｲﾝﾌﾗ･運用関連技術支援		5		（長谷工-建設 H28）ｲﾝﾌﾗ･運用関連技術支援		9/30/16		NJN22		ＮＳ２２		679,000		679,000		679,000		560,489		118,511		17.45%		82.55%

		1		ＥＳ事 コト		U095006803		日立製作 公共		1600012		千葉県警保守		2		千葉県警保守 6月		6/30/16		SBCS1		千葉S1		752,400		752,400		752,400		633,541		118,859		15.80%		84.20%

		1		ＥＳ事 コト		U095006803		日立製作 公共		1600012		千葉県警保守		4		千葉県警保守 8月		8/31/16		SBCS1		千葉S1		752,400		752,400		752,400		633,541		118,859		15.80%		84.20%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1600238		[NMSE]ＰＢ推セキ企アプリ評価		1		2016年度上期アプリ確認業務(PB推セキ企)_5月		5/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		1,423,100		1,423,100		1,423,100		1,304,203		118,897		8.35%		91.65%

		4		ＮＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600118		SJNKS) ネットワーク・サーバ管理業務		5		SJNKS) ネットワーク・サーバ管理業務		9/30/16		NJN23		ＮＳ２３		2,150,000		2,150,000		2,150,000		2,030,954		119,046		5.54%		94.46%

		5		その他 タ		U103002400		明治安田ｼｽﾃﾑﾃｸ		1500231		MIEL ASPサービス　明治安田システム・テクノロジー		3		MIEL ASPサービス　明治安田　04月～06月		6/1/16		SB01G		MIPR原		119,100		119,100		119,100		0		119,100		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U108002200		ﾕｳｼｭｳｹｱｻｰﾋﾞｽ		1500243		MIEL ASPサービス　ユウシュウケアサービス		2		MIEL ASPサービス　ユウシュウケア　04月～06月		6/1/16		SB01G		MIPR原		119,213		119,213		119,213		0		119,213		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U108002200		ﾕｳｼｭｳｹｱｻｰﾋﾞｽ		1500243		MIEL ASPサービス　ユウシュウケアサービス		3		MIEL ASPサービス　ユウシュウケア　07月～09月		9/1/16		SB01G		MIPR原		119,213		119,213		119,213		0		119,213		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U108002900		中島ｸﾘﾆｯｸ		1500299		MIEL ASPサービス　中島クリニック		1		MIEL ASPサービス　中島クリニック　04月～06月		6/1/16		SB01G		MIPR原		119,213		119,213		119,213		0		119,213		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U108002900		中島ｸﾘﾆｯｸ		1500299		MIEL ASPサービス　中島クリニック		2		MIEL ASPサービス　中島クリニック　07月～09月		9/1/16		SB01G		MIPR原		119,213		119,213		119,213		0		119,213		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U108003500		関東IT健保組合		1600053		MIEL ASPサービス　関東ITS健保組合　保健指導支援室		0		MIEL ASPサービス　関東ITS支援室　04月～06月		6/1/16		SB01G		MIPR原		119,213		119,213		119,213		0		119,213		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U108003500		関東IT健保組合		1600053		MIEL ASPサービス　関東ITS健保組合　保健指導支援室		1		MIEL ASPサービス　関東ITS支援室　07月～09月		9/1/16		SB01G		MIPR原		119,213		119,213		119,213		0		119,213		100.00%		0.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1600241		[NMSE]WMアプリ評価		1		WMアプリ試験業務(2016年度)_5月_7月		7/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		559,300		559,300		559,300		440,000		119,300		21.33%		78.67%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500533		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ/ｽｷｬﾅ開発(上原)[2016]		5		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ/ｽｷｬﾅ開発(上原)[2016] 9月		9/20/16		NJK22		ＥＳ２２		772,500		772,500		772,500		653,161		119,339		15.45%		84.55%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1600246		[KC]ISP 請負案件		21		[KC]CA55 エントリーホーム開発(機能実装対応)		9/30/16		NJI12		ＩＣＴ１２		2,388,313		2,388,313		2,388,313		2,268,898		119,415		5.00%		95.00%

		3		ＦＳ事 コト		U095031800		東京農業大学		1600176		大学システム保守		0		大学システム保守（４月）		4/30/16		NJF12		ＦＳ１２		1,560,000		1,560,000		1,560,000		1,440,399		119,601		7.67%		92.33%

		4		ＮＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600119		SJNKS) サーバー系基盤SE業務支援		5		SJNKS) サーバー系基盤SE業務支援		9/30/16		NJN23		ＮＳ２３		1,580,000		1,580,000		1,580,000		1,460,135		119,865		7.59%		92.41%

		1		ＥＳ事 コト		U095026300		ﾌｸﾀﾞ電子		1600228		ＣＶＷ：CVW-7000 PKI アラーム機能追加		1		ＣＶＷ：CVW-7000安曇野サーバリプレース作業支援		7/26/16		NJK21		ＥＳ２１		157,800		157,800		157,800		37,800		120,000		76.05%		23.95%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600003		技術者派遣業務（村形 裕一）		1		技術者派遣業務（村形 裕一）		5/31/16		TBS2		東北S2		641,000		641,000		641,000		520,947		120,053		18.73%		81.27%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1600281		データ整備課題（禁則文字入力制限対応）		0		データ整備課題（禁則文字入力制限対応）（４月）		4/30/16		NJF11		ＦＳ１１		422,500		422,500		422,500		301,811		120,689		28.57%		71.43%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1400300		[KC]GPS派遣 長谷川		23		[KC]GPS派遣 長谷川3月作業		4/30/16		NJI12		ＩＣＴ１２		787,291		787,291		787,291		666,458		120,833		15.35%		84.65%

		5		その他 タ		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1500023		【NSG】FIP/運用SE業務(高橋)		14		【NSG】FIP/運用SE業務(2016/7)		7/31/16		EBCS		ＣＳ課		638,671		638,671		638,671		517,458		121,213		18.98%		81.02%

		4		ＮＳ事 コト		U108003100		ｴﾑﾕｰﾌﾛﾝﾃｨｱ債権		1600339		ヘルプデスク業務		0		ヘルプデスク業務		7/31/16		NJN11		ＮＳ１１		1,390,000		1,390,000		1,390,000		1,268,595		121,405		8.73%		91.27%

		1		ＥＳ事 コト		U095017100		富士ｾﾞﾛｯｸｽ情報		1600048		新・審査登録業務支援システム保守		8		新・審査登録管理支援システム保守		7/31/16		TBS1		東北S1		715,500		715,500		715,500		593,774		121,726		17.01%		82.99%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600021		「でんき予報の広域機関対応」システム構築		0		「でんき予報の広域機関対応」システム構築		4/28/16		TBS2		東北S2		838,200		838,200		838,200		716,448		121,752		14.53%		85.47%

		1		ＥＳ事 コト		U098003100		ｱｽﾞﾋﾞﾙﾋﾞﾙｼｽﾃﾑｶ		1600271		Ａ：FXBMS Edge対応試験		0		Ａ：FXBMS Edge対応試験(全機能)		6/20/16		NJK21		ＥＳ２１		2,436,000		2,436,000		2,436,000		2,314,200		121,800		5.00%		95.00%

		5		その他 タ		U113000300		ﾋﾞｰｴｽ･ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ		1600036		【OSG】B-ｷｬｽ/SE補助		0		【OSG】B-ｷｬｽ/SE補助		4/30/16		EBCS		ＣＳ課		505,000		505,000		505,000		383,105		121,895		24.14%		75.86%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600201		H28 次期空港旅客サービスプロジェクト		0		H28 次期空港旅客サービスプロジェクト		4/30/16		NJNA1		ＮＡ１		790,000		790,000		790,000		667,994		122,006		15.44%		84.56%

		2		ＩＣＴ事 コト		U096005700		ｿﾆｰ		1600073		クラウドデータ処理システム開発 業務（石井分）		0		クラウドデータ処理システム開発 業務（石井分）		4/30/16		SBSS1		佐原S1		526,500		526,500		526,500		404,303		122,197		23.21%		76.79%

		3		ＦＳ事 コト		U103002500		空港情報通信		1600039		AICS システム開発		3		AICS システム開発 07月		7/31/16		SBSS2		佐原S2		2,430,236		2,430,236		2,430,236		2,307,800		122,436		5.04%		94.96%

		5		その他 タ		U096005700		ｿﾆｰ		1600055		【SSG】SONY/ﾒﾀﾃﾞｰﾀ配信ｻｰﾋﾞｽ向けｸﾗｳﾄﾞｼｽﾃﾑの開発運用		2		【SSG】SONY/ﾒﾀﾃﾞｰﾀ配信.ｸﾗｳﾄﾞｼｽﾃﾑの開発運用		6/30/16		EBCS		ＣＳ課		1,705,250		1,705,250		1,705,250		1,582,730		122,520		7.18%		92.82%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1600093		C-ITS 条件精算再構築		0		C-ITS 条件精算再構築 05月		5/31/16		SBSS2		佐原S2		822,500		822,500		822,500		699,740		122,760		14.93%		85.07%

		1		ＥＳ事 コト		U111003000		ﾃﾙﾓ		1600233		テルモ：ME機器開発 [2016年度] 		3		テルモ：ME機器開発 [2016年度] ７月		7/31/16		NJK21		ＥＳ２１		998,100		998,100		998,100		875,037		123,063		12.33%		87.67%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500529		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ開発(佐藤)[2016]		0		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ開発(佐藤)[2016] 4月		4/20/16		NJK22		ＥＳ２２		809,950		809,950		809,950		686,726		123,224		15.21%		84.79%

		1		ＥＳ事 コト		U095006501		横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻ		1600291		ＹＪＰ：派遣 [2016] 山口分		2		ＹＪＰ：派遣 [2016] 6/21-7/20山口分		7/20/16		NJK21		ＥＳ２１		965,675		965,675		965,675		840,873		124,802		12.92%		87.08%

		3		ＦＳ事 コト		U095032200		東京情報大学		1600022		東京情報大学　システム保守		1		東京情報大学　システム保守		5/31/16		SBCS2		千葉S2		670,000		670,000		670,000		544,623		125,377		18.71%		81.29%

		5		その他 タ		U111001100		日新		1600322		Astrux次年度保守費用		0		Astrux次年度保守費用		7/31/16		NERPG		ＲＤＰ（原）		455,000		455,000		455,000		329,550		125,450		27.57%		72.43%

		5		その他 タ		U097001800		ｼｰｴｰｼｰﾅﾚｯｼﾞ		1600013		【OSG】CAC/湯浅商事向け運用管理		4		【OSG】CAC/湯浅商事向け運用管理		8/31/16		EBCS		ＣＳ課		530,000		530,000		530,000		404,388		125,612		23.70%		76.30%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095011000		ｷﾔﾉﾝｿﾌﾄｳｪｱ		1500189		コンデジMenuアプリの開発		10		コンデジMenuアプリの設計、		4/30/16		SBSS1		佐原S1		705,600		705,600		705,600		579,784		125,816		17.83%		82.17%

		5		その他 タ		U113000300		ﾋﾞｰｴｽ･ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ		1600036		【OSG】B-ｷｬｽ/SE補助		3		【OSG】B-ｷｬｽ/SE補助		7/31/16		EBCS		ＣＳ課		505,000		505,000		505,000		379,114		125,886		24.93%		75.07%

		1		ＥＳ事 コト		U095019400		ﾋﾟｰｱﾝﾄﾞｱｲ		1600046		P&I　３Ｄ溶接検査表システム開発		1		P&I　システム開発支援 8月		8/31/16		SBCS1		千葉S1		520,000		520,000		520,000		393,536		126,464		24.32%		75.68%

		1		ＥＳ事 コト		U111003000		ﾃﾙﾓ		1600233		テルモ：ME機器開発 [2016年度] 		1		テルモ：ME機器開発 [2016年度] ５月		5/31/16		NJK21		ＥＳ２１		890,400		890,400		890,400		763,729		126,671		14.23%		85.77%

		3		ＦＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1600001		キヤノンFAXシステム開発		4		キヤノンFAXシステム開発		9/20/16		SBCS2		千葉S2		666,500		666,500		666,500		539,539		126,961		19.05%		80.95%

		1		ＥＳ事 コト		U095026000		ｼﾞｮﾝｿﾝｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾞ		1600226		Ｊ：ビル中央監視派遣 2016年度		4		Ｊ：ビル中央監視派遣　齋藤翼(8月）		9/6/16		NJK21		ＥＳ２１		850,000		850,000		850,000		722,953		127,047		14.95%		85.05%

		2		ＩＣＴ事 コト		U108001200		ﾄﾞｺﾓｼｽﾃﾑｽﾞ		1600244		[DS]ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑﾋﾞｼﾞﾈｽ推進部SE業務委託(2016年度)		3		[DS]ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑﾋﾞｼﾞﾈｽ推進部SE業務委託(2016年7月)		7/31/16		NJI22		ＩＣＴ２２		861,900		861,900		861,900		734,489		127,411		14.78%		85.22%

		4		ＮＳ事 コト		U111003700		AIGﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ		1500089		AIGKK)ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ技術部業務_AHA向けOAﾘｸｴｽﾄ支援		11		AIGKK)ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ技術部ｻｰﾊﾞ運用業務支援		4/5/16		NJN22		ＮＳ２２		750,000		750,000		750,000		622,478		127,522		17.00%		83.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U103000200		ｼｬｰﾌﾟﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾋ		1600029		ソフトウェア開発業務		2		派遣料（ソフトウェア開発業務）		6/30/16		SBSS1		佐原S1		2,091,000		2,091,000		2,091,000		1,962,826		128,174		6.13%		93.87%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1400642		[KC]KA434466 ﾃﾞｲﾘｰｽﾃｯﾌﾟ、ﾎｰﾑ、ｷﾞｬﾗﾘｰ		26		[KC]CA37 シニアホーム機能開発		7/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		2,564,538		2,564,538		2,564,538		2,436,312		128,226		5.00%		95.00%

		1		ＥＳ事 コト		U107003600		ｸﾞﾛｰﾘｰ		1600255		Ｇ：RT-CVS ソフトウェア開発		4		Ｇ：RT-500　セルフ開発		9/21/16		NJK21		ＥＳ２１		750,000		750,000		750,000		621,563		128,437		17.12%		82.88%

		5		その他 タ		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1500023		【NSG】FIP/運用SE業務(高橋)		15		【NSG】FIP/運用SE業務(2016/8)		8/31/16		EBCS		ＣＳ課		620,638		620,638		620,638		492,183		128,455		20.70%		79.30%

		5		その他 タ		U113000300		ﾋﾞｰｴｽ･ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ		1600036		【OSG】B-ｷｬｽ/SE補助		1		【OSG】B-ｷｬｽ/SE補助		5/31/16		EBCS		ＣＳ課		505,000		505,000		505,000		376,454		128,546		25.45%		74.55%

		1		ＥＳ事 コト		U114002500		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾈｯﾄ開		1600075		Androidデバドラ開発		1		Androidデバドラ開発		9/25/16		TBS1		東北S1		1,410,000		1,410,000		1,410,000		1,280,899		129,101		9.16%		90.84%

		2		ＩＣＴ事 コト		U108001200		ﾄﾞｺﾓｼｽﾃﾑｽﾞ		1600242		[DS]ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ技術調査および開発作業支援(2016年度)		3		[DS]ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ技術調査および開発作業支援(追加) 5月		5/31/16		NJI22		ＩＣＴ２２		576,450		576,450		576,450		447,300		129,150		22.40%		77.60%

		3		ＦＳ事 コト		U103002500		空港情報通信		1600039		AICS システム開発		5		AICS システム開発 09月		9/30/16		SBSS2		佐原S2		2,422,303		2,422,303		2,422,303		2,293,147		129,156		5.33%		94.67%

		4		ＮＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600120		SJNKS) 運用管理チーム支援		2		SJNKS) 運用管理チーム支援		6/30/16		NJN23		ＮＳ２３		740,000		740,000		740,000		610,673		129,327		17.48%		82.52%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600061		Ｅ４１新仙台メンテナンス		0		Ｅ４１新仙台メンテナンス		5/31/16		TBS2		東北S2		990,000		990,000		990,000		860,583		129,417		13.07%		86.93%

		1		ＥＳ事 コト		U107003600		ｸﾞﾛｰﾘｰ		1600255		Ｇ：RT-CVS ソフトウェア開発		2		Ｇ：RT-CVS ソフトウェア開発		8/5/16		NJK21		ＥＳ２１		480,000		480,000		480,000		350,456		129,544		26.99%		73.01%

		5		その他 タ		U104002900		長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮ		1600083		【NSG】HASEKO/PC運用･技術支援業務		2		【NSG】長谷工/PC運用/技術支援業務		6/30/16		EBCS		ＣＳ課		582,000		582,000		582,000		452,277		129,723		22.29%		77.71%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1600246		[KC]ISP 請負案件		16		[KC]CA55 エントリーホーム開発(Preサンプル対応)		9/30/16		NJI12		ＩＣＴ１２		2,597,000		2,597,000		2,597,000		2,467,150		129,850		5.00%		95.00%

		1		ＥＳ事 コト		U095006501		横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻ		1600225		ＹＪＰ：三愛石油羽田_航空燃料貯油基地工事その１		1		ＹＪＰ：三愛石油羽田_ソフトウェア構築助成作業		6/27/16		NJK21		ＥＳ２１		2,550,000		2,550,000		2,550,000		2,420,128		129,872		5.09%		94.91%

		3		ＦＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1600001		キヤノンFAXシステム開発		2		キヤノンFAXシステム開発		7/20/16		SBCS2		千葉S2		677,250		677,250		677,250		547,359		129,891		19.18%		80.82%

		1		ＥＳ事 コト		U095017100		富士ｾﾞﾛｯｸｽ情報		1600048		新・審査登録業務支援システム保守		15		新・審査登録管理支援システム保守		9/30/16		TBS1		東北S1		715,500		715,500		715,500		585,607		129,893		18.15%		81.85%

		5		その他 タ		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1600017		【OSG】NHKMT/運用ヘルプ		4		【OSG】NHKMT/運用ヘルプ		8/31/16		EBCS		ＣＳ課		561,215		561,215		561,215		430,993		130,222		23.20%		76.80%

		3		ＦＳ事 コト		U095010700		ちばぎんｺﾝﾋﾟｭｰ		1600021		CCS　障がい者システム開発		0		CCS　障がい者Ｖ２　業務共通管理　保守作業		6/30/16		SBCS2		千葉S2		538,000		538,000		538,000		407,541		130,459		24.25%		75.75%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1600084		森永乳業　損益運用業務支援２		0		森永乳業　損益運用業務支援２(4月)		4/30/16		NJI21		ＩＣＴ２１		896,050		896,050		896,050		765,316		130,734		14.59%		85.41%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1600082		森永乳業　会計運用業務支援		0		森永乳業　会計運用業務支援(4月)		4/30/16		NJI21		ＩＣＴ２１		1,637,131		1,637,131		1,637,131		1,505,879		131,252		8.02%		91.98%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1400318		森永乳業　統合受払システム構築		8		森永乳業　統合受払システム構築仕様追加・追加対応④		9/29/16		NJI21		ＩＣＴ２１		1,330,000		1,330,000		1,330,000		1,198,581		131,419		9.88%		90.12%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1600286		[NMSE]家のあんしんアプリ評価		0		家のあんしんアプリ 4-5月		5/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		1,368,900		1,368,900		1,368,900		1,236,923		131,977		9.64%		90.36%

		1		ＥＳ事 コト		U095006803		日立製作 公共		1600011		気象庁SWII保守		0		気象庁SWII保守 4月		4/27/16		SBCS1		千葉S1		749,700		749,700		749,700		617,561		132,139		17.63%		82.37%

		2		ＩＣＴ事 コト		U116001500		ﾄﾑ通信工業		1600334		[TOM]IP無線システム開発		3		[TOM]IP無線システム開発_派遣9月		9/30/16		NJI12		ＩＣＴ１２		871,939		871,939		871,939		739,780		132,159		15.16%		84.84%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600155		H28 ITソリューション部第四チーム支援作業		2		H28 ITソリューション部第四チーム支援作業		6/30/16		NJNA2		ＮＡ２		778,140		778,140		778,140		645,634		132,506		17.03%		82.97%

		4		ＮＳ事 コト		U104002900		長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮ		1600041		（長谷工-建設 H28）ｲﾝﾌﾗ･運用関連技術支援		2		（長谷工-建設 H28）ｲﾝﾌﾗ･運用関連技術支援		6/30/16		NJN22		ＮＳ２２		679,000		679,000		679,000		546,388		132,612		19.53%		80.47%

		1		ＥＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1600042		CITS 資材システム開発		1		CITS 資材システムHDカンパニー制対応 5月		5/31/16		SBCS1		千葉S1		615,187		615,187		615,187		482,124		133,063		21.63%		78.37%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1600031		医療機器開発ソフトウェア開発業務（木村俊之）		0		医療機器開発ソフトウェア開発業務（木村俊之）		5/20/16		TBS1		東北S1		573,600		573,600		573,600		440,424		133,176		23.22%		76.78%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095011000		ｷﾔﾉﾝｿﾌﾄｳｪｱ		1500189		コンデジMenuアプリの開発		12		コンデジMenuアプリの設計、		6/30/16		SBSS1		佐原S1		703,200		703,200		703,200		569,788		133,412		18.97%		81.03%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600013		特定課題案件対応		5		特定課題案件対応		9/30/16		TBS2		東北S2		1,280,000		1,280,000		1,280,000		1,146,321		133,679		10.44%		89.56%

		1		ＥＳ事 コト		U095006501		横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻ		1600293		ＹＪＰ：水明システム派遣 [2016]		3		ＹＪＰ：水明システム派遣 [2016] 7/21-8/20		8/20/16		NJK21		ＥＳ２１		847,975		847,975		847,975		714,136		133,839		15.78%		84.22%

		3		ＦＳ事 コト		U109003300		富士ｾﾞﾛｯｸｽｼｽﾃﾑ		1600305		FXSS案件		0		2012対応‐住基ネットPG、入管連携PG		7/14/16		NJF12		ＦＳ１２		2,513,000		2,513,000		2,513,000		2,379,000		134,000		5.33%		94.67%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1600054		【OSG】ﾌｺｸ/診断書査定支援入力		0		【SSG】ﾌｺｸ/診断書査定支援入力(2016/04)		4/30/16		EBCS		ＣＳ課		2,684,140		2,684,140		2,684,140		2,549,930		134,210		5.00%		95.00%

		1		ＥＳ事 コト		U095017100		富士ｾﾞﾛｯｸｽ情報		1500133		大学評価高等教育機関に関する情報システム改修		1		大学評価高等教育機関に関する情報システム改修		4/8/16		TBS1		東北S1		134,671		134,671		134,671		0		134,671		100.00%		0.00%

		3		ＦＳ事 コト		U095010900		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰS		1600026		FIPS　法務省登記システム開発		1		FIPS　法務省登記システム開発		9/29/16		SBCS2		千葉S2		1,950,000		1,950,000		1,950,000		1,814,353		135,647		6.96%		93.04%

		2		ＩＣＴ事 コト		U103000200		ｼｬｰﾌﾟﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾋ		1600075		DTV 開発対応		1		【16上共通】HDCP/SCS/DTV機能開発評価		6/20/16		SBSS1		佐原S1		1,411,425		1,411,425		1,411,425		1,275,362		136,063		9.64%		90.36%

		3		ＦＳ事 コト		U103002500		空港情報通信		1600039		AICS システム開発		4		AICS システム開発 08月		8/31/16		SBSS2		佐原S2		2,610,329		2,610,329		2,610,329		2,474,053		136,276		5.22%		94.78%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1600265		[KC]GPS Android Location設計・評価		3		CA48 Android Location 設計・評価 Phase2		7/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		741,000		741,000		741,000		604,331		136,669		18.44%		81.56%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1600032		医療機器開発ソフトウェア開発業務（藤澤秀）		2		医療機器開発ソフトウェア開発業務（藤澤秀）		7/20/16		TBS1		東北S1		708,000		708,000		708,000		570,716		137,284		19.39%		80.61%

		2		ＩＣＴ事 コト		U110000100		NTTﾄﾞｺﾓ		1600179		[DCM]RMS保守運営業務(2016年度)		2		[DCM]RMS保守運営業務(2016年6月)		6/30/16		NJI22		ＩＣＴ２２		1,193,100		1,193,100		1,193,100		1,055,803		137,297		11.51%		88.49%

		3		ＦＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1600001		キヤノンFAXシステム開発		1		キヤノンFAXシステム開発		6/20/16		SBCS2		千葉S2		715,950		715,950		715,950		578,637		137,313		19.18%		80.82%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600155		H28 ITソリューション部第四チーム支援作業		0		H28 ITソリューション部第四チーム支援作業		4/30/16		NJNA2		ＮＡ２		750,000		750,000		750,000		612,619		137,381		18.32%		81.68%

		1		ＥＳ事 コト		U095006600		日立国際電気		1600071		SDRフレームワーク調査および作成		2		SDRフレームワーク調査および作成		8/31/16		TBS1		東北S1		666,000		666,000		666,000		528,508		137,492		20.64%		79.36%

		2		ＩＣＴ事 コト		U115002600		ｿﾆｰﾋﾞｼﾞｭｱﾙﾌﾟﾛﾀ		1500416		SVP ﾃﾚﾋﾞ用高画質化ﾃﾞﾊﾞｲｽを制御するためのSystem		6		SVP ﾃﾚﾋﾞ用高画質化ﾃﾞﾊﾞｲｽを制御するためのSystem		4/30/16		NJI11		ＩＣＴ１１		847,500		847,500		847,500		709,917		137,583		16.23%		83.77%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1600088		森永乳業　次期メール対応支援		3		森永乳業　次期メール対応支援(7月)		7/31/16		NJI21		ＩＣＴ２１		830,992		830,992		830,992		693,117		137,875		16.59%		83.41%

		3		ＦＳ事 コト		U095042500		さくら情報ｼｽﾃﾑ		1600024		さくら情報　ソニー生命業務支援		0		さくら情報　ソニー生命業務支援		4/30/16		SBCS2		千葉S2		1,947,770		1,947,770		1,947,770		1,809,853		137,917		7.08%		92.92%

		5		その他 タ		U111000400		NHK出版		1600015		【OSG】NHK出版/ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ(加藤)		2		【OSG】NHK出版/ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ(加藤)		6/30/16		EBCS		ＣＳ課		550,000		550,000		550,000		411,040		138,960		25.27%		74.73%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1600054		【OSG】ﾌｺｸ/診断書査定支援入力		3		【SSG】富国/診断書査定支援入力		7/31/16		EBCS		ＣＳ課		2,785,045		2,785,045		2,785,045		2,645,791		139,254		5.00%		95.00%

		5		その他 タ		U104002900		長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮ		1600083		【NSG】HASEKO/PC運用･技術支援業務		5		【NSG】長谷工/PC運用/技術支援業務		9/30/16		EBCS		ＣＳ課		618,300		618,300		618,300		478,881		139,419		22.55%		77.45%

		5		その他 タ		U096005700		ｿﾆｰ		1600055		【SSG】SONY/ﾒﾀﾃﾞｰﾀ配信ｻｰﾋﾞｽ向けｸﾗｳﾄﾞｼｽﾃﾑの開発運用		0		【SSG】SONY/ﾒﾀﾃﾞｰﾀ配信.ｸﾗｳﾄﾞｼｽﾃﾑの開発運用		4/30/16		EBCS		ＣＳ課		1,248,763		1,248,763		1,248,763		1,108,480		140,283		11.23%		88.77%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1600093		C-ITS 条件精算再構築		1		C-ITS 条件精算再構築 06月		6/30/16		SBSS2		佐原S2		940,000		940,000		940,000		799,702		140,298		14.93%		85.07%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1600263		[KC]カメラアプリ開発		6		CA55 Camera機能(設計/製造)		9/30/16		NJI12		ＩＣＴ１２		1,677,000		1,677,000		1,677,000		1,536,698		140,302		8.37%		91.63%

		1		ＥＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1600042		CITS 資材システム開発		0		CITS 資材システムHDカンパニー制対応 4月		4/30/16		SBCS1		千葉S1		661,937		661,937		661,937		521,307		140,630		21.25%		78.75%

		5		その他 タ		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1500023		【NSG】FIP/運用SE業務(高橋)		16		【NSG】FIP/運用SE業務(2016/9)		9/30/16		EBCS		ＣＳ課		731,296		731,296		731,296		590,620		140,676		19.24%		80.76%

		1		ＥＳ事 コト		U095026000		ｼﾞｮﾝｿﾝｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾞ		1600232		Ｊ：テナント見える化　図面改造		0		Ｊ：テナント見える化　図面改造		4/19/16		NJK21		ＥＳ２１		198,000		198,000		198,000		57,307		140,693		71.06%		28.94%

		4		ＮＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600120		SJNKS) 運用管理チーム支援		1		SJNKS) 運用管理チーム支援		5/31/16		NJN23		ＮＳ２３		740,000		740,000		740,000		598,929		141,071		19.06%		80.94%

		3		ＦＳ事 コト		U115002400		富士ﾌｲﾙﾑﾛｼﾞｽﾃｨ		1600329		ＦＦＬ（開発案件）		4		Accessツールの暗号化（9月）		9/30/16		NJF12		ＦＳ１２		750,000		750,000		750,000		608,701		141,299		18.84%		81.16%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1500519		[KC]FOTA 端末アプリ開発		1		[KC]CA04 FOTA OTR試験		4/30/16		NJI12		ＩＣＴ１２		468,000		468,000		468,000		326,621		141,379		30.21%		69.79%

		2		ＩＣＴ事 コト		U113003900		ｳｫﾙﾄ･ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ		1600371		[WDJ]HomeApp 2016年秋モデル向け開発		4		[WDJ]HomeApp Bundleダウンロード機能削除		9/20/16		NJI22		ＩＣＴ２２		450,000		450,000		450,000		308,572		141,428		31.43%		68.57%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600059		Ｇ８３メンテナンス(Ｇ８１分離対応)		2		Ｇ８３メンテナンス(Ｇ８１分離対応)		8/31/16		TBS2		東北S2		924,000		924,000		924,000		782,414		141,586		15.32%		84.68%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1600361		新団年割戻金実施に向けた対応		0		新団年割戻金実施に向けた対応		8/31/16		NJF11		ＦＳ１１		507,000		507,000		507,000		365,292		141,708		27.95%		72.05%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1600033		医療機器開発ソフトウェア開発業務（小野寺隆幸）		0		医療機器開発ソフトウェア開発業務（小野寺隆幸）		5/20/16		TBS1		東北S1		588,750		588,750		588,750		446,846		141,904		24.10%		75.90%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1600054		【OSG】ﾌｺｸ/診断書査定支援入力		1		【SSG】富国/診断書査定支援入力		5/31/16		EBCS		ＣＳ課		2,860,585		2,860,585		2,860,585		2,717,553		143,032		5.00%		95.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1500492		[KC]春夏Browser開発		4		CA37 ブラウザ開発 仕様変更対応		8/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		468,000		468,000		468,000		324,782		143,218		30.60%		69.40%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1600246		[KC]ISP 請負案件		15		M15 Homeアプリ開発		8/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		2,865,975		2,865,975		2,865,975		2,722,677		143,298		5.00%		95.00%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1600031		医療機器開発ソフトウェア開発業務（木村俊之）		2		医療機器開発ソフトウェア開発業務（木村俊之）		7/20/16		TBS1		東北S1		738,000		738,000		738,000		594,572		143,428		19.43%		80.57%

		2		ＩＣＴ事 コト		U113003900		ｳｫﾙﾄ･ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ		1600371		[WDJ]HomeApp 2016年秋モデル向け開発		3		[WDJ]HomeApp DMP連携追加対応		9/20/16		NJI22		ＩＣＴ２２		450,000		450,000		450,000		306,399		143,601		31.91%		68.09%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1600340		[KC]NFC開発		0		DA21 NFC開発(NFC/FeliCa ロック制御変更対応)		7/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		1,345,500		1,345,500		1,345,500		1,201,892		143,608		10.67%		89.33%

		4		ＮＳ事 コト		U113002200		ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ･ﾃﾞｨﾍ		1600200		H28 システム運用管理／保守業務		2		H28 システム運用管理／保守業務		6/30/16		NJNA1		ＮＡ１		730,000		730,000		730,000		586,271		143,729		19.69%		80.31%

		3		ＦＳ事 コト		U095020900		みずほ情報総研		1600077		みずほ情報総研（銀行系ｼｽﾃﾑ）		7		本部分析環境EUC準備面対応(08月)		8/31/16		NJF12		ＦＳ１２		900,000		900,000		900,000		755,903		144,097		16.01%		83.99%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600171		【SJNKS･支援】第三本部　同席ＳＥ(2016年度）		2		【SJNKS･支援】第三本部　同席ＳＥ(2016年06月）		6/30/16		NJF21		ＦＳ２１		980,000		980,000		980,000		835,750		144,250		14.72%		85.28%

		4		ＮＳ事 コト		U095034309		全労済 本部		1600013		全労済全国組織事業本部　ＳＥ作業		3		全労済全国組織事業本部　ＳＥ作業		9/30/16		NJN11		ＮＳ１１		1,307,000		1,307,000		1,307,000		1,162,711		144,289		11.04%		88.96%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500535		Canon ネットワークカメラ[2016][伏見]		0		Canon ネットワークカメラ[2016][伏見] 4月		4/20/16		NJK22		ＥＳ２２		913,850		913,850		913,850		769,367		144,483		15.81%		84.19%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1600032		医療機器開発ソフトウェア開発業務（藤澤秀）		0		医療機器開発ソフトウェア開発業務（藤澤秀）		5/20/16		TBS1		東北S1		614,400		614,400		614,400		469,785		144,615		23.54%		76.46%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600155		H28 ITソリューション部第四チーム支援作業		4		H28 ITソリューション部第四チーム支援作業		8/31/16		NJNA2		ＮＡ２		750,000		750,000		750,000		605,282		144,718		19.30%		80.70%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1600054		【OSG】ﾌｺｸ/診断書査定支援入力		5		【SSG】富国/診断書査定支援入力		9/30/16		EBCS		ＣＳ課		2,896,925		2,896,925		2,896,925		2,752,076		144,849		5.00%		95.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095011000		ｷﾔﾉﾝｿﾌﾄｳｪｱ		1600006		通信関連案件の開発		1		通信関連案件の開発 小川		4/30/16		SBSS1		佐原S1		775,100		775,100		775,100		629,744		145,356		18.75%		81.25%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600173		【SJNKS･団体】廃止メディア（団サ三チーム）2016年度		2		【SJNKS･団体】廃止メディア（団サ三）2016年06月		6/30/16		NJF21		ＦＳ２１		1,725,000		1,725,000		1,725,000		1,579,497		145,503		8.43%		91.57%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600087		WING端末更新に向けた業務システム影響調査		2		WING端末更新に向けた業務システム影響調査		9/30/16		TBS2		東北S2		728,000		728,000		728,000		582,058		145,942		20.05%		79.95%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1600204		CTC(SI委託契約)IE6環境SHA-2対応～営業店ｲﾝﾄﾗ更改		1		CTC(SI委託契約)IE6環境SHA-2対応		5/31/16		NJN21		ＮＳ２１		750,000		750,000		750,000		603,741		146,259		19.50%		80.50%

		4		ＮＳ事 コト		U104002900		長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮ		1600041		（長谷工-建設 H28）ｲﾝﾌﾗ･運用関連技術支援		3		（長谷工-建設 H28）ｲﾝﾌﾗ･運用関連技術支援		7/31/16		NJN22		ＮＳ２２		679,000		679,000		679,000		532,288		146,712		21.61%		78.39%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600024		事務開発課　維持管理		3		事務開発課　維持管理		7/31/16		TBS2		東北S2		650,000		650,000		650,000		502,817		147,183		22.64%		77.36%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1600054		【OSG】ﾌｺｸ/診断書査定支援入力		2		【SSG】富国/診断書査定支援入力		6/30/16		EBCS		ＣＳ課		2,944,200		2,944,200		2,944,200		2,796,988		147,212		5.00%		95.00%

		3		ＦＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500017		キヤノンFAXシステム開発		11		キヤノンFAXシステム開発		4/20/16		SBCS2		千葉S2		715,950		715,950		715,950		568,282		147,668		20.63%		79.37%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600171		【SJNKS･支援】第三本部　同席ＳＥ(2016年度）		0		【SJNKS･支援】第三本部　同席ＳＥ(2015年04月）		4/30/16		NJF21		ＦＳ２１		980,000		980,000		980,000		832,156		147,844		15.09%		84.91%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600171		【SJNKS･支援】第三本部　同席ＳＥ(2016年度）		1		【SJNKS･支援】第三本部　同席ＳＥ(2016年05月）		5/31/16		NJF21		ＦＳ２１		980,000		980,000		980,000		832,156		147,844		15.09%		84.91%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1600082		森永乳業　会計運用業務支援		2		森永乳業　会計運用業務支援(6月)		6/30/16		NJI21		ＩＣＴ２１		1,590,000		1,590,000		1,590,000		1,441,931		148,069		9.31%		90.69%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1600204		CTC(SI委託契約)IE6環境SHA-2対応～営業店ｲﾝﾄﾗ更改		0		CTC(SI委託契約)IE6環境SHA-2対応		4/30/16		NJN21		ＮＳ２１		750,000		750,000		750,000		601,924		148,076		19.74%		80.26%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1600238		[NMSE]ＰＢ推セキ企アプリ評価		5		2016年度上期アプリ確認業務(PB推セキ企)_9月		9/30/16		NJI12		ＩＣＴ１２		1,699,700		1,699,700		1,699,700		1,551,410		148,290		8.72%		91.28%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1600138		IBM) 朝日生命電算機システム運用管理(2016)		3		IBM) 朝日生命電算機システム運用管理(2016)		8/2/16		NJN23		ＮＳ２３		6,040,000		6,040,000		6,040,000		5,891,460		148,540		2.46%		97.54%

		3		ＦＳ事 コト		U115000800		日鉄住金ﾃｯｸｽｴﾝ		1600041		TEXENG 1CC自動ﾏｰｷﾝｸﾞ・ｵﾝﾗｲﾝ確認ﾌﾟﾛｺﾝ改造		1		TEXENG 1CC自動ﾏｰｷﾝｸﾞ・ｵﾝﾗｲﾝ確認ﾌﾟﾛｺﾝ改造(追加分)		7/27/16		SBSS2		佐原S2		280,000		280,000		280,000		131,247		148,753		53.13%		46.87%

		1		ＥＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1600042		CITS 資材システム開発		3		CITS 資材システムHDカンパニー制対応 7月		7/31/16		SBCS1		千葉S1		707,625		707,625		707,625		558,787		148,838		21.03%		78.97%

		2		ＩＣＴ事 コト		U116000500		ｿﾆｰ･ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞｴ		1600133		[SIE]PS4ブラウザ開発		3		[SIE]PS4におけるブラウザ機能開発業務(8月)		8/25/16		NJI11		ＩＣＴ１１		800,000		800,000		800,000		651,158		148,842		18.61%		81.39%

		1		ＥＳ事 コト		U095006601		日立国際小金井		1400606		HiKE 個別案件(2015)		38		HiKE 岐阜県防災　SE支援作業①		4/28/16		NJK22		ＥＳ２２		500,000		500,000		500,000		351,079		148,921		29.78%		70.22%

		5		その他 タ		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1600017		【OSG】NHKMT/運用ヘルプ		0		【OSG】NHKMT/運用ヘルプ		4/30/16		EBCS		ＣＳ課		560,000		560,000		560,000		411,040		148,960		26.60%		73.40%

		1		ＥＳ事 コト		U095006501		横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻ		1600293		ＹＪＰ：水明システム派遣 [2016]		2		ＹＪＰ：水明システム派遣 [2016] 6/21-7/20		7/20/16		NJK21		ＥＳ２１		902,788		902,788		902,788		753,810		148,978		16.50%		83.50%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600024		事務開発課　維持管理		1		事務開発課　維持管理		5/31/16		TBS2		東北S2		650,000		650,000		650,000		500,982		149,018		22.93%		77.07%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1600283		[KC]GPS派遣		1		GPS派遣 長谷川5月		6/30/16		NJI12		ＩＣＴ１２		789,600		789,600		789,600		640,541		149,059		18.88%		81.12%

		4		ＮＳ事 コト		U095034309		全労済 本部		1600013		全労済全国組織事業本部　ＳＥ作業		2		全労済全国組織事業本部　ＳＥ作業		8/31/16		NJN11		ＮＳ１１		1,307,000		1,307,000		1,307,000		1,157,827		149,173		11.41%		88.59%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1600204		CTC(SI委託契約)IE6環境SHA-2対応～営業店ｲﾝﾄﾗ更改		3		CTC(SI委託契約)IE6環境SHA-2対応～営業店ｲﾝﾄﾗ更改		7/31/16		NJN21		ＮＳ２１		750,000		750,000		750,000		600,782		149,218		19.90%		80.10%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1600204		CTC(SI委託契約)IE6環境SHA-2対応～営業店ｲﾝﾄﾗ更改		4		CTC(SI委託契約)個別PP作成代行対応(2016年8月)		8/31/16		NJN21		ＮＳ２１		750,000		750,000		750,000		600,782		149,218		19.90%		80.10%

		3		ＦＳ事 コト		U095020900		みずほ情報総研		1600366		みずほ情報総研（銀行系EUC）		1		検査諸資料作成ｼｽﾃﾑ次期ｼｽ3-2対応(基本設計以降)		9/30/16		NJF12		ＦＳ１２		800,000		800,000		800,000		650,611		149,389		18.67%		81.33%

		1		ＥＳ事 コト		U110001200		横河医療		1600036		ビューア開発		5		ビューア開発		9/30/16		TBS1		東北S1		399,000		399,000		399,000		249,573		149,427		37.45%		62.55%

		3		ＦＳ事 コト		U095032200		東京情報大学		1600022		東京情報大学　システム保守		0		東京情報大学　システム保守		4/30/16		SBCS2		千葉S2		670,000		670,000		670,000		520,541		149,459		22.31%		77.69%

		5		その他 タ		U104002900		長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮ		1600083		【NSG】HASEKO/PC運用･技術支援業務		0		【NSG】HASEKO/PC運用･技術支援業務		4/30/16		EBCS		ＣＳ課		582,000		582,000		582,000		432,323		149,677		25.72%		74.28%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600015		「28.4自由化開発(小売)フォロー」の情報化企画書		3		「28.4自由化開発(小売)フォロー」の情報化企画書		8/31/16		TBS2		東北S2		1,280,000		1,280,000		1,280,000		1,130,301		149,699		11.70%		88.30%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500394		森永乳業　次期メール共通基盤構築		2		森永乳業　次期メール（CloudGateSSO対応）		4/30/16		NJI21		ＩＣＴ２１		680,000		680,000		680,000		530,258		149,742		22.02%		77.98%

		3		ＦＳ事 コト		U095020900		みずほ情報総研		1600366		みずほ情報総研（銀行系EUC）		0		検査諸資料作成システム次期シス３－２対応		8/31/16		NJF12		ＦＳ１２		800,000		800,000		800,000		650,000		150,000		18.75%		81.25%

		3		ＦＳ事 コト		U106001900		NTTｺﾑｳｪｱ		1600111		Ａ生命様保全部ユーザー対応業務の委任		24		Ａ生命様保全部ユーザー対応業務の委任（８月）		8/31/16		NJF12		ＦＳ１２		750,000		750,000		750,000		600,000		150,000		20.00%		80.00%

		3		ＦＳ事 コト		U106001900		NTTｺﾑｳｪｱ		1600111		Ａ生命様保全部ユーザー対応業務の委任		25		Ａ生命様保全部ユーザー対応業務の委任（９月）		9/30/16		NJF12		ＦＳ１２		750,000		750,000		750,000		600,000		150,000		20.00%		80.00%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1600204		CTC(SI委託契約)IE6環境SHA-2対応～営業店ｲﾝﾄﾗ更改		2		CTC(SI委託契約)IE6環境SHA-2対応		6/30/16		NJN21		ＮＳ２１		750,000		750,000		750,000		600,000		150,000		20.00%		80.00%

		4		ＮＳ事 コト		U114000100		志賀国際特許		1600063		（志賀国際 H28）ｼｽﾃﾑ運用SE業務委託		0		（志賀国際 H28）ｼｽﾃﾑ運用SE業務委託		4/30/16		NJN21		ＮＳ２１		730,000		730,000		730,000		580,000		150,000		20.55%		79.45%

		4		ＮＳ事 コト		U114000100		志賀国際特許		1600063		（志賀国際 H28）ｼｽﾃﾑ運用SE業務委託		1		（志賀国際 H28）ｼｽﾃﾑ運用SE業務委託		5/31/16		NJN21		ＮＳ２１		730,000		730,000		730,000		580,000		150,000		20.55%		79.45%

		5		その他 タ		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1600118		【OSG】NHKMT/総務事務(下司)		2		【OSG】NHKMT/総務事務(下司)紹介手数料		7/31/16		EBCS		ＣＳ課		150,000		150,000		150,000		0		150,000		100.00%		0.00%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600311		【SJNKS･ﾏﾘﾝ 】日常（２０１６年度）		1		【SJNKS･ﾏﾘﾝ 】日常（2016年07月）		7/31/16		NJF21		ＦＳ２１		1,889,250		1,889,250		1,889,250		1,738,969		150,281		7.95%		92.05%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1600266		[KC]MDM(Security)開発		1		CA48 MDM App/SFA開発1		6/30/16		NJI12		ＩＣＴ１２		858,000		858,000		858,000		707,703		150,297		17.52%		82.48%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1600035		FFCS／ｻﾝﾘｵ殿他向けSES(2016 村上/青山)		4		FFCS／ｻﾝﾘｵ殿他向けSES(2016 村上/青山)		9/20/16		NJN22		ＮＳ２２		1,215,504		1,215,504		1,215,504		1,064,576		150,928		12.42%		87.58%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1600246		[KC]ISP 請負案件		8		CA48 OUTDOOR PORTAL開発（機能開発・評価）		7/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		3,025,969		3,025,969		3,025,969		2,874,671		151,298		5.00%		95.00%

		1		ＥＳ事 コト		U111003000		ﾃﾙﾓ		1600233		テルモ：ME機器開発 [2016年度] 		2		テルモ：ME機器開発 [2016年度] ６月		6/30/16		NJK21		ＥＳ２１		1,085,100		1,085,100		1,085,100		933,446		151,654		13.98%		86.02%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1600035		FFCS／ｻﾝﾘｵ殿他向けSES(2016 村上/青山)		3		FFCS／ｻﾝﾘｵ殿他向けSES(2016 村上/青山)		8/20/16		NJN22		ＮＳ２２		1,353,788		1,353,788		1,353,788		1,202,055		151,733		11.21%		88.79%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1600054		【OSG】ﾌｺｸ/診断書査定支援入力		4		【SSG】富国/診断書査定支援入力		8/31/16		EBCS		ＣＳ課		3,044,610		3,044,610		3,044,610		2,892,377		152,233		5.00%		95.00%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1600280		ゆうゆう共済事務支援システム２０１６年度保守作業		1		ゆうゆう共済事務支援ｼｽﾃﾑ2016年度保守作業(５月）		5/31/16		NJF11		ＦＳ１１		845,000		845,000		845,000		692,718		152,282		18.02%		81.98%

		1		ＥＳ事 コト		U111003000		ﾃﾙﾓ		1600233		テルモ：ME機器開発 [2016年度] 		0		テルモ：ME機器開発 [2016年度] ４月		4/30/16		NJK21		ＥＳ２１		996,600		996,600		996,600		844,179		152,421		15.29%		84.71%

		1		ＥＳ事 コト		U095006600		日立国際電気		1600071		SDRフレームワーク調査および作成		3		SDRフレームワーク調査および作成		9/30/16		TBS1		東北S1		740,000		740,000		740,000		587,231		152,769		20.64%		79.36%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600022		「同時同量　離脱増対応」システム構築		10		「同時同量　離脱増対応」システム構築		9/30/16		TBS2		東北S2		1,320,000		1,320,000		1,320,000		1,167,140		152,860		11.58%		88.42%

		4		ＮＳ事 コト		U095023300		三井ﾎｰﾑ		1600006		ｼｽﾃﾑ管理ｾﾝﾀｰ運用管理業務　他		2		ｼｽﾃﾑ管理ｾﾝﾀｰ運用管理業務　他		6/30/16		NJN11		ＮＳ１１		3,150,000		3,150,000		3,150,000		2,997,067		152,933		4.86%		95.14%

		1		ＥＳ事 コト		U095006501		横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻ		1600294		ＹＪＰ：電力・ＬＮＧエンジ派遣 [2016] 		2		ＹＪＰ：電力・ＬＮＧエンジ派遣 [2016] 6/21-7/20		7/20/16		NJK21		ＥＳ２１		1,663,025		1,663,025		1,663,025		1,509,825		153,200		9.21%		90.79%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1600091		森永乳業　販売・人事・受払業務支援		1		森永乳業　販売・人事・受払業務支援(5月)		5/31/16		NJI21		ＩＣＴ２１		830,796		830,796		830,796		676,614		154,182		18.56%		81.44%

		1		ＥＳ事 コト		U095026300		ﾌｸﾀﾞ電子		1600227		ＣＶＷ：沖縄県立中部病院　院内トリアージ開発		4		ＣＶＷ：沖縄県立中部病院　HIS連携開発仕様変更対応		9/15/16		NJK21		ＥＳ２１		260,000		260,000		260,000		105,798		154,202		59.31%		40.69%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095011000		ｷﾔﾉﾝｿﾌﾄｳｪｱ		1600006		通信関連案件の開発		3		通信関連案件の開発 小川		6/30/16		SBSS1		佐原S1		842,950		842,950		842,950		688,433		154,517		18.33%		81.67%

		4		ＮＳ事 コト		U095026701		日本出版 王子		1600093		基盤		3		王子　システム基盤		7/31/16		NJN12		ＮＳ１２		1,880,000		1,880,000		1,880,000		1,725,072		154,928		8.24%		91.76%

		1		ＥＳ事 コト		U099004200		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸITS		1600328		PASITS M7G AppFW先行開発(2016)		0		PASITS M7G AppFW先行開発(2016) 5月		5/31/16		NJK22		ＥＳ２２		800,000		800,000		800,000		645,054		154,946		19.37%		80.63%

		4		ＮＳ事 コト		U114000100		志賀国際特許		1600063		（志賀国際 H28）ｼｽﾃﾑ運用SE業務委託		2		（志賀国際 H28）ｼｽﾃﾑ運用SE業務委託		6/30/16		NJN21		ＮＳ２１		753,575		753,575		753,575		598,400		155,175		20.59%		79.41%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1600071		CTC(SI委託契約)MARISYS_市場系ﾘｽｸ案件支援(H28)		4		CTC(SI委託契約)MARISYS_市場系ﾘｽｸ案件支援(H28)		8/31/16		NJN21		ＮＳ２１		800,000		800,000		800,000		644,811		155,189		19.40%		80.60%

		3		ＦＳ事 コト		U095020900		みずほ情報総研		1600077		みずほ情報総研（銀行系ｼｽﾃﾑ）		5		本部分析環境EUC準備面対応(06月)		6/30/16		NJF12		ＦＳ１２		900,000		900,000		900,000		743,968		156,032		17.34%		82.66%

		1		ＥＳ事 コト		U095006501		横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻ		1600294		ＹＪＰ：電力・ＬＮＧエンジ派遣 [2016] 		3		ＹＪＰ：電力・ＬＮＧエンジ派遣 [2016] 7/21-8/20		8/20/16		NJK21		ＥＳ２１		1,369,750		1,369,750		1,369,750		1,213,370		156,380		11.42%		88.58%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1600031		医療機器開発ソフトウェア開発業務（木村俊之）		4		医療機器開発ソフトウェア開発業務（木村俊之）		9/20/16		TBS1		東北S1		747,600		747,600		747,600		590,902		156,698		20.96%		79.04%

		1		ＥＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1600042		CITS 資材システム開発		5		CITS 資材システムHDカンパニー制対応 9月		9/30/16		SBCS1		千葉S1		712,937		712,937		712,937		555,379		157,558		22.10%		77.90%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600059		Ｇ８３メンテナンス(Ｇ８１分離対応)		3		Ｇ８３メンテナンス(Ｇ８１分離対応)		9/30/16		TBS2		東北S2		924,000		924,000		924,000		766,384		157,616		17.06%		82.94%

		5		その他 タ		U104002900		長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮ		1600083		【NSG】HASEKO/PC運用･技術支援業務		3		【NSG】長谷工/PC運用/技術支援業務		7/31/16		EBCS		ＣＳ課		582,000		582,000		582,000		424,342		157,658		27.09%		72.91%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600171		【SJNKS･支援】第三本部　同席ＳＥ(2016年度）		4		【SJNKS･支援】第三本部　同席ＳＥ(2016年08月）		8/31/16		NJF21		ＦＳ２１		980,000		980,000		980,000		822,183		157,817		16.10%		83.90%

		3		ＦＳ事 コト		U103002500		空港情報通信		1600039		AICS システム開発		2		AICS システム開発 06月		6/30/16		SBSS2		佐原S2		2,945,001		2,945,001		2,945,001		2,786,963		158,038		5.37%		94.63%

		1		ＥＳ事 コト		U095006501		横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻ		1600293		ＹＪＰ：水明システム派遣 [2016]		1		ＹＪＰ：水明システム派遣 [2016] 5/21-6/20		6/20/16		NJK21		ＥＳ２１		963,659		963,659		963,659		805,404		158,255		16.42%		83.58%

		4		ＮＳ事 コト		U100002400		そんぽ24損保		1600062		（そんぽ-基盤 H28）電子計算機システム運用管理業務		3		(そんぽ-基盤 H28)電子計算機システム運用管理業務		7/31/16		NJN21		ＮＳ２１		1,330,000		1,330,000		1,330,000		1,171,714		158,286		11.90%		88.10%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1600245		[KC]FOTA 端末アプリ開発		3		CA37 FOTA総合試験		7/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		499,200		499,200		499,200		340,820		158,380		31.73%		68.27%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500490		Canon バージョンアップ対応開発[2016]		7		Canon バージョンアップ対応開発[2016]		9/20/16		NJK22		ＥＳ２２		869,348		869,348		869,348		710,617		158,731		18.26%		81.74%

		2		ＩＣＴ事 コト		U116000500		ｿﾆｰ･ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞｴ		1600134		[SIE]PlaystationAppに連携するMessageｱﾌﾟﾘ開発		0		[SIE]PlaystationAppに連携するMessageｱﾌﾟﾘ開発(5月)		5/25/16		NJI11		ＩＣＴ１１		828,175		828,175		828,175		669,300		158,875		19.18%		80.82%

		4		ＮＳ事 コト		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1600102		NHKMT 川口ｱｰｶｲﾌﾞｽｼｽﾃﾑ運用業務		2		NHKMT 川口ｱｰｶｲﾌﾞｽｼｽﾃﾑ運用業務		6/30/16		NJN12		ＮＳ１２		1,150,000		1,150,000		1,150,000		990,934		159,066		13.83%		86.17%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1600045		個人保険３Ｇ		5		個人保険３Ｇ		9/30/16		NJF22		ＦＳ２２		2,293,762		2,293,762		2,293,762		2,133,866		159,896		6.97%		93.03%

		1		ＥＳ事 コト		U095006601		日立国際小金井		1600136		HiKE 個別案件(2016)		19		HiKE 九州電力　画面設計SE支援作業		9/30/16		NJK22		ＥＳ２２		1,000,000		1,000,000		1,000,000		840,000		160,000		16.00%		84.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U104002000		ｿﾆｰｺﾝﾋﾟｭｰﾀｴﾝﾀﾃ		1500354		[SCE]PlaystationAppに連携するMessageｱﾌﾟﾘ開発		8		[SCE]PsAppに連携するMessageｱﾌﾟﾘ開発(4月)		4/25/16		NJI11		ＩＣＴ１１		850,000		850,000		850,000		690,000		160,000		18.82%		81.18%

		2		ＩＣＴ事 コト		U116000500		ｿﾆｰ･ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞｴ		1600134		[SIE]PlaystationAppに連携するMessageｱﾌﾟﾘ開発		1		[SIE]PlaystationAppに連携するMessageｱﾌﾟﾘ開発(6月)		6/25/16		NJI11		ＩＣＴ１１		850,000		850,000		850,000		690,000		160,000		18.82%		81.18%

		2		ＩＣＴ事 コト		U116000500		ｿﾆｰ･ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞｴ		1600134		[SIE]PlaystationAppに連携するMessageｱﾌﾟﾘ開発		2		[SIE]PlaystationAppに連携するMessageｱﾌﾟﾘ開発(7月)		7/25/16		NJI11		ＩＣＴ１１		850,000		850,000		850,000		690,000		160,000		18.82%		81.18%

		2		ＩＣＴ事 コト		U116000500		ｿﾆｰ･ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞｴ		1600134		[SIE]PlaystationAppに連携するMessageｱﾌﾟﾘ開発		3		[SIE]PlaystationAppに連携するMessageｱﾌﾟﾘ開発(8月)		8/25/16		NJI11		ＩＣＴ１１		850,000		850,000		850,000		690,000		160,000		18.82%		81.18%

		2		ＩＣＴ事 コト		U116000500		ｿﾆｰ･ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞｴ		1600134		[SIE]PlaystationAppに連携するMessageｱﾌﾟﾘ開発		4		[SIE]PlaystationAppに連携するMessageｱﾌﾟﾘ開発(9月)		9/25/16		NJI11		ＩＣＴ１１		850,000		850,000		850,000		690,000		160,000		18.82%		81.18%

		1		ＥＳ事 コト		U095007203		沖電気工業芝浦		1500514		OKI 消防救急デジタル無線システム[2016](内海)		3		OKI 消防救急デジタル無線システム[2016](内海) 7月		7/29/16		NJK22		ＥＳ２２		970,905		970,905		970,905		810,867		160,038		16.48%		83.52%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1600035		FFCS／ｻﾝﾘｵ殿他向けSES(2016 村上/青山)		1		FFCS／ｻﾝﾘｵ殿他向けSES(2016 村上/青山)		6/20/16		NJN22		ＮＳ２２		1,358,848		1,358,848		1,358,848		1,198,529		160,319		11.80%		88.20%

		2		ＩＣＴ事 コト		U115002600		ｿﾆｰﾋﾞｼﾞｭｱﾙﾌﾟﾛﾀ		1600216		[SVP]ﾃﾚﾋﾞ用ﾃﾞﾊﾞｲｽを制御するための設計、実装、評価		2		[SVP]ﾃﾚﾋﾞ用ﾃﾞﾊﾞｲｽを制御するための設計、実装、評価		7/31/16		NJI11		ＩＣＴ１１		1,012,200		1,012,200		1,012,200		851,514		160,686		15.87%		84.13%

		1		ＥＳ事 コト		U113004600		日立ｼｽﾃﾑｽﾞﾊﾟﾜｰ		1600045		火力部システム運用保守業務委託		4		火力部システム運用保守業務委託 8月		8/31/16		SBCS1		千葉S1		723,000		723,000		723,000		562,194		160,806		22.24%		77.76%

		5		その他 タ		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1600017		【OSG】NHKMT/運用ヘルプ		5		【OSG】NHKMT/運用ヘルプ		9/30/16		EBCS		ＣＳ課		560,000		560,000		560,000		399,068		160,932		28.74%		71.26%

		3		ＦＳ事 コト		U095001800		埼玉県		1400487		クラウド型統合サーバーシステム機器等運用管理		18		統合サーバー運用		6/30/16		NJF22		ＦＳ２２		1,159,000		1,159,000		1,159,000		997,902		161,098		13.90%		86.10%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600059		Ｇ８３メンテナンス(Ｇ８１分離対応)		0		Ｇ８３メンテナンス(Ｇ８１分離対応)		6/30/16		TBS2		東北S2		1,452,000		1,452,000		1,452,000		1,290,328		161,672		11.13%		88.87%

		2		ＩＣＴ事 コト		U112000900		ｱｲ･ｴﾑ･ｼﾞｪｲ		1600362		[IMJ]「ﾚｵﾊﾟﾚｽ21ﾏｲﾙｰﾑｱﾌﾟﾘ」運用・保守(2016年度)		1		[IMJ]「ﾚｵﾊﾟﾚｽ21ﾏｲﾙｰﾑｱﾌﾟﾘ」運用・保守(2016年8月)		8/31/16		NJI22		ＩＣＴ２２		200,000		200,000		200,000		38,028		161,972		80.99%		19.01%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1600032		医療機器開発ソフトウェア開発業務（藤澤秀）		3		医療機器開発ソフトウェア開発業務（藤澤秀）		8/20/16		TBS1		東北S1		586,800		586,800		586,800		424,825		161,975		27.60%		72.40%

		2		ＩＣＴ事 コト		U116001500		ﾄﾑ通信工業		1600334		[TOM]IP無線システム開発		0		[TOM]IP無線システム開発_派遣6月		6/30/16		NJI12		ＩＣＴ１２		987,460		987,460		987,460		824,985		162,475		16.45%		83.55%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1600045		個人保険３Ｇ		3		個人保険３Ｇ		7/31/16		NJF22		ＦＳ２２		2,406,166		2,406,166		2,406,166		2,243,608		162,558		6.76%		93.24%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1600031		医療機器開発ソフトウェア開発業務（木村俊之）		3		医療機器開発ソフトウェア開発業務（木村俊之）		8/20/16		TBS1		東北S1		637,200		637,200		637,200		474,391		162,809		25.55%		74.45%

		5		その他 タ		U112000700		ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ･ﾌﾞｯｸ		1600106		【NSG】BBC/社内ｼｽﾃﾑ運用		5		【NSG】基礎新規/BBC 派遣要員		9/30/16		EBCS		ＣＳ課		561,900		561,900		561,900		399,068		162,832		28.98%		71.02%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1400318		森永乳業　統合受払システム構築		7		森永乳業　統合受払システム構築仕様追加・追加対応③		9/29/16		NJI21		ＩＣＴ２１		1,650,000		1,650,000		1,650,000		1,487,107		162,893		9.87%		90.13%

		5		その他 タ		U104002900		長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮ		1600083		【NSG】HASEKO/PC運用･技術支援業務		1		【NSG】長谷工/PC運用/技術支援業務		5/31/16		EBCS		ＣＳ課		582,000		582,000		582,000		419,021		162,979		28.00%		72.00%

		3		ＦＳ事 コト		U095042500		さくら情報ｼｽﾃﾑ		1600024		さくら情報　ソニー生命業務支援		3		さくら情報　ソニー生命業務支援		7/31/16		SBCS2		千葉S2		2,049,320		2,049,320		2,049,320		1,885,804		163,516		7.98%		92.02%

		1		ＥＳ事 コト		U095006501		横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻ		1600335		ＹＪＰ：出光興産　オフラス更新プロジェクト		3		ＹＪＰ：三菱レイヨン大竹FAT追加対応		8/23/16		NJK21		ＥＳ２１		935,000		935,000		935,000		771,443		163,557		17.49%		82.51%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500003		医療機器開発ソフトウェア開発業務（小野寺隆幸）		11		医療機器開発ソフトウェア開発業務（小野寺隆幸）		4/20/16		TBS1		東北S1		750,000		750,000		750,000		586,352		163,648		21.82%		78.18%

		1		ＥＳ事 コト		U095006600		日立国際電気		1600071		SDRフレームワーク調査および作成		1		SDRフレームワーク調査および作成		7/31/16		TBS1		東北S1		740,000		740,000		740,000		576,221		163,779		22.13%		77.87%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1600050		メインフレーム基盤保守		1		メインフレーム基盤保守		5/31/16		NJF22		ＦＳ２２		780,000		780,000		780,000		615,773		164,227		21.05%		78.95%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1600035		FFCS／ｻﾝﾘｵ殿他向けSES(2016 村上/青山)		0		FFCS／ｻﾝﾘｵ殿他向けSES(2016 村上/青山)		5/20/16		NJN22		ＮＳ２２		1,373,506		1,373,506		1,373,506		1,209,105		164,401		11.97%		88.03%

		2		ＩＣＴ事 コト		U110000100		NTTﾄﾞｺﾓ		1600178		[DCM]次世代CSｻｰﾋﾞｽ関連ｼｽﾃﾑ保守運営業務(2016年度)		1		[DCM]次世代CSｻｰﾋﾞｽ関連ｼｽﾃﾑ保守運営業務(2016年5月)		5/31/16		NJI22		ＩＣＴ２２		3,157,790		3,157,790		3,157,790		2,993,332		164,458		5.21%		94.79%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1400642		[KC]KA434466 ﾃﾞｲﾘｰｽﾃｯﾌﾟ、ﾎｰﾑ、ｷﾞｬﾗﾘｰ		23		[KC]I74M ギャラリーアプリ評価と細部調整開発		8/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		3,292,625		3,292,625		3,292,625		3,127,993		164,632		5.00%		95.00%

		4		ＮＳ事 コト		U111003700		AIGﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ		1600032		ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ技術部業務_AHA向けOAﾘｸｴｽﾄ支援		0		ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ技術部業務_AHA向けOAﾘｸｴｽﾄ支援		5/6/16		NJN22		ＮＳ２２		750,000		750,000		750,000		585,164		164,836		21.98%		78.02%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500481		【SJNKS･損調】2016年度機構改革改定		1		【SJNKS･損調】2016年度機構改革改定		5/31/16		NJF21		ＦＳ２１		1,089,000		1,089,000		1,089,000		924,141		164,859		15.14%		84.86%

		1		ＥＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1600042		CITS 資材システム開発		2		CITS 資材システムHDカンパニー制対応 6月		6/30/16		SBCS1		千葉S1		750,125		750,125		750,125		585,193		164,932		21.99%		78.01%

		4		ＮＳ事 コト		U113002200		ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ･ﾃﾞｨﾍ		1600200		H28 システム運用管理／保守業務		0		H28 システム運用管理／保守業務		4/30/16		NJNA1		ＮＡ１		730,000		730,000		730,000		564,952		165,048		22.61%		77.39%

		5		その他 タ		U095033200		地方公共団体		1600085		【NSG】地方公共団体（梅木･山口・林田）		1		【NSG】地方自冶/OA業務		5/31/16		EBCS		ＣＳ課		1,650,000		1,650,000		1,650,000		1,484,531		165,469		10.03%		89.97%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1600283		[KC]GPS派遣		0		GPS派遣 長谷川4月		5/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		835,200		835,200		835,200		669,611		165,589		19.83%		80.17%

		4		ＮＳ事 コト		U100002400		そんぽ24損保		1600062		（そんぽ-基盤 H28）電子計算機システム運用管理業務		1		(そんぽ-基盤 H28)電子計算機システム運用管理業務		5/31/16		NJN21		ＮＳ２１		1,330,000		1,330,000		1,330,000		1,164,345		165,655		12.46%		87.54%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1500521		[KC]2016春夏 Android Location機能設計・評価		0		[KC]CA48 Android Location機能設計・評価(Phase1)		5/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		702,000		702,000		702,000		536,153		165,847		23.62%		76.38%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1600265		[KC]GPS Android Location設計・評価		2		MA15 GPS(Location Framework)設計・評価業務		6/30/16		NJI12		ＩＣＴ１２		702,000		702,000		702,000		536,051		165,949		23.64%		76.36%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1600120		C-ITS 楽天証券開発案件		2		C-ITS 楽天証券開発案件 09月		9/30/16		SBSS2		佐原S2		1,550,000		1,550,000		1,550,000		1,383,727		166,273		10.73%		89.27%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1600091		森永乳業　販売・人事・受払業務支援		0		森永乳業　販売・人事・受払業務支援(4月)		4/30/16		NJI21		ＩＣＴ２１		830,554		830,554		830,554		664,237		166,317		20.02%		79.98%

		2		ＩＣＴ事 コト		U103000200		ｼｬｰﾌﾟﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾋ		1600030		DL75/GP11D MTF/UM試験		5		DL96/DF40 MTF/UM試験		9/23/16		SBSS1		佐原S1		1,250,000		1,250,000		1,250,000		1,083,281		166,719		13.34%		86.66%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600016		用地再構築　システム構築		6		用地再構築　システム構築		8/31/16		TBS2		東北S2		1,320,000		1,320,000		1,320,000		1,153,115		166,885		12.64%		87.36%

		1		ＥＳ事 コト		U095006501		横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻ		1500472		ＹＪＰ：三菱レイヨン		1		ＹＪＰ：三菱レイヨン 構造設計～製造・単体検査～		5/27/16		NJK21		ＥＳ２１		7,820,000		7,820,000		7,820,000		7,652,379		167,621		2.14%		97.86%

		4		ＮＳ事 コト		U104002900		長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮ		1600041		（長谷工-建設 H28）ｲﾝﾌﾗ･運用関連技術支援		0		（長谷工-建設 H28）ｲﾝﾌﾗ･運用関連技術支援		4/30/16		NJN22		ＮＳ２２		679,000		679,000		679,000		511,138		167,862		24.72%		75.28%

		2		ＩＣＴ事 コト		U110000100		NTTﾄﾞｺﾓ		1600252		[DCM]次世代CS維持運用保守業務(2016年度)		2		[DCM]次世代CS維持運用保守業務(2016年6月)		6/30/16		NJI22		ＩＣＴ２２		900,000		900,000		900,000		730,143		169,857		18.87%		81.13%

		2		ＩＣＴ事 コト		U103000200		ｼｬｰﾌﾟﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾋ		1600030		DL75/GP11D MTF/UM試験		0		DF40 MTF/UM試験		6/24/16		SBSS1		佐原S1		645,000		645,000		645,000		474,810		170,190		26.39%		73.61%

		2		ＩＣＴ事 コト		U104002000		ｿﾆｰｺﾝﾋﾟｭｰﾀｴﾝﾀﾃ		1500246		[SCE]PSPFブラウザ開発		11		[SCE]PS4におけるブラウザ開発(4月)		4/25/16		NJI11		ＩＣＴ１１		800,000		800,000		800,000		629,787		170,213		21.28%		78.72%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1600035		C-ITS Webアプリケーション開発		2		C-ITS Webアプリケーション開発 06月		6/30/16		SBSS2		佐原S2		800,000		800,000		800,000		629,766		170,234		21.28%		78.72%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1600032		医療機器開発ソフトウェア開発業務（藤澤秀）		4		医療機器開発ソフトウェア開発業務（藤澤秀）		9/20/16		TBS1		東北S1		669,600		669,600		669,600		499,147		170,453		25.46%		74.54%

		1		ＥＳ事 コト		U095007203		沖電気工業芝浦		1500513		OKI 消防システム関連SE支援業務[2016]		0		OKI 消防システム関連SE支援業務[2016] 4月		4/29/16		NJK22		ＥＳ２２		1,149,728		1,149,728		1,149,728		979,110		170,618		14.84%		85.16%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1600089		森永乳業　統合受払システム構築		0		森永乳業　統合受払システム構築(4月)		4/30/16		NJI21		ＩＣＴ２１		1,668,965		1,668,965		1,668,965		1,497,627		171,338		10.27%		89.73%

		1		ＥＳ事 コト		U106001900		NTTｺﾑｳｪｱ		1600042		ドキュメント管理パッケージ　ドメイン機能オプション		0		ドキュメント管理パッケージ　ドメイン機能オプション		5/31/16		TBS1		東北S1		1,224,200		1,224,200		1,224,200		1,052,511		171,689		14.02%		85.98%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1600089		森永乳業　統合受払システム構築		4		森永乳業　統合受払システム構築(8月)		8/31/16		NJI21		ＩＣＴ２１		1,739,450		1,739,450		1,739,450		1,565,701		173,749		9.99%		90.01%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600173		【SJNKS･団体】廃止メディア（団サ三チーム）2016年度		0		【SJNKS･団体】廃止メディア（団サ三）2016年04月		4/30/16		NJF21		ＦＳ２１		1,725,000		1,725,000		1,725,000		1,550,468		174,532		10.12%		89.88%

		3		ＦＳ事 コト		U115000800		日鉄住金ﾃｯｸｽｴﾝ		1600144		TEXENG 1TK除滓量最適化 溶銑プロコン対応		0		TEXENG 1TK除滓量最適化 溶銑プロコン対応(設計製造)		9/28/16		SBSS2		佐原S2		805,000		805,000		805,000		629,996		175,004		21.74%		78.26%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1600237		[NMSE]ドコモメールアプリ評価		6		SL推アプリ試験 ドコモメール評価(9月_2)		9/30/16		NJI12		ＩＣＴ１２		337,500		337,500		337,500		162,391		175,109		51.88%		48.12%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1600031		医療機器開発ソフトウェア開発業務（木村俊之）		1		医療機器開発ソフトウェア開発業務（木村俊之）		6/20/16		TBS1		東北S1		712,800		712,800		712,800		537,684		175,116		24.57%		75.43%

		1		ＥＳ事 コト		U109003400		東日本電信電話		1600039		平成２８年度　Ｐ－ＮＭＳシステム運用・保守		0		平成２８年度　Ｐ－ＮＭＳシステム運用・保守		4/30/16		TBS1		東北S1		1,959,000		1,959,000		1,959,000		1,783,478		175,522		8.96%		91.04%

		1		ＥＳ事 コト		U095006501		横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻ		1600294		ＹＪＰ：電力・ＬＮＧエンジ派遣 [2016] 		0		ＹＪＰ：電力・ＬＮＧエンジ派遣 [2016] 4/21-5/20		5/20/16		NJK21		ＥＳ２１		1,526,825		1,526,825		1,526,825		1,351,128		175,697		11.51%		88.49%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600084		「平成２８年度制度対応」の情報化企画書		0		「平成２８年度制度対応」の情報化企画書		8/31/16		TBS2		東北S2		1,280,000		1,280,000		1,280,000		1,104,007		175,993		13.75%		86.25%

		1		ＥＳ事 コト		U095006500		横河電機		1600230		Ｙ：F&G対応PROFIsafe+Hilscher製チップ通信評価		0		Ｙ：F&G対応PROFIsafe+Hilscher製チップ通信評価		4/22/16		NJK21		ＥＳ２１		950,000		950,000		950,000		773,647		176,353		18.56%		81.44%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1600035		FFCS／ｻﾝﾘｵ殿他向けSES(2016 村上/青山)		2		FFCS／ｻﾝﾘｵ殿他向けSES(2016 村上/青山)		7/20/16		NJN22		ＮＳ２２		1,610,829		1,610,829		1,610,829		1,433,725		177,104		10.99%		89.01%

		5		その他 タ		U111000400		NHK出版		1600015		【OSG】NHK出版/ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ(加藤)		5		【OSG】NHK出版/ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ(加藤)		9/30/16		EBCS		ＣＳ課		550,000		550,000		550,000		372,463		177,537		32.28%		67.72%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1600033		医療機器開発ソフトウェア開発業務（小野寺隆幸）		2		医療機器開発ソフトウェア開発業務（小野寺隆幸）		7/20/16		TBS1		東北S1		720,000		720,000		720,000		542,272		177,728		24.68%		75.32%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600155		H28 ITソリューション部第四チーム支援作業		5		H28 ITソリューション部第四チーム支援作業		9/30/16		NJNA2		ＮＡ２		750,000		750,000		750,000		572,267		177,733		23.70%		76.30%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1600282		個人せいめい共済Ｓ２１移管対応		0		個人せいめい共済Ｓ２１移管対応（４月）		4/30/16		NJF11		ＦＳ１１		633,750		633,750		633,750		455,501		178,249		28.13%		71.87%

		2		ＩＣＴ事 コト		U108001200		ﾄﾞｺﾓｼｽﾃﾑｽﾞ		1600244		[DS]ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑﾋﾞｼﾞﾈｽ推進部SE業務委託(2016年度)		4		[DS]ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑﾋﾞｼﾞﾈｽ推進部SE業務委託(2016年8月)		8/31/16		NJI22		ＩＣＴ２２		1,206,150		1,206,150		1,206,150		1,027,850		178,300		14.78%		85.22%

		5		その他 タ		U114004300		ｼﾐｯｸPMS		1600081		【OSG】シミックPMS/システム開発		2		【OSG】シミックPMS/システム開発		6/30/16		EBCS		ＣＳ課		650,000		650,000		650,000		470,900		179,100		27.55%		72.45%

		1		ＥＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1600042		CITS 資材システム開発		4		CITS 資材システムHDカンパニー制対応 8月		8/31/16		SBCS1		千葉S1		795,812		795,812		795,812		616,710		179,102		22.51%		77.49%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1600045		個人保険３Ｇ		0		個人保険３Ｇ		4/30/16		NJF22		ＦＳ２２		2,445,109		2,445,109		2,445,109		2,265,962		179,147		7.33%		92.67%

		1		ＥＳ事 コト		U095006600		日立国際電気		1600071		SDRフレームワーク調査および作成		0		SDRフレームワーク調査および作成		6/30/16		TBS1		東北S1		836,200		836,200		836,200		656,965		179,235		21.43%		78.57%

		3		ＦＳ事 コト		U106001900		NTTｺﾑｳｪｱ		1600327		Ａ生命様契企部業務の委任【山下追加分】		0		Ａ生命様契企部業務の委任【山下追加分】（６月）		6/30/16		NJF12		ＦＳ１２		980,000		980,000		980,000		800,000		180,000		18.37%		81.63%

		3		ＦＳ事 コト		U106001900		NTTｺﾑｳｪｱ		1600327		Ａ生命様契企部業務の委任【山下追加分】		1		Ａ生命様契企部最適化の委任（７月）		7/31/16		NJF12		ＦＳ１２		980,000		980,000		980,000		800,000		180,000		18.37%		81.63%

		3		ＦＳ事 コト		U106001900		NTTｺﾑｳｪｱ		1600327		Ａ生命様契企部業務の委任【山下追加分】		2		Ａ生命様契企部最適化の委任（８月）		8/31/16		NJF12		ＦＳ１２		980,000		980,000		980,000		800,000		180,000		18.37%		81.63%

		3		ＦＳ事 コト		U106001900		NTTｺﾑｳｪｱ		1600327		Ａ生命様契企部業務の委任【山下追加分】		3		Ａ生命様契企部最適化の委任（９月）		9/30/16		NJF12		ＦＳ１２		980,000		980,000		980,000		800,000		180,000		18.37%		81.63%

		5		その他 タ		U111000400		NHK出版		1600015		【OSG】NHK出版/ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ(加藤)		3		【OSG】NHK出版/ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ(加藤)		7/31/16		EBCS		ＣＳ課		550,000		550,000		550,000		369,803		180,197		32.76%		67.24%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1600246		[KC]ISP 請負案件		9		CA48 OUTDOOR Lib-Widget開発（機能開発・評価）		6/30/16		NJI12		ＩＣＴ１２		3,605,656		3,605,656		3,605,656		3,425,374		180,282		5.00%		95.00%

		1		ＥＳ事 コト		U095045000		ｳｪｻﾞｰﾆｭｰｽﾞ		1600078		WNI　MOL Loop		0		WNI　MOL Loop開発作業 4月		4/28/16		SBCS1		千葉S1		560,000		560,000		560,000		378,807		181,193		32.36%		67.64%

		1		ＥＳ事 コト		U095006803		日立製作 公共		1600011		気象庁SWII保守		3		気象庁SWII保守 7月		7/27/16		SBCS1		千葉S1		749,700		749,700		749,700		568,157		181,543		24.22%		75.78%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1600151		CITS　ＣＯＳ改善改修案件開発支援作業		0		CITS　ＣＯＳ改善改修案件開発支援作業		9/29/16		SBCS2		千葉S2		750,000		750,000		750,000		567,779		182,221		24.30%		75.70%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1600120		C-ITS 楽天証券開発案件		0		C-ITS 楽天証券開発案件 07月		7/31/16		SBSS2		佐原S2		1,550,000		1,550,000		1,550,000		1,367,733		182,267		11.76%		88.24%

		1		ＥＳ事 コト		U095007203		沖電気工業芝浦		1500517		OKI 市町村防災行政無線システム設計業務[2016](濱野)		2		OKI 市町村防災行政無線システム設計業務[2016](濱野)		6/30/16		NJK22		ＥＳ２２		1,130,543		1,130,543		1,130,543		948,238		182,305		16.13%		83.87%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1600239		[NMSE]電話帳アプリ評価		3		2016上期SL推アプリ試験(電話帳)_7月		7/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		812,250		812,250		812,250		629,515		182,735		22.50%		77.50%

		1		ＥＳ事 コト		U095007203		沖電気工業芝浦		1500514		OKI 消防救急デジタル無線システム[2016](内海)		5		OKI 消防救急デジタル無線システム[2016](内海) 9月		9/30/16		NJK22		ＥＳ２２		900,630		900,630		900,630		717,727		182,903		20.31%		79.69%

		4		ＮＳ事 コト		U108003100		ｴﾑﾕｰﾌﾛﾝﾃｨｱ債権		1600339		ヘルプデスク業務		2		ヘルプデスク業務		9/30/16		NJN11		ＮＳ１１		2,010,000		2,010,000		2,010,000		1,827,045		182,955		9.10%		90.90%

		5		その他 タ		U114004300		ｼﾐｯｸPMS		1600081		【OSG】シミックPMS/システム開発		4		【OSG】シミックPMS/システム開発		8/31/16		EBCS		ＣＳ課		650,000		650,000		650,000		466,909		183,091		28.17%		71.83%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1600067		CTC(MHCBﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌｨｰﾄﾞ案件支援)(H28)		2		CTC(MHCBﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌｨｰﾄﾞ案件支援)(H28)		6/30/16		NJN21		ＮＳ２１		2,171,275		2,171,275		2,171,275		1,987,861		183,414		8.45%		91.55%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1600045		個人保険３Ｇ		2		個人保険３Ｇ		6/30/16		NJF22		ＦＳ２２		2,502,342		2,502,342		2,502,342		2,318,801		183,541		7.33%		92.67%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1600034		IJプリンタ/スキャナにおける開発業務（葛西信夫）		0		IJプリンタ/スキャナにおける開発業務（葛西信夫）		5/20/16		TBS1		東北S1		624,000		624,000		624,000		440,424		183,576		29.42%		70.58%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1600034		IJプリンタ/スキャナにおける開発業務（葛西信夫）		3		IJプリンタ/スキャナにおける開発業務（葛西信夫）		8/20/16		TBS1		東北S1		624,000		624,000		624,000		440,424		183,576		29.42%		70.58%

		2		ＩＣＴ事 コト		U103000200		ｼｬｰﾌﾟﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾋ		1600029		ソフトウェア開発業務		0		派遣料（ソフトウェア開発業務）		4/30/16		SBSS1		佐原S1		2,130,240		2,130,240		2,130,240		1,946,058		184,182		8.65%		91.35%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1600086		森永乳業　物流生産運用業務支援２		2		森永乳業　物流生産運用業務支援２(6月)		6/30/16		NJI21		ＩＣＴ２１		3,031,000		3,031,000		3,031,000		2,846,730		184,270		6.08%		93.92%

		4		ＮＳ事 コト		U099001600		富士通ｼｽﾃﾑｽﾞ･ｲ		1600022		【FSE】ＧＳサポートデスクセンター業務		5		【FSE】ＧＳサポートデスクセンター業務		9/30/16		NJN11		ＮＳ１１		1,507,614		1,507,614		1,507,614		1,323,316		184,298		12.22%		87.78%

		1		ＥＳ事 コト		U095007203		沖電気工業芝浦		1500514		OKI 消防救急デジタル無線システム[2016](内海)		2		OKI 消防救急デジタル無線システム[2016](内海) 6月		6/15/16		NJK22		ＥＳ２２		1,115,131		1,115,131		1,115,131		930,770		184,361		16.53%		83.47%

		2		ＩＣＴ事 コト		U112000900		ｱｲ･ｴﾑ･ｼﾞｪｲ		1600362		[IMJ]「ﾚｵﾊﾟﾚｽ21ﾏｲﾙｰﾑｱﾌﾟﾘ」運用・保守(2016年度)		2		[IMJ]「ﾚｵﾊﾟﾚｽ21ﾏｲﾙｰﾑｱﾌﾟﾘ」運用・保守(2016年9月)		9/30/16		NJI22		ＩＣＴ２２		200,000		200,000		200,000		15,211		184,789		92.39%		7.61%

		1		ＥＳ事 コト		U095006501		横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻ		1400632		ＹＪＰ：派遣 [2015]		12		ＹＪＰ：派遣 [2015] 3/21-4/20山口分		4/20/16		NJK21		ＥＳ２１		1,062,261		1,062,261		1,062,261		876,949		185,312		17.45%		82.55%

		5		その他 タ		U111000400		NHK出版		1600015		【OSG】NHK出版/ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ(加藤)		4		【OSG】NHK出版/ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ(加藤)		8/31/16		EBCS		ＣＳ課		550,000		550,000		550,000		364,482		185,518		33.73%		66.27%

		1		ＥＳ事 コト		U109003400		東日本電信電話		1600039		平成２８年度　Ｐ－ＮＭＳシステム運用・保守		2		平成２８年度　Ｐ－ＮＭＳシステム運用・保守		6/30/16		TBS1		東北S1		1,959,000		1,959,000		1,959,000		1,773,186		185,814		9.49%		90.51%

		2		ＩＣＴ事 コト		U103000200		ｼｬｰﾌﾟﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾋ		1600029		ソフトウェア開発業務		5		派遣料（ソフトウェア開発業務）		9/30/16		SBSS1		佐原S1		2,091,000		2,091,000		2,091,000		1,905,069		185,931		8.89%		91.11%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1600084		森永乳業　損益運用業務支援２		1		森永乳業　損益運用業務支援２(5月)		5/31/16		NJI21		ＩＣＴ２１		856,500		856,500		856,500		670,425		186,075		21.73%		78.28%

		5		その他 タ		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1600017		【OSG】NHKMT/運用ヘルプ		3		【OSG】NHKMT/運用ヘルプ		7/31/16		EBCS		ＣＳ課		560,000		560,000		560,000		373,793		186,207		33.25%		66.75%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600311		【SJNKS･ﾏﾘﾝ 】日常（２０１６年度）		3		【SJNKS･ﾏﾘﾝ 】日常（2016年09月）		9/30/16		NJF21		ＦＳ２１		1,233,375		1,233,375		1,233,375		1,047,083		186,292		15.10%		84.90%

		1		ＥＳ事 コト		U113004600		日立ｼｽﾃﾑｽﾞﾊﾟﾜｰ		1600045		火力部システム運用保守業務委託		2		火力部システム運用保守業務委託 6月		6/30/16		SBCS1		千葉S1		723,000		723,000		723,000		536,640		186,360		25.78%		74.22%

		1		ＥＳ事 コト		U095017100		富士ｾﾞﾛｯｸｽ情報		1600048		新・審査登録業務支援システム保守		2		新・審査登録管理支援システム保守		5/31/16		TBS1		東北S1		715,500		715,500		715,500		528,508		186,992		26.13%		73.87%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1500301		生命系給付自治労課題(要件)		2		生命給付自治労課題対応		5/31/16		NJF11		ＦＳ１１		951,200		951,200		951,200		763,994		187,206		19.68%		80.32%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1600045		個人保険３Ｇ		4		個人保険３Ｇ		8/31/16		NJF22		ＦＳ２２		2,313,237		2,313,237		2,313,237		2,125,737		187,500		8.11%		91.89%

		2		ＩＣＴ事 コト		U110000100		NTTﾄﾞｺﾓ		1600179		[DCM]RMS保守運営業務(2016年度)		1		[DCM]RMS保守運営業務(2016年5月)		5/31/16		NJI22		ＩＣＴ２２		1,118,900		1,118,900		1,118,900		929,944		188,956		16.89%		83.11%

		2		ＩＣＴ事 コト		U112000900		ｱｲ･ｴﾑ･ｼﾞｪｲ		1600288		[IMJ]LEONET運用(2016年度)		5		[IMJ]LEONET運用(2016年9月)		9/30/16		NJI22		ＩＣＴ２２		300,000		300,000		300,000		110,825		189,175		63.06%		36.94%

		3		ＦＳ事 コト		U103002500		空港情報通信		1600039		AICS システム開発		0		AICS システム開発 04月		4/30/16		SBSS2		佐原S2		2,800,441		2,800,441		2,800,441		2,611,028		189,413		6.76%		93.24%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1600389		CTC(ﾒｰﾙ監査・VSELﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ対応）		1		CTC(ﾒｰﾙ監査・VSELﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ対応）		9/30/16		NJN21		ＮＳ２１		300,000		300,000		300,000		110,539		189,461		63.15%		36.85%

		5		その他 タ		U111000400		NHK出版		1600015		【OSG】NHK出版/ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ(加藤)		0		【OSG】NHK出版/ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ(加藤)		4/30/16		EBCS		ＣＳ課		550,000		550,000		550,000		360,491		189,509		34.46%		65.54%

		1		ＥＳ事 コト		U107003600		ｸﾞﾛｰﾘｰ		1600255		Ｇ：RT-CVS ソフトウェア開発		1		Ｇ：RT-CVSツール開発		7/21/16		NJK21		ＥＳ２１		950,000		950,000		950,000		760,423		189,577		19.96%		80.04%

		1		ＥＳ事 コト		U095026000		ｼﾞｮﾝｿﾝｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾞ		1600226		Ｊ：ビル中央監視派遣 2016年度		1		Ｊ：ビル中央監視派遣　齋藤翼(5月）		6/6/16		NJK21		ＥＳ２１		850,000		850,000		850,000		660,135		189,865		22.34%		77.66%

		4		ＮＳ事 コト		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1600102		NHKMT 川口ｱｰｶｲﾌﾞｽｼｽﾃﾑ運用業務		1		NHKMT 川口ｱｰｶｲﾌﾞｽｼｽﾃﾑ運用業務		5/31/16		NJN12		ＮＳ１２		1,150,000		1,150,000		1,150,000		959,569		190,431		16.56%		83.44%

		1		ＥＳ事 コト		U095006501		横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻ		1600294		ＹＪＰ：電力・ＬＮＧエンジ派遣 [2016] 		4		ＹＪＰ：電力・ＬＮＧエンジ派遣 [2016] 8/21-9/20		9/20/16		NJK21		ＥＳ２１		1,698,475		1,698,475		1,698,475		1,507,621		190,854		11.24%		88.76%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1600089		森永乳業　統合受払システム構築		2		森永乳業　統合受払システム構築(6月)		6/30/16		NJI21		ＩＣＴ２１		1,831,250		1,831,250		1,831,250		1,639,964		191,286		10.45%		89.55%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1600087		森永乳業　受注・ＥＤＩ業務支援他		2		森永乳業　受注・ＥＤＩ業務支援他(6月)		6/30/16		NJI21		ＩＣＴ２１		2,363,500		2,363,500		2,363,500		2,172,179		191,321		8.09%		91.91%

		2		ＩＣＴ事 コト		U112000900		ｱｲ･ｴﾑ･ｼﾞｪｲ		1600288		[IMJ]LEONET運用(2016年度)		3		[IMJ]LEONET運用(2016年7月)		7/31/16		NJI22		ＩＣＴ２２		300,000		300,000		300,000		108,652		191,348		63.78%		36.22%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1600246		[KC]ISP 請負案件		5		CA37 歩数計開発(基本設計、詳細設計、製造、単体)		5/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		3,830,575		3,830,575		3,830,575		3,639,047		191,528		5.00%		95.00%

		4		ＮＳ事 コト		U095029700		地球科学総研		1600104		（地科研 H28）運用管理		2		（地科研 H28）運用管理		6/30/16		NJN12		ＮＳ１２		1,409,750		1,409,750		1,409,750		1,217,553		192,197		13.63%		86.37%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600155		H28 ITソリューション部第四チーム支援作業		3		H28 ITソリューション部第四チーム支援作業		7/31/16		NJNA2		ＮＡ２		750,000		750,000		750,000		557,593		192,407		25.65%		74.35%

		4		ＮＳ事 コト		U113002200		ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ･ﾃﾞｨﾍ		1600200		H28 システム運用管理／保守業務		3		H28 システム運用管理／保守業務		7/31/16		NJNA1		ＮＡ１		730,000		730,000		730,000		536,527		193,473		26.50%		73.50%

		4		ＮＳ事 コト		U095020900		みずほ情報総研		1600025		回線事業展開支援		2		回線事業展開支援		6/30/16		NJN22		ＮＳ２２		1,400,000		1,400,000		1,400,000		1,205,580		194,420		13.89%		86.11%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1500356		[KC]FOTAサーバリプレイス		10		[KC]FOTAサーバ拡張業務(国内UP、海外デルタ)		9/30/16		NJI12		ＩＣＴ１２		780,000		780,000		780,000		585,571		194,429		24.93%		75.07%

		3		ＦＳ事 コト		U103002500		空港情報通信		1600039		AICS システム開発		1		AICS システム開発 05月		5/31/16		SBSS2		佐原S2		2,720,082		2,720,082		2,720,082		2,525,060		195,022		7.17%		92.83%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1600283		[KC]GPS派遣		2		GPS派遣 長谷川6月		7/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		972,900		972,900		972,900		777,872		195,028		20.05%		79.95%

		5		その他 タ		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600053		【ANA】ASY/羽田支店		2		【ANA】ASY/タブレットセンター		6/30/16		EBCS		ＣＳ課		1,537,250		1,537,250		1,537,250		1,342,197		195,053		12.69%		87.31%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500002		医療機器開発ソフトウェア開発業務（藤澤秀）		11		医療機器開発ソフトウェア開発業務（藤澤秀）		4/20/16		TBS1		東北S1		830,400		830,400		830,400		635,171		195,229		23.51%		76.49%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600155		H28 ITソリューション部第四チーム支援作業		1		H28 ITソリューション部第四チーム支援作業		5/31/16		NJNA2		ＮＡ２		731,240		731,240		731,240		535,583		195,657		26.76%		73.24%

		5		その他 タ		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1600016		【OSG】NHKMT/ｼｽﾃﾑ開発（山本）		2		【OSG】NHKMT/ｼｽﾃﾑ開発（山本）		6/30/16		EBCS		ＣＳ課		660,000		660,000		660,000		464,249		195,751		29.66%		70.34%

		4		ＮＳ事 コト		U104002900		長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮ		1600041		（長谷工-建設 H28）ｲﾝﾌﾗ･運用関連技術支援		4		（長谷工-建設 H28）ｲﾝﾌﾗ･運用関連技術支援		8/31/16		NJN22		ＮＳ２２		679,000		679,000		679,000		482,937		196,063		28.88%		71.12%

		5		その他 タ		U104002900		長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮ		1600083		【NSG】HASEKO/PC運用･技術支援業務		4		【NSG】長谷工/PC運用/技術支援業務		8/31/16		EBCS		ＣＳ課		582,000		582,000		582,000		385,765		196,235		33.72%		66.28%

		1		ＥＳ事 コト		U095017100		富士ｾﾞﾛｯｸｽ情報		1600048		新・審査登録業務支援システム保守		3		新・審査登録管理支援システム保守		5/31/16		TBS1		東北S1		670,000		670,000		670,000		473,455		196,545		29.34%		70.66%

		2		ＩＣＴ事 コト		U116001500		ﾄﾑ通信工業		1600334		[TOM]IP無線システム開発		1		[TOM]IP無線システム開発_派遣7月		7/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		852,463		852,463		852,463		655,577		196,886		23.10%		76.90%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1600283		[KC]GPS派遣		6		GPS派遣 染谷8月		9/30/16		NJI12		ＩＣＴ１２		841,200		841,200		841,200		643,144		198,056		23.54%		76.46%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500490		Canon バージョンアップ対応開発[2016]		6		Canon バージョンアップ対応開発[2016]		8/20/16		NJK22		ＥＳ２２		757,470		757,470		757,470		559,399		198,071		26.15%		73.85%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1600089		森永乳業　統合受払システム構築		3		森永乳業　統合受払システム構築(7月)		7/31/16		NJI21		ＩＣＴ２１		1,782,800		1,782,800		1,782,800		1,584,267		198,533		11.14%		88.86%

		5		その他 タ		U095021000		ｴｽ･ﾃﾞｲ･ｼｰ		1600027		【OSG】SDC/薬業健保精査業務		5		【OSG】SDC/薬業健保精査業務		9/30/16		EBCS		ＣＳ課		4,590,630		4,590,630		4,590,630		4,391,819		198,811		4.33%		95.67%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1600283		[KC]GPS派遣		4		GPS派遣 染谷7月		8/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		886,200		886,200		886,200		687,222		198,978		22.45%		77.55%

		1		ＥＳ事 コト		U095006501		横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻ		1600291		ＹＪＰ：派遣 [2016] 山口分		4		ＹＪＰ：派遣 [2016] 8/21-9/20山口分		9/20/16		NJK21		ＥＳ２１		1,027,200		1,027,200		1,027,200		827,648		199,552		19.43%		80.57%

		1		ＥＳ事 コト		U095007203		沖電気工業芝浦		1500517		OKI 市町村防災行政無線システム設計業務[2016](濱野)		3		OKI 市町村防災行政無線システム設計業務[2016](濱野)		7/29/16		NJK22		ＥＳ２２		1,076,844		1,076,844		1,076,844		877,187		199,657		18.54%		81.46%

		5		その他 タ		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1600016		【OSG】NHKMT/ｼｽﾃﾑ開発（山本）		3		【OSG】NHKMT/ｼｽﾃﾑ開発（山本）		7/31/16		EBCS		ＣＳ課		660,000		660,000		660,000		460,258		199,742		30.26%		69.74%

		3		ＦＳ事 コト		U115002400		富士ﾌｲﾙﾑﾛｼﾞｽﾃｨ		1600329		ＦＦＬ（開発案件）		3		Accessツールの暗号化（8月）		8/31/16		NJF12		ＦＳ１２		375,000		375,000		375,000		175,051		199,949		53.32%		46.68%

		5		その他 タ		U115001000		母畑地区土地		1600110		賦課金カスタマイズ　母畑地区土地改良区		0		賦課金カスタマイズ　母畑地区土地改良区		6/3/16		SB01G		MIPR原		200,000		200,000		200,000		0		200,000		100.00%		0.00%

		4		ＮＳ事 コト		U111003700		AIGﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ		1600032		ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ技術部業務_AHA向けOAﾘｸｴｽﾄ支援		1		ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ技術部業務_AHA向けOAﾘｸｴｽﾄ支援		6/3/16		NJN22		ＮＳ２２		750,000		750,000		750,000		549,914		200,086		26.68%		73.32%

		1		ＥＳ事 コト		U095006501		横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻ		1600291		ＹＪＰ：派遣 [2016] 山口分		3		ＹＪＰ：派遣 [2016] 7/21-8/20山口分		8/20/16		NJK21		ＥＳ２１		1,136,875		1,136,875		1,136,875		936,753		200,122		17.60%		82.40%

		5		その他 タ		U114004300		ｼﾐｯｸPMS		1600081		【OSG】シミックPMS/システム開発		5		【OSG】シミックPMS/システム開発		9/30/16		EBCS		ＣＳ課		656,450		656,450		656,450		456,267		200,183		30.49%		69.51%

		4		ＮＳ事 コト		U113002200		ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ･ﾃﾞｨﾍ		1600200		H28 システム運用管理／保守業務		1		H28 システム運用管理／保守業務		5/31/16		NJNA1		ＮＡ１		730,000		730,000		730,000		529,421		200,579		27.48%		72.52%

		4		ＮＳ事 コト		U095026701		日本出版 王子		1600093		基盤		1		王子　システム基盤		5/31/16		NJN12		ＮＳ１２		1,880,000		1,880,000		1,880,000		1,678,025		201,975		10.74%		89.26%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500528		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ開発(松坂)[2016]		4		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ開発(松坂)[2016] 8月		8/20/16		NJK22		ＥＳ２２		674,575		674,575		674,575		471,630		202,945		30.08%		69.92%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1600086		森永乳業　物流生産運用業務支援２		3		森永乳業　物流生産運用業務支援２(7月)		7/31/16		NJI21		ＩＣＴ２１		2,258,000		2,258,000		2,258,000		2,054,596		203,404		9.01%		90.99%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600085		「平成２８年度制度対応」のシステム構築		1		「平成２８年度制度対応」のシステム構築		8/31/16		TBS2		東北S2		1,280,000		1,280,000		1,280,000		1,076,029		203,971		15.94%		84.06%

		1		ＥＳ事 コト		U095006803		日立製作 公共		1600014		気象庁HP改修		1		土砂懸案対応等作業		4/27/16		SBCS1		千葉S1		779,880		779,880		779,880		575,823		204,057		26.17%		73.83%

		2		ＩＣＴ事 コト		U110000100		NTTﾄﾞｺﾓ		1600179		[DCM]RMS保守運営業務(2016年度)		4		[DCM]RMS保守運営業務(2016年8月)		8/31/16		NJI22		ＩＣＴ２２		1,193,100		1,193,100		1,193,100		988,251		204,849		17.17%		82.83%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1600237		[NMSE]ドコモメールアプリ評価		1		SL推アプリ試験 ドコモメール評価(5月)		5/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		3,303,900		3,303,900		3,303,900		3,098,403		205,497		6.22%		93.78%

		4		ＮＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600118		SJNKS) ネットワーク・サーバ管理業務		2		SJNKS) ネットワーク・サーバ管理業務		6/30/16		NJN23		ＮＳ２３		2,150,000		2,150,000		2,150,000		1,944,408		205,592		9.56%		90.44%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1600089		森永乳業　統合受払システム構築		5		森永乳業　統合受払システム構築(9月)		9/30/16		NJI21		ＩＣＴ２１		1,660,400		1,660,400		1,660,400		1,454,308		206,092		12.41%		87.59%

		3		ＦＳ事 コト		U095042500		さくら情報ｼｽﾃﾑ		1600024		さくら情報　ソニー生命業務支援		1		さくら情報　ソニー生命業務支援		5/31/16		SBCS2		千葉S2		1,947,770		1,947,770		1,947,770		1,741,312		206,458		10.60%		89.40%

		5		その他 タ		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1600017		【OSG】NHKMT/運用ヘルプ		1		【OSG】NHKMT/運用ヘルプ		5/31/16		EBCS		ＣＳ課		551,250		551,250		551,250		344,528		206,722		37.50%		62.50%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1600032		医療機器開発ソフトウェア開発業務（藤澤秀）		1		医療機器開発ソフトウェア開発業務（藤澤秀）		6/20/16		TBS1		東北S1		784,800		784,800		784,800		578,056		206,744		26.34%		73.66%

		2		ＩＣＴ事 コト		U115002600		ｿﾆｰﾋﾞｼﾞｭｱﾙﾌﾟﾛﾀ		1600216		[SVP]ﾃﾚﾋﾞ用ﾃﾞﾊﾞｲｽを制御するための設計、実装、評価		1		[SVP]ﾃﾚﾋﾞ用ﾃﾞﾊﾞｲｽを制御するための設計、実装、評価		6/30/16		NJI11		ＩＣＴ１１		1,011,000		1,011,000		1,011,000		803,429		207,571		20.53%		79.47%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600014		電力小売自由化対応のシステム構築(総括用)		1		電力小売自由化対応のシステム構築(総括用)		5/31/16		TBS2		東北S2		1,280,000		1,280,000		1,280,000		1,072,016		207,984		16.25%		83.75%

		1		ＥＳ事 コト		U095007203		沖電気工業芝浦		1500485		OKI 顔認識カメラ評価装置開発		4		OKI T-Finder0実証実験ソフトウェア開発 9月		9/30/16		NJK22		ＥＳ２２		4,165,000		4,165,000		4,165,000		3,956,750		208,250		5.00%		95.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1600283		[KC]GPS派遣		3		GPS派遣 染谷6月		7/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		999,900		999,900		999,900		791,407		208,493		20.85%		79.15%

		2		ＩＣＴ事 コト		U112000900		ｱｲ･ｴﾑ･ｼﾞｪｲ		1600288		[IMJ]LEONET運用(2016年度)		4		[IMJ]LEONET運用(2016年8月)		8/31/16		NJI22		ＩＣＴ２２		300,000		300,000		300,000		91,268		208,732		69.58%		30.42%

		2		ＩＣＴ事 コト		U115005100		ｿﾆｰｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｿﾘｭ		1600212		[SSS]IOT App開発/不具合解析業務		2		[SSS]IOT App開発/不具合解析業務(6月)		6/30/16		NJI11		ＩＣＴ１１		1,600,000		1,600,000		1,600,000		1,389,852		210,148		13.13%		86.87%

		5		その他 タ		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1500023		【NSG】FIP/運用SE業務(高橋)		13		【NSG】FIP/運用SE業務(2016/6)		6/30/16		EBCS		ＣＳ課		707,201		707,201		707,201		496,839		210,362		29.75%		70.25%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1600068		CTC(CDMシステム保守・メンテ)(H28)		5		CTC(CDMシステム保守・メンテ)(H28)		9/30/16		NJN21		ＮＳ２１		1,512,000		1,512,000		1,512,000		1,301,542		210,458		13.92%		86.08%

		3		ＦＳ事 コト		U115000800		日鉄住金ﾃｯｸｽｴﾝ		1600107		TEXENG 5CT槽別受込禁止対応		0		TEXENG 5CT槽別受込禁止対応		8/31/16		SBSS2		佐原S2		1,330,000		1,330,000		1,330,000		1,119,351		210,649		15.84%		84.16%

		4		ＮＳ事 コト		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1600099		NHKMT インターネット運用業務		2		NHKMT インターネット運用業務		6/30/16		NJN12		ＮＳ１２		2,460,000		2,460,000		2,460,000		2,248,717		211,283		8.59%		91.41%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600108		委託管理システム開発		0		委託管理システム開発		9/30/16		TBS2		東北S2		1,500,000		1,500,000		1,500,000		1,288,525		211,475		14.10%		85.90%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1500504		[KC]音声読み上げ機能拡張IF開発		0		[KC]CA37 音声読み上げ機能拡張IF開発		4/30/16		NJI12		ＩＣＴ１２		1,579,500		1,579,500		1,579,500		1,367,699		211,801		13.41%		86.59%

		2		ＩＣＴ事 コト		U110000100		NTTﾄﾞｺﾓ		1600179		[DCM]RMS保守運営業務(2016年度)		0		[DCM]RMS保守運営業務(2016年4月)		4/30/16		NJI22		ＩＣＴ２２		1,090,900		1,090,900		1,090,900		879,090		211,810		19.42%		80.58%

		1		ＥＳ事 コト		U113004600		日立ｼｽﾃﾑｽﾞﾊﾟﾜｰ		1600045		火力部システム運用保守業務委託		0		火力部システム運用保守業務委託 4月		4/30/16		SBCS1		千葉S1		723,000		723,000		723,000		511,085		211,915		29.31%		70.69%

		1		ＥＳ事 コト		U113004600		日立ｼｽﾃﾑｽﾞﾊﾟﾜｰ		1600045		火力部システム運用保守業務委託		3		火力部システム運用保守業務委託 7月		7/29/16		SBCS1		千葉S1		723,000		723,000		723,000		511,085		211,915		29.31%		70.69%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600159		H28 ANA IT構想企画支援作業		2		H28 ANA IT構想企画支援作業		8/31/16		NJNA2		ＮＡ２		790,000		790,000		790,000		577,769		212,231		26.86%		73.14%

		2		ＩＣＴ事 コト		U115005100		ｿﾆｰｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｿﾘｭ		1600214		[SSS]NFCドライバ開発業務		0		[SSS]NFCドライバ開発業務(4-6月)		6/30/16		NJI11		ＩＣＴ１１		7,000,000		7,000,000		7,000,000		6,786,650		213,350		3.05%		96.95%

		1		ＥＳ事 コト		U095045000		ｳｪｻﾞｰﾆｭｰｽﾞ		1600078		WNI　MOL Loop		2		WNI　MOL Loop開発作業 6月		6/30/16		SBCS1		千葉S1		800,000		800,000		800,000		585,587		214,413		26.80%		73.20%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1600034		IJプリンタ/スキャナにおける開発業務（葛西信夫）		2		IJプリンタ/スキャナにおける開発業務（葛西信夫）		7/20/16		TBS1		東北S1		730,600		730,600		730,600		515,663		214,937		29.42%		70.58%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600060		「Ｇ２Ａ広域機関対応」システム構築		2		「Ｇ２Ａ広域機関対応」システム構築		7/31/16		TBS2		東北S2		1,650,000		1,650,000		1,650,000		1,434,900		215,100		13.04%		86.96%

		1		ＥＳ事 コト		U095006601		日立国際小金井		1400606		HiKE 個別案件(2015)		39		HiKE 大和市ミュージックチャイム対応 Bリモコン開発		5/31/16		NJK22		ＥＳ２２		700,000		700,000		700,000		484,319		215,681		30.81%		69.19%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1600265		[KC]GPS Android Location設計・評価		0		CA04 Android Location設計・評価(Phase2)		6/30/16		NJI12		ＩＣＴ１２		585,000		585,000		585,000		368,656		216,344		36.98%		63.02%

		1		ＥＳ事 コト		U095026000		ｼﾞｮﾝｿﾝｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾞ		1600226		Ｊ：ビル中央監視派遣 2016年度		3		Ｊ：ビル中央監視派遣　齋藤翼(7月）		8/4/16		NJK21		ＥＳ２１		850,000		850,000		850,000		632,583		217,417		25.58%		74.42%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1500092		FFCS／ｻﾝﾘｵ殿他向けSES(2015 村上/青山)		11		FFCS／ｻﾝﾘｵ殿他向けSES(2015 村上/青山)		4/20/16		NJN22		ＮＳ２２		1,738,965		1,738,965		1,738,965		1,521,308		217,657		12.52%		87.48%

		3		ＦＳ事 コト		U095020900		みずほ情報総研		1600077		みずほ情報総研（銀行系ｼｽﾃﾑ）		11		本部分析環境EUC準備面対応(09月)		9/30/16		NJF12		ＦＳ１２		900,000		900,000		900,000		682,302		217,698		24.19%		75.81%

		5		その他 タ		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1600016		【OSG】NHKMT/ｼｽﾃﾑ開発（山本）		4		【OSG】NHKMT/ｼｽﾃﾑ開発（山本）		8/31/16		EBCS		ＣＳ課		583,780		583,780		583,780		365,812		217,968		37.34%		62.66%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1600033		医療機器開発ソフトウェア開発業務（小野寺隆幸）		3		医療機器開発ソフトウェア開発業務（小野寺隆幸）		8/20/16		TBS1		東北S1		646,250		646,250		646,250		428,097		218,153		33.76%		66.24%

		4		ＮＳ事 コト		U113002200		ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ･ﾃﾞｨﾍ		1600200		H28 システム運用管理／保守業務		5		H28 システム運用管理／保守業務		9/30/16		NJNA1		ＮＡ１		730,000		730,000		730,000		511,655		218,345		29.91%		70.09%

		2		ＩＣＴ事 コト		U116001500		ﾄﾑ通信工業		1600334		[TOM]IP無線システム開発		2		[TOM]IP無線システム開発_派遣8月		8/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		850,000		850,000		850,000		631,520		218,480		25.70%		74.30%

		1		ＥＳ事 コト		U095006501		横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻ		1600291		ＹＪＰ：派遣 [2016] 山口分		1		ＹＪＰ：派遣 [2016] 5/21-6/20山口分		6/20/16		NJK21		ＥＳ２１		972,333		972,333		972,333		753,810		218,523		22.47%		77.53%

		4		ＮＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600119		SJNKS) サーバー系基盤SE業務支援		3		SJNKS) サーバー系基盤SE業務支援		7/31/16		NJN23		ＮＳ２３		1,432,500		1,432,500		1,432,500		1,213,517		218,983		15.29%		84.71%

		4		ＮＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600118		SJNKS) ネットワーク・サーバ管理業務		4		SJNKS) ネットワーク・サーバ管理業務		8/31/16		NJN23		ＮＳ２３		2,150,000		2,150,000		2,150,000		1,930,954		219,046		10.19%		89.81%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600104		WING端末更新に向けた業務システム影響調査（燃料）		0		WING端末更新に向けた業務システム影響調査（燃料）		9/30/16		TBS2		東北S2		792,000		792,000		792,000		572,058		219,942		27.77%		72.23%

		3		ＦＳ事 コト		U095020900		みずほ情報総研		1600077		みずほ情報総研（銀行系ｼｽﾃﾑ）		0		事務企画部EUC3-2対応（04月）		4/30/16		NJF12		ＦＳ１２		1,600,000		1,600,000		1,600,000		1,380,000		220,000		13.75%		86.25%

		3		ＦＳ事 コト		U095020900		みずほ情報総研		1600077		みずほ情報総研（銀行系ｼｽﾃﾑ）		1		事務企画部EUC3-2対応（05月）		5/31/16		NJF12		ＦＳ１２		1,600,000		1,600,000		1,600,000		1,380,000		220,000		13.75%		86.25%

		3		ＦＳ事 コト		U095020900		みずほ情報総研		1600077		みずほ情報総研（銀行系ｼｽﾃﾑ）		2		事務企画部EUC3-2対応（06月）		6/30/16		NJF12		ＦＳ１２		1,600,000		1,600,000		1,600,000		1,380,000		220,000		13.75%		86.25%

		3		ＦＳ事 コト		U095020900		みずほ情報総研		1600077		みずほ情報総研（銀行系ｼｽﾃﾑ）		8		事務企画部EUC3-2対応（07月）		7/31/16		NJF12		ＦＳ１２		1,600,000		1,600,000		1,600,000		1,380,000		220,000		13.75%		86.25%

		3		ＦＳ事 コト		U095020900		みずほ情報総研		1600077		みずほ情報総研（銀行系ｼｽﾃﾑ）		9		事務企画部EUC3-2対応（08月）		8/31/16		NJF12		ＦＳ１２		1,600,000		1,600,000		1,600,000		1,380,000		220,000		13.75%		86.25%

		3		ＦＳ事 コト		U095020900		みずほ情報総研		1600077		みずほ情報総研（銀行系ｼｽﾃﾑ）		10		事務企画部EUC3-2対応（09月）		9/30/16		NJF12		ＦＳ１２		1,600,000		1,600,000		1,600,000		1,380,000		220,000		13.75%		86.25%

		5		その他 タ		U106000100		えりーとあい		1600103		えりーとあい販売		0		えりーとあい年間利用料　知能教育センターうなかみ		5/31/16		SB01G		MIPR原		220,000		220,000		220,000		0		220,000		100.00%		0.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U116000500		ｿﾆｰ･ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞｴ		1600133		[SIE]PS4ブラウザ開発		2		[SIE]PS4におけるブラウザ機能開発業務(7月)		7/25/16		NJI11		ＩＣＴ１１		800,000		800,000		800,000		579,030		220,970		27.62%		72.38%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1600086		森永乳業　物流生産運用業務支援２		0		森永乳業　物流生産運用業務支援２(4月)		4/30/16		NJI21		ＩＣＴ２１		3,024,800		3,024,800		3,024,800		2,803,410		221,390		7.32%		92.68%

		1		ＥＳ事 コト		U095007203		沖電気工業芝浦		1500514		OKI 消防救急デジタル無線システム[2016](内海)		1		OKI 消防救急デジタル無線システム[2016](内海) 5月		5/31/16		NJK22		ＥＳ２２		826,940		826,940		826,940		605,457		221,483		26.78%		73.22%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600171		【SJNKS･支援】第三本部　同席ＳＥ(2016年度）		3		【SJNKS･支援】第三本部　同席ＳＥ(2016年07月）		7/31/16		NJF21		ＦＳ２１		980,000		980,000		980,000		757,950		222,050		22.66%		77.34%

		3		ＦＳ事 コト		U095001800		埼玉県		1400487		クラウド型統合サーバーシステム機器等運用管理		21		統合サーバー運用		9/30/16		NJF22		ＦＳ２２		1,159,000		1,159,000		1,159,000		936,934		222,066		19.16%		80.84%

		1		ＥＳ事 コト		U095017100		富士ｾﾞﾛｯｸｽ情報		1600048		新・審査登録業務支援システム保守		9		新・審査登録管理支援システム保守 2016年度2Q		7/31/16		TBS1		東北S1		1,340,000		1,340,000		1,340,000		1,117,887		222,113		16.58%		83.42%

		4		ＮＳ事 コト		U104002900		長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮ		1600041		（長谷工-建設 H28）ｲﾝﾌﾗ･運用関連技術支援		1		（長谷工-建設 H28）ｲﾝﾌﾗ･運用関連技術支援		5/31/16		NJN22		ＮＳ２２		676,900		676,900		676,900		454,736		222,164		32.82%		67.18%

		5		その他 タ		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1600016		【OSG】NHKMT/ｼｽﾃﾑ開発（山本）		0		【OSG】NHKMT/ｼｽﾃﾑ開発（山本）		4/30/16		EBCS		ＣＳ課		660,000		660,000		660,000		437,644		222,356		33.69%		66.31%

		2		ＩＣＴ事 コト		U110000100		NTTﾄﾞｺﾓ		1600303		[DCM]次世代CSシステム開発		3		[DCM]次世代CSｼｽﾃﾑ 予約機能改善・GMO連携改善		8/31/16		NJI22		ＩＣＴ２２		962,500		962,500		962,500		739,630		222,870		23.16%		76.84%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600347		H28 able-Dエンハンス支援作業		0		H28 able-Dエンハンス支援作業		6/30/16		NJNA2		ＮＡ２		790,000		790,000		790,000		566,764		223,236		28.26%		71.74%

		2		ＩＣＴ事 コト		U110000100		NTTﾄﾞｺﾓ		1600178		[DCM]次世代CSｻｰﾋﾞｽ関連ｼｽﾃﾑ保守運営業務(2016年度)		2		[DCM]次世代CSｻｰﾋﾞｽ関連ｼｽﾃﾑ保守運営業務(2016年6月)		6/30/16		NJI22		ＩＣＴ２２		3,558,839		3,558,839		3,558,839		3,335,575		223,264		6.27%		93.73%

		1		ＥＳ事 コト		U113000200		日立ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｸ		1600035		次世代勘定系システム　運用詳細設計		4		次世代勘定系システム　運用詳細設計		8/31/16		TBS1		東北S1		1,445,020		1,445,020		1,445,020		1,221,659		223,361		15.46%		84.54%

		2		ＩＣＴ事 コト		U105001200		寺岡精工		1600357		[寺岡]ピッキングカート開発サポート業務		1		[寺岡]ピッキングカート開発サポート業務_8月		9/20/16		NJI12		ＩＣＴ１２		1,019,531		1,019,531		1,019,531		795,915		223,616		21.93%		78.07%

		2		ＩＣＴ事 コト		U096005700		ｿﾆｰ		1600073		クラウドデータ処理システム開発 業務（石井分）		1		クラウドデータ処理システム開発 業務（石井分）		5/31/16		SBSS1		佐原S1		850,000		850,000		850,000		626,018		223,982		26.35%		73.65%

		1		ＥＳ事 コト		U095007203		沖電気工業芝浦		1500517		OKI 市町村防災行政無線システム設計業務[2016](濱野)		5		OKI 市町村防災行政無線システム設計業務[2016](濱野)		9/30/16		NJK22		ＥＳ２２		1,127,974		1,127,974		1,127,974		903,611		224,363		19.89%		80.11%

		3		ＦＳ事 コト		U109003300		富士ｾﾞﾛｯｸｽｼｽﾃﾑ		1600305		FXSS案件		1		KONG16VerUP_V813受入検証		6/21/16		NJF12		ＦＳ１２		4,500,000		4,500,000		4,500,000		4,275,000		225,000		5.00%		95.00%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600342		H28 運用システム開発支援及び保守運用		1		H28 運用システム開発支援及び保守運用		9/30/16		NJNA1		ＮＡ１		1,920,000		1,920,000		1,920,000		1,694,857		225,143		11.73%		88.27%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600164		【SJNKS･支援】契約計上Ｇ　同席ＳＥ(2016年度）		2		【SJNKS･支援】契約計上Ｇ　同席ＳＥ(2016年06月）		6/30/16		NJF21		ＦＳ２１		2,630,000		2,630,000		2,630,000		2,404,318		225,682		8.58%		91.42%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1600266		[KC]MDM(Security)開発		0		CA37 Security(MDM)開発(調査・設計～総合試験書作成)		5/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		1,384,500		1,384,500		1,384,500		1,158,788		225,712		16.30%		83.70%

		2		ＩＣＴ事 コト		U116000500		ｿﾆｰ･ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞｴ		1600133		[SIE]PS4ブラウザ開発		4		[SIE]PS4におけるブラウザ機能開発業務(9月)		9/25/16		NJI11		ＩＣＴ１１		800,000		800,000		800,000		574,021		225,979		28.25%		71.75%

		1		ＥＳ事 コト		U095026300		ﾌｸﾀﾞ電子		1600272		ＭＩＲ：機器ドライバ開発		3		ＭＩＲ：東京女子医八千代医療センター向けMyExcel		8/30/16		NJK21		ＥＳ２１		960,000		960,000		960,000		733,973		226,027		23.54%		76.46%

		1		ＥＳ事 コト		U113000200		日立ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｸ		1600035		次世代勘定系システム　運用詳細設計		5		次世代勘定系システム　運用詳細設計		9/30/16		TBS1		東北S1		1,538,094		1,538,094		1,538,094		1,311,849		226,245		14.71%		85.29%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600166		【SJNKS･支援】保険金サービス　同席ＳＥ(2016年度）		2		【SJNKS･支援】保険金サービス　同席SE(2016年06月）		6/30/16		NJF21		ＦＳ２１		980,000		980,000		980,000		753,668		226,332		23.10%		76.90%

		1		ＥＳ事 コト		U114002500		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾈｯﾄ開		1600076		掃除機ロボット開発		1		掃除機ロボット開発		7/31/16		TBS1		東北S1		226,663		226,663		226,663		0		226,663		100.00%		0.00%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1600033		医療機器開発ソフトウェア開発業務（小野寺隆幸）		1		医療機器開発ソフトウェア開発業務（小野寺隆幸）		6/20/16		TBS1		東北S1		825,000		825,000		825,000		598,242		226,758		27.49%		72.51%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1600034		IJプリンタ/スキャナにおける開発業務（葛西信夫）		1		IJプリンタ/スキャナにおける開発業務（葛西信夫）		6/20/16		TBS1		東北S1		772,200		772,200		772,200		545,024		227,176		29.42%		70.58%

		1		ＥＳ事 コト		U097001401		富士通(川崎)		1600220		ＭＴＣ：市町村防災新規格プログラム設計３ー３		1		ＭＴＣ：市町村防災新規格プログラム設計３ー６		6/14/16		NJK21		ＥＳ２１		1,700,000		1,700,000		1,700,000		1,472,464		227,536		13.38%		86.62%

		2		ＩＣＴ事 コト		U103000200		ｼｬｰﾌﾟﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾋ		1600075		DTV 開発対応		3		16 秋冬機種 DTV 共通開発対応		7/18/16		SBSS1		佐原S1		1,330,663		1,330,663		1,330,663		1,102,572		228,091		17.14%		82.86%

		3		ＦＳ事 コト		U095001800		埼玉県		1400487		クラウド型統合サーバーシステム機器等運用管理		19		統合サーバー運用		7/31/16		NJF22		ＦＳ２２		1,159,000		1,159,000		1,159,000		930,838		228,162		19.69%		80.31%

		4		ＮＳ事 コト		U111003700		AIGﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ		1600032		ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ技術部業務_AHA向けOAﾘｸｴｽﾄ支援		4		ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ技術部業務_AHA向けOAﾘｸｴｽﾄ支援		9/7/16		NJN22		ＮＳ２２		750,000		750,000		750,000		521,713		228,287		30.44%		69.56%

		2		ＩＣＴ事 コト		U112000900		ｱｲ･ｴﾑ･ｼﾞｪｲ		1600288		[IMJ]LEONET運用(2016年度)		1		[IMJ]LEONET運用(2016年5月)		5/31/16		NJI22		ＩＣＴ２２		300,000		300,000		300,000		71,710		228,290		76.10%		23.90%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500528		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ開発(松坂)[2016]		1		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ開発(松坂)[2016] 5月		5/20/16		NJK22		ＥＳ２２		759,275		759,275		759,275		530,848		228,427		30.08%		69.92%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1500518		[KC]2016春夏 CAMERA EntryHome		0		[KC]CA37 Camera機能1(設計)		4/30/16		NJI12		ＩＣＴ１２		1,638,000		1,638,000		1,638,000		1,409,431		228,569		13.95%		86.05%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500004		IJプリンタ/スキャナにおける開発業務（葛西信夫）		11		IJプリンタ/スキャナにおける開発業務（葛西信夫）		4/20/16		TBS1		東北S1		811,200		811,200		811,200		581,953		229,247		28.26%		71.74%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1600034		IJプリンタ/スキャナにおける開発業務（葛西信夫）		4		IJプリンタ/スキャナにおける開発業務（葛西信夫）		9/20/16		TBS1		東北S1		780,000		780,000		780,000		550,529		229,471		29.42%		70.58%

		5		その他 タ		U114004300		ｼﾐｯｸPMS		1600081		【OSG】シミックPMS/システム開発		3		【OSG】シミックPMS/システム開発		7/31/16		EBCS		ＣＳ課		733,850		733,850		733,850		504,155		229,695		31.30%		68.70%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1600035		C-ITS Webアプリケーション開発		0		C-ITS Webアプリケーション開発 04月		4/30/16		SBSS2		佐原S2		800,000		800,000		800,000		569,788		230,212		28.78%		71.22%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1600050		メインフレーム基盤保守		3		メインフレーム基盤保守		7/31/16		NJF22		ＦＳ２２		1,382,472		1,382,472		1,382,472		1,152,192		230,280		16.66%		83.34%

		5		その他 タ		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1600016		【OSG】NHKMT/ｼｽﾃﾑ開発（山本）		5		【OSG】NHKMT/ｼｽﾃﾑ開発（山本）		9/30/16		EBCS		ＣＳ課		660,000		660,000		660,000		429,663		230,337		34.90%		65.10%

		4		ＮＳ事 コト		U113002200		ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ･ﾃﾞｨﾍ		1600200		H28 システム運用管理／保守業務		4		H28 システム運用管理／保守業務		8/31/16		NJNA1		ＮＡ１		720,880		720,880		720,880		490,336		230,544		31.98%		68.02%

		2		ＩＣＴ事 コト		U096005700		ｿﾆｰ		1600005		クライアントおよびサーバシステム開発業務 業務		4		クライアントおよびサーバシステム開発業務 業務		8/31/16		SBSS1		佐原S1		1,573,593		1,573,593		1,573,593		1,342,398		231,195		14.69%		85.31%

		1		ＥＳ事 コト		U113000200		日立ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｸ		1600035		次世代勘定系システム　運用詳細設計		0		次世代勘定系システム　運用詳細設計		4/30/16		TBS1		東北S1		1,581,094		1,581,094		1,581,094		1,349,661		231,433		14.64%		85.36%

		3		ＦＳ事 コト		U095020900		みずほ情報総研		1600077		みずほ情報総研（銀行系ｼｽﾃﾑ）		6		本部分析環境EUC準備面対応(07月)		7/31/16		NJF12		ＦＳ１２		900,000		900,000		900,000		668,377		231,623		25.74%		74.26%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1600086		森永乳業　物流生産運用業務支援２		5		森永乳業　物流生産運用業務支援２(9月)		9/30/16		NJI21		ＩＣＴ２１		2,243,200		2,243,200		2,243,200		2,011,276		231,924		10.34%		89.66%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1600237		[NMSE]ドコモメールアプリ評価		4		SL推アプリ試験 ドコモメール評価(8月)		8/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		2,095,700		2,095,700		2,095,700		1,863,393		232,307		11.08%		88.92%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500502		【SJNKS･団体】日常（２０１６年度）		0		【SJNKS･団体】日常（2016年05月）		5/31/16		NJF21		ＦＳ２１		1,188,000		1,188,000		1,188,000		955,563		232,437		19.57%		80.43%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600166		【SJNKS･支援】保険金サービス　同席ＳＥ(2016年度）		5		【SJNKS･支援】保険金サービス　同席SE(2016年09月）		9/30/16		NJF21		ＦＳ２１		980,000		980,000		980,000		747,245		232,755		23.75%		76.25%

		4		ＮＳ事 コト		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1600099		NHKMT インターネット運用業務		4		NHKMT インターネット運用業務		8/31/16		NJN12		ＮＳ１２		2,460,000		2,460,000		2,460,000		2,227,154		232,846		9.47%		90.53%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600069		「送配電ＦＩＴ買取対応システム構築」情報化企画書		0		「送配電ＦＩＴ買取対応システム構築」情報化企画書		6/30/16		TBS2		東北S2		2,640,000		2,640,000		2,640,000		2,405,474		234,526		8.88%		91.12%

		1		ＥＳ事 コト		U114002500		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾈｯﾄ開		1500068		車載Andorid PF開発		3		車載Andorid PF開発		6/25/16		TBS1		東北S1		4,230,000		4,230,000		4,230,000		3,995,367		234,633		5.55%		94.45%

		2		ＩＣＴ事 コト		U096005700		ｿﾆｰ		1600007		メタデータ配信サービス向けクラウドシステムの開発		4		メタデータ配信サービス向けクラウドシステムの開発運		8/20/16		SBSS1		佐原S1		1,602,500		1,602,500		1,602,500		1,367,512		234,988		14.66%		85.34%

		4		ＮＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600120		SJNKS) 運用管理チーム支援		5		SJNKS) 運用管理チーム支援		9/30/16		NJN23		ＮＳ２３		740,000		740,000		740,000		504,980		235,020		31.76%		68.24%

		4		ＮＳ事 コト		U095023300		三井ﾎｰﾑ		1600006		ｼｽﾃﾑ管理ｾﾝﾀｰ運用管理業務　他		3		ｼｽﾃﾑ管理ｾﾝﾀｰ運用管理業務　他		7/31/16		NJN11		ＮＳ１１		3,150,000		3,150,000		3,150,000		2,914,670		235,330		7.47%		92.53%

		4		ＮＳ事 コト		U095023300		三井ﾎｰﾑ		1600008		情報システムグループ サポート業務		4		情報システムグループ サポート業務		8/31/16		NJN11		ＮＳ１１		1,700,000		1,700,000		1,700,000		1,463,291		236,709		13.92%		86.08%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600311		【SJNKS･ﾏﾘﾝ 】日常（２０１６年度）		2		【SJNKS･ﾏﾘﾝ 】日常（2016年08月）		8/31/16		NJF21		ＦＳ２１		1,377,750		1,377,750		1,377,750		1,141,031		236,719		17.18%		82.82%

		1		ＥＳ事 コト		U113004600		日立ｼｽﾃﾑｽﾞﾊﾟﾜｰ		1600045		火力部システム運用保守業務委託		5		火力部システム運用保守業務委託 9月		9/30/16		SBCS1		千葉S1		723,000		723,000		723,000		485,531		237,469		32.84%		67.16%

		1		ＥＳ事 コト		U113000200		日立ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｸ		1600035		次世代勘定系システム　運用詳細設計		1		次世代勘定系システム　運用詳細設計		5/31/16		TBS1		東北S1		1,623,594		1,623,594		1,623,594		1,385,623		237,971		14.66%		85.34%

		1		ＥＳ事 コト		U095006501		横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻ		1500422		ＹＪＰ：東電富津		0		ＹＪＰ：東電富津 LNG管理用計算機 更新		5/26/16		NJK21		ＥＳ２１		5,220,800		5,220,800		5,220,800		4,982,800		238,000		4.56%		95.44%

		4		ＮＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600118		SJNKS) ネットワーク・サーバ管理業務		0		SJNKS) ネットワーク・サーバ管理業務		4/30/16		NJN23		ＮＳ２３		2,150,000		2,150,000		2,150,000		1,911,381		238,619		11.10%		88.90%

		2		ＩＣＴ事 コト		U115002600		ｿﾆｰﾋﾞｼﾞｭｱﾙﾌﾟﾛﾀ		1600216		[SVP]ﾃﾚﾋﾞ用ﾃﾞﾊﾞｲｽを制御するための設計、実装、評価		4		[SVP]ﾃﾚﾋﾞ用ﾃﾞﾊﾞｲｽを制御するための設計、実装、評価		9/30/16		NJI11		ＩＣＴ１１		1,095,000		1,095,000		1,095,000		855,521		239,479		21.87%		78.13%

		2		ＩＣＴ事 コト		U104002000		ｿﾆｰｺﾝﾋﾟｭｰﾀｴﾝﾀﾃ		1500243		[SCE]ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑの開発		11		[SCE]クラウドとVRを用いたゲーム環境の開発の件(4月)		4/25/16		NJI11		ＩＣＴ１１		900,000		900,000		900,000		660,000		240,000		26.67%		73.33%

		2		ＩＣＴ事 コト		U116000500		ｿﾆｰ･ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞｴ		1600130		[SIE]クラウドとVRを用いたゲーム環境の開発の件		0		[SIE]クラウドとVRを用いたゲーム環境の開発の件(5月)		5/25/16		NJI11		ＩＣＴ１１		900,000		900,000		900,000		660,000		240,000		26.67%		73.33%

		2		ＩＣＴ事 コト		U116000500		ｿﾆｰ･ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞｴ		1600130		[SIE]クラウドとVRを用いたゲーム環境の開発の件		1		[SIE]クラウドとVRを用いたゲーム環境の開発の件(6月)		6/25/16		NJI11		ＩＣＴ１１		900,000		900,000		900,000		660,000		240,000		26.67%		73.33%

		2		ＩＣＴ事 コト		U116000500		ｿﾆｰ･ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞｴ		1600130		[SIE]クラウドとVRを用いたゲーム環境の開発の件		2		[SIE]クラウドとVRを用いたゲーム環境の開発の件(7月)		7/25/16		NJI11		ＩＣＴ１１		900,000		900,000		900,000		660,000		240,000		26.67%		73.33%

		2		ＩＣＴ事 コト		U116000500		ｿﾆｰ･ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞｴ		1600130		[SIE]クラウドとVRを用いたゲーム環境の開発の件		3		[SIE]クラウドとVRを用いたゲーム環境の開発の件(8月)		8/25/16		NJI11		ＩＣＴ１１		900,000		900,000		900,000		660,000		240,000		26.67%		73.33%

		2		ＩＣＴ事 コト		U116000500		ｿﾆｰ･ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞｴ		1600130		[SIE]クラウドとVRを用いたゲーム環境の開発の件		4		[SIE]クラウドとVRを用いたゲーム環境の開発の件(9月)		9/25/16		NJI11		ＩＣＴ１１		900,000		900,000		900,000		660,000		240,000		26.67%		73.33%

		5		その他 タ		U116001800		野田市江川土地		1600118		賦課金販売　野田市江川土地改良区		0		賦課金販売　野田市江川土地改良区		7/29/16		SB01G		MIPR原		240,000		240,000		240,000		0		240,000		100.00%		0.00%

		1		ＥＳ事 コト		U113000200		日立ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｸ		1600035		次世代勘定系システム　運用詳細設計		3		次世代勘定系システム　運用詳細設計		7/31/16		TBS1		東北S1		1,707,794		1,707,794		1,707,794		1,466,594		241,200		14.12%		85.88%

		4		ＮＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1600015		オープン系システムの業務課題支援		20		オープン系システムの業務課題支援(運用三部）		6/30/16		NJN11		ＮＳ１１		1,560,000		1,560,000		1,560,000		1,318,740		241,260		15.47%		84.53%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600171		【SJNKS･支援】第三本部　同席ＳＥ(2016年度）		5		【SJNKS･支援】第三本部　同席ＳＥ(2016年09月）		9/30/16		NJF21		ＦＳ２１		980,000		980,000		980,000		738,680		241,320		24.62%		75.38%

		3		ＦＳ事 コト		U095031800		東京農業大学		1600176		大学システム保守		3		大学システム保守（７月）		7/31/16		NJF12		ＦＳ１２		1,560,000		1,560,000		1,560,000		1,318,395		241,605		15.49%		84.51%

		2		ＩＣＴ事 コト		U105001200		寺岡精工		1500419		[寺岡]ラベルプリンタソフトウェア開発		5		[寺岡]GPシリーズラベルプリンタソフトウェア開発(3)		4/20/16		NJI12		ＩＣＴ１２		1,035,937		1,035,937		1,035,937		793,897		242,040		23.36%		76.64%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1600312		[NMSE]カラキモアプリ評価		1		2016年度カラダのキモチ アプリ評価業務_5_7		7/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		628,100		628,100		628,100		384,926		243,174		38.72%		61.28%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1600082		森永乳業　会計運用業務支援		1		森永乳業　会計運用業務支援(5月)		5/31/16		NJI21		ＩＣＴ２１		1,596,450		1,596,450		1,596,450		1,353,228		243,222		15.24%		84.76%

		3		ＦＳ事 コト		U095001800		埼玉県		1400487		クラウド型統合サーバーシステム機器等運用管理		17		統合サーバー運用		5/31/16		NJF22		ＦＳ２２		1,159,000		1,159,000		1,159,000		914,580		244,420		21.09%		78.91%

		5		その他 タ		U114004300		ｼﾐｯｸPMS		1600081		【OSG】シミックPMS/システム開発		1		【OSG】シミックPMS/システム開発		5/31/16		EBCS		ＣＳ課		720,950		720,950		720,950		476,221		244,729		33.95%		66.05%

		1		ＥＳ事 コト		U095026300		ﾌｸﾀﾞ電子		1600267		ＭＥ：DS-8600機能改良　開発支援作業		6		ＭＥ：DS-8005V01-01フェーズ2ソフトウェア開発		9/30/16		NJK21		ＥＳ２１		2,940,000		2,940,000		2,940,000		2,695,030		244,970		8.33%		91.67%

		4		ＮＳ事 コト		U111003700		AIGﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ		1600031		顧客ｻｰﾋﾞｽ部業務支援		4		顧客ｻｰﾋﾞｽ部業務支援		9/7/16		NJN22		ＮＳ２２		2,187,500		2,187,500		2,187,500		1,942,323		245,177		11.21%		88.79%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600156		H28 次期搭乗系端末の展開支援作業		1		H28 次期搭乗系端末の展開支援作業		5/31/16		NJNA2		ＮＡ２		790,000		790,000		790,000		544,754		245,246		31.04%		68.96%

		1		ＥＳ事 コト		U110001200		横河医療		1600036		ビューア開発		3		ビューア開発		9/30/16		TBS1		東北S1		1,102,000		1,102,000		1,102,000		855,637		246,363		22.36%		77.64%

		4		ＮＳ事 コト		U095029700		地球科学総研		1600104		（地科研 H28）運用管理		3		（地科研 H28）運用管理		7/31/16		NJN12		ＮＳ１２		1,376,000		1,376,000		1,376,000		1,129,339		246,661		17.93%		82.07%

		4		ＮＳ事 コト		U100002400		そんぽ24損保		1600062		（そんぽ-基盤 H28）電子計算機システム運用管理業務		4		(そんぽ-基盤 H28)電子計算機システム運用管理業務		8/31/16		NJN21		ＮＳ２１		1,330,000		1,330,000		1,330,000		1,083,283		246,717		18.55%		81.45%

		2		ＩＣＴ事 コト		U096005700		ｿﾆｰ		1600005		クライアントおよびサーバシステム開発業務 業務		3		クライアントおよびサーバシステム開発業務 業務		7/31/16		SBSS1		佐原S1		1,540,000		1,540,000		1,540,000		1,293,025		246,975		16.04%		83.96%

		4		ＮＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1600005		【FIS-SE】運用管理業務		2		【FIS-SE】運用管理業務		6/30/16		NJN11		ＮＳ１１		3,120,000		3,120,000		3,120,000		2,872,975		247,025		7.92%		92.08%

		1		ＥＳ事 コト		U095006501		横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻ		1400634		ＹＪＰ：電力・ＬＮＧエンジ派遣 [2015]		12		ＹＪＰ：電力・ＬＮＧエンジ派遣 [2015] 3/21-4/20		4/20/16		NJK21		ＥＳ２１		2,104,508		2,104,508		2,104,508		1,857,281		247,227		11.75%		88.25%

		1		ＥＳ事 コト		U095007203		沖電気工業芝浦		1500343		OKI 新AVM端末		5		OKI 新AVM端末システムテスト業務支援 7月②		8/31/16		NJK22		ＥＳ２２		1,290,000		1,290,000		1,290,000		1,042,661		247,339		19.17%		80.83%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1600074		CTC(SI委託契約)MH_ｱﾌﾟﾘ仮想化Win2003対応B(H28)		1		CTC(SI委託契約)行外持出しPC対応		5/31/16		NJN21		ＮＳ２１		1,400,000		1,400,000		1,400,000		1,152,000		248,000		17.71%		82.29%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1600301		森永乳業 工場見学Web申込システム		0		森永乳業 工場見学Web申込システム追加対応		5/31/16		NJI21		ＩＣＴ２１		1,030,000		1,030,000		1,030,000		781,969		248,031		24.08%		75.92%

		5		その他 タ		U111000400		NHK出版		1600015		【OSG】NHK出版/ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ(加藤)		1		【OSG】NHK出版/ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ(加藤)		5/31/16		EBCS		ＣＳ課		546,080		546,080		546,080		297,970		248,110		45.43%		54.57%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1600263		[KC]カメラアプリ開発		3		KA44 EntryHome機能（MR対応）		7/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		936,000		936,000		936,000		687,655		248,345		26.53%		73.47%

		4		ＮＳ事 コト		U095023300		三井ﾎｰﾑ		1600008		情報システムグループ サポート業務		2		情報システムグループ サポート業務		6/30/16		NJN11		ＮＳ１１		1,700,000		1,700,000		1,700,000		1,451,379		248,621		14.62%		85.38%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1600071		CTC(SI委託契約)MARISYS_市場系ﾘｽｸ案件支援(H28)		2		CTC(SI委託契約)MARISYS_市場系ﾘｽｸ案件支援(H28)		6/30/16		NJN21		ＮＳ２１		800,000		800,000		800,000		550,853		249,147		31.14%		68.86%

		3		ＦＳ事 コト		U095010700		ちばぎんｺﾝﾋﾟｭｰ		1600021		CCS　障がい者システム開発		3		CCS　障がい者Ｖ２　業務共通管理　保守作業②		9/28/16		SBCS2		千葉S2		653,000		653,000		653,000		403,836		249,164		38.16%		61.84%

		2		ＩＣＴ事 コト		U110000100		NTTﾄﾞｺﾓ		1600179		[DCM]RMS保守運営業務(2016年度)		5		[DCM]RMS保守運営業務(2016年9月)		9/30/16		NJI22		ＩＣＴ２２		1,191,700		1,191,700		1,191,700		942,504		249,196		20.91%		79.09%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500509		ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ部運用業務設計支援		1		ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ部運用業務設計支援		8/31/16		NJNA2		ＮＡ２		1,185,000		1,185,000		1,185,000		935,436		249,564		21.06%		78.94%

		1		ＥＳ事 コト		U113000200		日立ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｸ		1600035		次世代勘定系システム　運用詳細設計		2		次世代勘定系システム　運用詳細設計		6/30/16		TBS1		東北S1		1,708,594		1,708,594		1,708,594		1,458,657		249,937		14.63%		85.37%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600169		【SJNKS･支援】マリン　同席ＳＥ(2016年度）		2		【SJNKS･支援】マリン　同席ＳＥ(2016年06月）		6/30/16		NJF21		ＦＳ２１		980,000		980,000		980,000		730,000		250,000		25.51%		74.49%

		5		その他 タ		U108003500		関東IT健保組合		1600052		MIEL ASPサービス　関東ITソフトウェア健康保険組合		0		MIEL ASPサービス　関東ITS健診センター　04月		4/1/16		SB01G		MIPR原		250,000		250,000		250,000		0		250,000		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U108003500		関東IT健保組合		1600052		MIEL ASPサービス　関東ITソフトウェア健康保険組合		1		MIEL ASPサービス　関東ITS健診センター　05月		5/1/16		SB01G		MIPR原		250,000		250,000		250,000		0		250,000		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U108003500		関東IT健保組合		1600052		MIEL ASPサービス　関東ITソフトウェア健康保険組合		2		MIEL ASPサービス　関東ITS健診センター　06月		6/1/16		SB01G		MIPR原		250,000		250,000		250,000		0		250,000		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U108003500		関東IT健保組合		1600052		MIEL ASPサービス　関東ITソフトウェア健康保険組合		3		MIEL ASPサービス　関東ITS健診センター　07月		7/1/16		SB01G		MIPR原		250,000		250,000		250,000		0		250,000		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U108003500		関東IT健保組合		1600052		MIEL ASPサービス　関東ITソフトウェア健康保険組合		4		MIEL ASPサービス　関東ITS健診センター　08月		8/1/16		SB01G		MIPR原		250,000		250,000		250,000		0		250,000		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U108003500		関東IT健保組合		1600052		MIEL ASPサービス　関東ITソフトウェア健康保険組合		5		MIEL ASPサービス　関東ITS健診センター　09月		9/1/16		SB01G		MIPR原		250,000		250,000		250,000		0		250,000		100.00%		0.00%

		4		ＮＳ事 コト		U095020900		みずほ情報総研		1600025		回線事業展開支援		5		回線事業展開支援		9/30/16		NJN22		ＮＳ２２		1,400,000		1,400,000		1,400,000		1,149,178		250,822		17.92%		82.08%

		4		ＮＳ事 コト		U095029700		地球科学総研		1600104		（地科研 H28）運用管理		0		（地科研 H28）運用管理		4/30/16		NJN12		ＮＳ１２		1,409,750		1,409,750		1,409,750		1,158,743		251,007		17.81%		82.19%

		3		ＦＳ事 コト		U095031800		東京農業大学		1600176		大学システム保守		2		大学システム保守（６月）		6/30/16		NJF12		ＦＳ１２		1,560,000		1,560,000		1,560,000		1,306,829		253,171		16.23%		83.77%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1400598		[KC]KA43 Android Location機能設計・評価		11		[KC]CA04 Android Location設計・評価(Phase1)		4/30/16		NJI12		ＩＣＴ１２		780,000		780,000		780,000		526,747		253,253		32.47%		67.53%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1600269		[NMSE]ホームエージェントアプリ評価業務		0		ホームエージェントアプリ評価業務		6/17/16		NJI12		ＩＣＴ１２		4,455,400		4,455,400		4,455,400		4,202,047		253,353		5.69%		94.31%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600169		【SJNKS･支援】マリン　同席ＳＥ(2016年度）		0		【SJNKS･支援】マリン　同席ＳＥ(2015年04月）		4/30/16		NJF21		ＦＳ２１		980,000		980,000		980,000		726,000		254,000		25.92%		74.08%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1500062		CTC(MHCBﾒｰﾙ監査ｼｽﾃﾑ保守）		30		CTC(MHCBﾒｰﾙ監査・ﾒｷｼｺ現法開設）H27.10～H28.5		5/31/16		NJN21		ＮＳ２１		700,000		700,000		700,000		445,673		254,327		36.33%		63.67%

		2		ＩＣＴ事 コト		U112000900		ｱｲ･ｴﾑ･ｼﾞｪｲ		1600288		[IMJ]LEONET運用(2016年度)		0		[IMJ]LEONET運用(2016年4月)		4/30/16		NJI22		ＩＣＴ２２		300,000		300,000		300,000		45,634		254,366		84.79%		15.21%

		3		ＦＳ事 コト		U095001800		埼玉県		1600054		統合サーバー保守		0		統合サーバー保守		4/30/16		NJF22		ＦＳ２２		2,420,000		2,420,000		2,420,000		2,165,609		254,391		10.51%		89.49%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1600282		個人せいめい共済Ｓ２１移管対応		1		個人せいめい共済Ｓ２１移管対応（５月）		5/31/16		NJF11		ＦＳ１１		802,750		802,750		802,750		547,938		254,812		31.74%		68.26%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1600067		CTC(MHCBﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌｨｰﾄﾞ案件支援)(H28)		0		CTC(MHCBﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌｨｰﾄﾞ案件支援)(H28)		4/30/16		NJN21		ＮＳ２１		2,150,559		2,150,559		2,150,559		1,895,745		254,814		11.85%		88.15%

		2		ＩＣＴ事 コト		U115002600		ｿﾆｰﾋﾞｼﾞｭｱﾙﾌﾟﾛﾀ		1600216		[SVP]ﾃﾚﾋﾞ用ﾃﾞﾊﾞｲｽを制御するための設計、実装、評価		3		[SVP]ﾃﾚﾋﾞ用ﾃﾞﾊﾞｲｽを制御するための設計、実装、評価		8/31/16		NJI11		ＩＣＴ１１		1,050,300		1,050,300		1,050,300		795,414		254,886		24.27%		75.73%

		1		ＥＳ事 コト		U095006501		横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻ		1500472		ＹＪＰ：三菱レイヨン		3		ＹＪＰ：三菱レイヨン大竹　問い合わせ対応一式		6/29/16		NJK21		ＥＳ２１		255,000		255,000		255,000		0		255,000		100.00%		0.00%

		1		ＥＳ事 コト		U095026300		ﾌｸﾀﾞ電子		1600247		ＭＢＦ：MBF-1000REPレポート画像連携機能追加		2		ＭＢＦ：MBF-1000_姫路循環器病センターWeb画面改修		9/27/16		NJK21		ＥＳ２１		255,000		255,000		255,000		0		255,000		100.00%		0.00%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1600035		C-ITS Webアプリケーション開発		5		C-ITS Webアプリケーション開発 09月		9/30/16		SBSS2		佐原S2		800,000		800,000		800,000		543,798		256,202		32.03%		67.97%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600166		【SJNKS･支援】保険金サービス　同席ＳＥ(2016年度）		3		【SJNKS･支援】保険金サービス　同席SE(2016年07月）		7/31/16		NJF21		ＦＳ２１		980,000		980,000		980,000		723,693		256,307		26.15%		73.85%

		4		ＮＳ事 コト		U111003700		AIGﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ		1600032		ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ技術部業務_AHA向けOAﾘｸｴｽﾄ支援		3		ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ技術部業務_AHA向けOAﾘｸｴｽﾄ支援		8/5/16		NJN22		ＮＳ２２		750,000		750,000		750,000		493,512		256,488		34.20%		65.80%

		4		ＮＳ事 コト		U095026701		日本出版 王子		1600093		基盤		5		王子　システム基盤		9/30/16		NJN12		ＮＳ１２		1,880,000		1,880,000		1,880,000		1,623,136		256,864		13.66%		86.34%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600013		特定課題案件対応		4		特定課題案件対応		8/31/16		TBS2		東北S2		1,280,000		1,280,000		1,280,000		1,023,097		256,903		20.07%		79.93%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600201		H28 次期空港旅客サービスプロジェクト		1		H28 次期空港旅客サービスプロジェクト		5/31/16		NJNA1		ＮＡ１		790,000		790,000		790,000		532,974		257,026		32.53%		67.47%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1500492		[KC]春夏Browser開発		0		[KC]CA37Browser開発		4/30/16		NJI12		ＩＣＴ１２		2,285,400		2,285,400		2,285,400		2,028,236		257,164		11.25%		88.75%

		5		その他 タ		U095021000		ｴｽ･ﾃﾞｲ･ｼｰ		1600027		【OSG】SDC/薬業健保精査業務		1		【OSG】SDC/薬業健保精査業務		5/31/16		EBCS		ＣＳ課		4,605,840		4,605,840		4,605,840		4,348,587		257,253		5.59%		94.41%

		4		ＮＳ事 コト		U097003000		ｱﾒﾘｶﾝﾎｰﾑ医療		1600027		ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ統括部管理課支援業務		2		コンプライアンス統括部管理課支援業務		6/30/16		NJN22		ＮＳ２２		1,466,028		1,466,028		1,466,028		1,207,777		258,251		17.62%		82.38%

		4		ＮＳ事 コト		U106000500		NSSLCｻｰﾋﾞｽ		1600024		広域ネットワーク構築・運用管理業務		5		広域ネットワーク構築・運用管理業務		9/30/16		NJN22		ＮＳ２２		4,574,863		4,574,863		4,574,863		4,316,468		258,395		5.65%		94.35%

		1		ＥＳ事 コト		U095026300		ﾌｸﾀﾞ電子		1500495		ＣＶＷ：加古川市民病院　CVW-8000フィリップス連携		0		ＣＶＷ：加古川市民病院　CVW-8000フィリップス連携		5/19/16		NJK21		ＥＳ２１		1,600,000		1,600,000		1,600,000		1,340,894		259,106		16.19%		83.81%

		4		ＮＳ事 コト		U095023300		三井ﾎｰﾑ		1600008		情報システムグループ サポート業務		0		情報システムグループ サポート業務		4/30/16		NJN11		ＮＳ１１		1,700,000		1,700,000		1,700,000		1,440,296		259,704		15.28%		84.72%

		3		ＦＳ事 コト		U106001900		NTTｺﾑｳｪｱ		1600109		Ａ生命様新契約ＰＴの委任		1		Ａ生命様新契約ＰＴの委任（５月）		5/31/16		NJF12		ＦＳ１２		930,000		930,000		930,000		670,000		260,000		27.96%		72.04%

		3		ＦＳ事 コト		U106001900		NTTｺﾑｳｪｱ		1600111		Ａ生命様保全部ユーザー対応業務の委任		35		Ａ生命様保全部ユーザー対応業務の委任（９月）		9/30/16		NJF12		ＦＳ１２		1,510,000		1,510,000		1,510,000		1,250,000		260,000		17.22%		82.78%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1600035		C-ITS Webアプリケーション開発		3		C-ITS Webアプリケーション開発 07月		7/31/16		SBSS2		佐原S2		800,000		800,000		800,000		539,799		260,201		32.53%		67.47%

		4		ＮＳ事 コト		U111003700		AIGﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ		1600031		顧客ｻｰﾋﾞｽ部業務支援		2		顧客ｻｰﾋﾞｽ部業務支援		7/7/16		NJN22		ＮＳ２２		2,384,595		2,384,595		2,384,595		2,123,293		261,302		10.96%		89.04%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1600072		CTC(SI委託契約)MH_ｱﾌﾟﾘ仮想化基盤開発支援A(H28)		4		CTC(SI委託契約)MH_ｱﾌﾟﾘ仮想化基盤開発支援A(H28)		8/31/16		NJN21		ＮＳ２１		2,090,000		2,090,000		2,090,000		1,827,335		262,665		12.57%		87.43%

		1		ＥＳ事 コト		U109003400		東日本電信電話		1600039		平成２８年度　Ｐ－ＮＭＳシステム運用・保守		3		平成２８年度　Ｐ－ＮＭＳシステム運用・保守		7/31/16		TBS1		東北S1		1,959,000		1,959,000		1,959,000		1,696,112		262,888		13.42%		86.58%

		1		ＥＳ事 コト		U113004600		日立ｼｽﾃﾑｽﾞﾊﾟﾜｰ		1600045		火力部システム運用保守業務委託		1		火力部システム運用保守業務委託 5月		5/31/16		SBCS1		千葉S1		723,000		723,000		723,000		459,977		263,023		36.38%		63.62%

		1		ＥＳ事 コト		U095007203		沖電気工業芝浦		1500517		OKI 市町村防災行政無線システム設計業務[2016](濱野)		0		OKI 市町村防災行政無線システム設計業務[2016](濱野)		4/29/16		NJK22		ＥＳ２２		1,221,690		1,221,690		1,221,690		958,258		263,432		21.56%		78.44%

		1		ＥＳ事 コト		U095017100		富士ｾﾞﾛｯｸｽ情報		1600048		新・審査登録業務支援システム保守		13		新・審査登録管理支援システム保守 2016年度2Q		8/31/16		TBS1		東北S1		2,010,000		2,010,000		2,010,000		1,746,032		263,968		13.13%		86.87%

		1		ＥＳ事 コト		U095006803		日立製作 公共		1600011		気象庁SWII保守		1		気象庁SWII保守 5月		5/31/16		SBCS1		千葉S1		749,700		749,700		749,700		484,679		265,021		35.35%		64.65%

		3		ＦＳ事 コト		U095020900		みずほ情報総研		1600077		みずほ情報総研（銀行系ｼｽﾃﾑ）		3		本部分析環境EUC準備面対応(04月)		4/30/16		NJF12		ＦＳ１２		900,000		900,000		900,000		634,561		265,439		29.49%		70.51%

		2		ＩＣＴ事 コト		U108001200		ﾄﾞｺﾓｼｽﾃﾑｽﾞ		1600242		[DS]ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ技術調査および開発作業支援(2016年度)		4		[DS]ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ技術調査および開発作業支援(追加) 6月		6/30/16		NJI22		ＩＣＴ２２		1,196,100		1,196,100		1,196,100		930,300		265,800		22.22%		77.78%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600173		【SJNKS･団体】廃止メディア（団サ三チーム）2016年度		3		【SJNKS･団体】廃止メディア（団サ三）2016年07月		7/31/16		NJF21		ＦＳ２１		1,725,000		1,725,000		1,725,000		1,458,344		266,656		15.46%		84.54%

		2		ＩＣＴ事 コト		U115005000		ｿﾆｰｽﾄﾚｰｼﾞﾒﾃﾞｨｱ		1600208		[SSMD]新規商品ソフトウェア開発サポート業務		0		[SSMD]新規商品ソフトウェア開発サポート業務(4月)		4/20/16		NJI11		ＩＣＴ１１		1,172,500		1,172,500		1,172,500		905,610		266,890		22.76%		77.24%

		5		その他 タ		U095026804		大興ﾋﾞｼﾞﾈｽ		1600025		【OSG】大興/ｻﾌﾟﾗｲ業務		4		【OSG】大興/ｻﾌﾟﾗｲ業務		8/31/16		EBCS		ＣＳ課		1,700,000		1,700,000		1,700,000		1,432,710		267,290		15.72%		84.28%

		3		ＦＳ事 コト		U095024300		ｽﾘｰｴﾑｼﾞｬﾊﾟﾝ		1600001		基幹システム維持改善		2		基幹システム維持改善		6/30/16		NJF11		ＦＳ１１		1,550,000		1,550,000		1,550,000		1,282,695		267,305		17.25%		82.75%

		2		ＩＣＴ事 コト		U110000100		NTTﾄﾞｺﾓ		1600252		[DCM]次世代CS維持運用保守業務(2016年度)		0		[DCM]次世代CS維持運用保守業務(2016年4月)		4/30/16		NJI22		ＩＣＴ２２		900,000		900,000		900,000		632,356		267,644		29.74%		70.26%

		5		その他 タ		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600053		【ANA】ASY/羽田支店		0		【ANA】ASY/タブレットセンター		4/30/16		EBCS		ＣＳ課		1,560,000		1,560,000		1,560,000		1,291,649		268,351		17.20%		82.80%

		2		ＩＣＴ事 コト		U115002600		ｿﾆｰﾋﾞｼﾞｭｱﾙﾌﾟﾛﾀ		1600332		[SVP]BRAVIA Android開発業務		0		[SVP]BRAVIA Android開発業務(7月)		7/20/16		NJI11		ＩＣＴ１１		1,072,500		1,072,500		1,072,500		803,934		268,566		25.04%		74.96%

		1		ＥＳ事 コト		U095006501		横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻ		1600294		ＹＪＰ：電力・ＬＮＧエンジ派遣 [2016] 		1		ＹＪＰ：電力・ＬＮＧエンジ派遣 [2016] 5/21-6/20		6/20/16		NJK21		ＥＳ２１		1,984,316		1,984,316		1,984,316		1,715,678		268,638		13.54%		86.46%

		2		ＩＣＴ事 コト		U116000500		ｿﾆｰ･ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞｴ		1600133		[SIE]PS4ブラウザ開発		0		[SIE]PS4におけるブラウザ機能開発業務(5月)		5/25/16		NJI11		ＩＣＴ１１		800,000		800,000		800,000		530,944		269,056		33.63%		66.37%

		2		ＩＣＴ事 コト		U110000100		NTTﾄﾞｺﾓ		1600252		[DCM]次世代CS維持運用保守業務(2016年度)		5		[DCM]次世代CS維持運用保守業務(2016年9月)		9/30/16		NJI22		ＩＣＴ２２		900,000		900,000		900,000		630,183		269,817		29.98%		70.02%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600169		【SJNKS･支援】マリン　同席ＳＥ(2016年度）		5		【SJNKS･支援】マリン　同席ＳＥ(2016年09月）		9/30/16		NJF21		ＦＳ２１		980,000		980,000		980,000		710,000		270,000		27.55%		72.45%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1600115		IBM) NKランオフヘルプ		1		IBM) NKランオフヘルプ		6/3/16		NJN23		ＮＳ２３		1,820,000		1,820,000		1,820,000		1,549,321		270,679		14.87%		85.13%

		2		ＩＣＴ事 コト		U110000100		NTTﾄﾞｺﾓ		1600252		[DCM]次世代CS維持運用保守業務(2016年度)		3		[DCM]次世代CS維持運用保守業務(2016年7月)		7/31/16		NJI22		ＩＣＴ２２		900,000		900,000		900,000		629,097		270,903		30.10%		69.90%

		4		ＮＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600119		SJNKS) サーバー系基盤SE業務支援		0		SJNKS) サーバー系基盤SE業務支援		4/30/16		NJN23		ＮＳ２３		1,622,500		1,622,500		1,622,500		1,350,527		271,973		16.76%		83.24%

		4		ＮＳ事 コト		U095006805		日立製作情ｼ部		1600011		社保庁維持管理作業		3		社保庁維持管理作業		7/31/16		NJN11		ＮＳ１１		1,625,000		1,625,000		1,625,000		1,352,105		272,895		16.79%		83.21%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500528		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ開発(松坂)[2016]		5		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ開発(松坂)[2016] 9月		9/20/16		NJK22		ＥＳ２２		907,500		907,500		907,500		634,479		273,021		30.08%		69.92%

		4		ＮＳ事 コト		U104003100		富士通ｴﾌｻｽ		1500508		ﾌｧｲﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ		0		【Fsus】ﾌｧｲﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ		4/22/16		NJN11		ＮＳ１１		2,110,000		2,110,000		2,110,000		1,836,076		273,924		12.98%		87.02%

		2		ＩＣＴ事 コト		U110000100		NTTﾄﾞｺﾓ		1600252		[DCM]次世代CS維持運用保守業務(2016年度)		4		[DCM]次世代CS維持運用保守業務(2016年8月)		8/31/16		NJI22		ＩＣＴ２２		900,000		900,000		900,000		625,837		274,163		30.46%		69.54%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600173		【SJNKS･団体】廃止メディア（団サ三チーム）2016年度		5		【SJNKS･団体】廃止メディア（団サ三）2016年09月		9/30/16		NJF21		ＦＳ２１		1,725,000		1,725,000		1,725,000		1,450,287		274,713		15.93%		84.07%

		2		ＩＣＴ事 コト		U097001401		富士通(川崎)		1600345		[MTC]送受信IFボード制御FW開発		0		[MTC]送受信IFボード制御FW開発（１）		6/30/16		NJI11		ＩＣＴ１１		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,124,778		275,222		11.47%		88.53%

		2		ＩＣＴ事 コト		U112000900		ｱｲ･ｴﾑ･ｼﾞｪｲ		1600288		[IMJ]LEONET運用(2016年度)		2		[IMJ]LEONET運用(2016年6月)		6/30/16		NJI22		ＩＣＴ２２		300,000		300,000		300,000		23,903		276,097		92.03%		7.97%

		5		その他 タ		U095021000		ｴｽ･ﾃﾞｲ･ｼｰ		1600027		【OSG】SDC/薬業健保精査業務		3		【OSG】SDC/薬業健保精査業務		7/31/16		EBCS		ＣＳ課		4,583,781		4,583,781		4,583,781		4,307,657		276,124		6.02%		93.98%

		5		その他 タ		U095026804		大興ﾋﾞｼﾞﾈｽ		1600025		【OSG】大興/ｻﾌﾟﾗｲ業務		2		【OSG】大興/ｻﾌﾟﾗｲ業務		6/30/16		EBCS		ＣＳ課		1,700,000		1,700,000		1,700,000		1,423,398		276,602		16.27%		83.73%

		4		ＮＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600119		SJNKS) サーバー系基盤SE業務支援		1		SJNKS) サーバー系基盤SE業務支援		5/31/16		NJN23		ＮＳ２３		1,588,000		1,588,000		1,588,000		1,311,381		276,619		17.42%		82.58%

		5		その他 タ		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1600016		【OSG】NHKMT/ｼｽﾃﾑ開発（山本）		1		【OSG】NHKMT/ｼｽﾃﾑ開発（山本）		5/31/16		EBCS		ＣＳ課		660,000		660,000		660,000		383,105		276,895		41.95%		58.05%

		3		ＦＳ事 コト		U095001800		埼玉県		1400487		クラウド型統合サーバーシステム機器等運用管理		20		統合サーバー運用		8/31/16		NJF22		ＦＳ２２		1,159,000		1,159,000		1,159,000		882,064		276,936		23.89%		76.11%

		4		ＮＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1600015		オープン系システムの業務課題支援		22		オープン系システムの業務課題支援(運用三部）		8/31/16		NJN11		ＮＳ１１		1,560,000		1,560,000		1,560,000		1,283,002		276,998		17.76%		82.24%

		2		ＩＣＴ事 コト		U096005700		ｿﾆｰ		1600005		クライアントおよびサーバシステム開発業務 業務		2		クライアントおよびサーバシステム開発業務 業務		6/30/16		SBSS1		佐原S1		1,764,155		1,764,155		1,764,155		1,485,861		278,294		15.77%		84.23%

		5		その他 タ		U097001800		ｼｰｴｰｼｰﾅﾚｯｼﾞ		1600011		【OSG】CAC/ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ業務		5		【OSG】CAC/ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ業務		9/30/16		EBCS		ＣＳ課		1,553,100		1,553,100		1,553,100		1,273,577		279,523		18.00%		82.00%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1600068		CTC(CDMシステム保守・メンテ)(H28)		4		CTC(CDMシステム保守・メンテ)(H28)		8/31/16		NJN21		ＮＳ２１		1,512,000		1,512,000		1,512,000		1,231,793		280,207		18.53%		81.47%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1600089		森永乳業　統合受払システム構築		1		森永乳業　統合受払システム構築(5月)		5/31/16		NJI21		ＩＣＴ２１		1,640,000		1,640,000		1,640,000		1,359,417		280,583		17.11%		82.89%

		1		ＥＳ事 コト		U095007203		沖電気工業芝浦		1500514		OKI 消防救急デジタル無線システム[2016](内海)		0		OKI 消防救急デジタル無線システム[2016](内海) 4月		4/29/16		NJK22		ＥＳ２２		1,046,651		1,046,651		1,046,651		765,893		280,758		26.82%		73.18%

		2		ＩＣＴ事 コト		U097001401		富士通(川崎)		1600217		[MTC]CBBU開発(SCD)		0		[MTC]CBBU MIMOエンハンス開発(SCD)-3		4/30/16		NJI11		ＩＣＴ１１		1,600,000		1,600,000		1,600,000		1,317,343		282,657		17.67%		82.33%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500528		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ開発(松坂)[2016]		2		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ開発(松坂)[2016] 6月		6/20/16		NJK22		ＥＳ２２		940,775		940,775		940,775		657,744		283,031		30.08%		69.92%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1600045		個人保険３Ｇ		1		個人保険３Ｇ		5/31/16		NJF22		ＦＳ２２		2,230,000		2,230,000		2,230,000		1,946,899		283,101		12.70%		87.30%

		2		ＩＣＴ事 コト		U110000100		NTTﾄﾞｺﾓ		1600179		[DCM]RMS保守運営業務(2016年度)		3		[DCM]RMS保守運営業務(2016年7月)		7/31/16		NJI22		ＩＣＴ２２		1,166,500		1,166,500		1,166,500		883,061		283,439		24.30%		75.70%

		1		ＥＳ事 コト		U095045000		ｳｪｻﾞｰﾆｭｰｽﾞ		1600040		WNI　Nx総研開発		5		WNI　H28年度SIGN雪氷期(Phase1)対応		9/30/16		SBCS1		千葉S1		637,500		637,500		637,500		352,649		284,851		44.68%		55.32%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600030		従業員区分の適正化に伴う人事労務ｼｽﾃﾑの改修		0		従業員区分の適正化に伴う人事労務ｼｽﾃﾑの改修		7/31/16		TBS2		東北S2		3,900,000		3,900,000		3,900,000		3,614,680		285,320		7.32%		92.68%

		2		ＩＣＴ事 コト		U105001200		寺岡精工		1500459		[寺岡]次世代ピッキングシステム各種検証試験		2		[寺岡]次世代ピッキングシステム各種検証試験(3月)		4/20/16		NJI12		ＩＣＴ１２		715,980		715,980		715,980		430,000		285,980		39.94%		60.06%

		4		ＮＳ事 コト		U095020900		みずほ情報総研		1600025		回線事業展開支援		0		回線事業展開支援		4/30/16		NJN22		ＮＳ２２		1,400,000		1,400,000		1,400,000		1,113,927		286,073		20.43%		79.57%

		2		ＩＣＴ事 コト		U115005000		ｿﾆｰｽﾄﾚｰｼﾞﾒﾃﾞｨｱ		1600206		[SSMD]メディアプラットフォーム開発サポート業務		0		[SSMD]メディアPF開発サポート業務(4月)		4/20/16		NJI11		ＩＣＴ１１		1,152,400		1,152,400		1,152,400		865,897		286,503		24.86%		75.14%

		3		ＦＳ事 コト		U095032200		東京情報大学		1600022		東京情報大学　システム保守		4		東京情報大学　システム保守		8/31/16		SBCS2		千葉S2		670,000		670,000		670,000		383,459		286,541		42.77%		57.23%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500528		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ開発(松坂)[2016]		3		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ開発(松坂)[2016] 7月		7/20/16		NJK22		ＥＳ２２		952,875		952,875		952,875		666,203		286,672		30.08%		69.92%

		2		ＩＣＴ事 コト		U096005700		ｿﾆｰ		1600333		[SONY]BRAVIA Android開発業務		0		[SONY]BRAVIA Android開発業務		6/30/16		NJI11		ＩＣＴ１１		1,650,000		1,650,000		1,650,000		1,363,280		286,720		17.38%		82.62%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1600068		CTC(CDMシステム保守・メンテ)(H28)		3		CTC(CDMシステム保守・メンテ)(H28)		7/31/16		NJN21		ＮＳ２１		1,512,000		1,512,000		1,512,000		1,224,165		287,835		19.04%		80.96%

		5		その他 タ		U097001800		ｼｰｴｰｼｰﾅﾚｯｼﾞ		1600011		【OSG】CAC/ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ業務		4		【OSG】CAC/ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ業務		8/31/16		EBCS		ＣＳ課		1,531,850		1,531,850		1,531,850		1,243,864		287,986		18.80%		81.20%

		5		その他 タ		U097001800		ｼｰｴｰｼｰﾅﾚｯｼﾞ		1600011		【OSG】CAC/ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ業務		1		【OSG】CAC/ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ業務		5/31/16		EBCS		ＣＳ課		1,525,750		1,525,750		1,525,750		1,236,538		289,212		18.96%		81.04%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500528		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ開発(松坂)[2016]		0		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ開発(松坂)[2016] 4月		4/20/16		NJK22		ＥＳ２２		907,500		907,500		907,500		617,831		289,669		31.92%		68.08%

		2		ＩＣＴ事 コト		U096005700		ｿﾆｰ		1600007		メタデータ配信サービス向けクラウドシステムの開発		2		メタデータ配信サービス向けクラウドシステムの開発運		6/30/16		SBSS1		佐原S1		2,159,800		2,159,800		2,159,800		1,869,969		289,831		13.42%		86.58%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600169		【SJNKS･支援】マリン　同席ＳＥ(2016年度）		3		【SJNKS･支援】マリン　同席ＳＥ(2016年07月）		7/31/16		NJF21		ＦＳ２１		980,000		980,000		980,000		690,000		290,000		29.59%		70.41%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600169		【SJNKS･支援】マリン　同席ＳＥ(2016年度）		4		【SJNKS･支援】マリン　同席ＳＥ(2016年08月）		8/31/16		NJF21		ＦＳ２１		980,000		980,000		980,000		690,000		290,000		29.59%		70.41%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1600035		C-ITS Webアプリケーション開発		1		C-ITS Webアプリケーション開発 05月		5/31/16		SBSS2		佐原S2		800,000		800,000		800,000		509,810		290,190		36.27%		63.73%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1600035		C-ITS Webアプリケーション開発		4		C-ITS Webアプリケーション開発 08月		8/31/16		SBSS2		佐原S2		800,000		800,000		800,000		509,810		290,190		36.27%		63.73%

		4		ＮＳ事 コト		U111003700		AIGﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ		1600031		顧客ｻｰﾋﾞｽ部業務支援		0		顧客ｻｰﾋﾞｽ部業務支援		5/6/16		NJN22		ＮＳ２２		2,310,600		2,310,600		2,310,600		2,019,875		290,725		12.58%		87.42%

		2		ＩＣＴ事 コト		U096005700		ｿﾆｰ		1600073		クラウドデータ処理システム開発 業務（石井分）		2		クラウドデータ処理システム開発 業務（石井分）		6/30/16		SBSS1		佐原S1		1,097,500		1,097,500		1,097,500		806,743		290,757		26.49%		73.51%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600159		H28 ANA IT構想企画支援作業		1		H28 ANA IT構想企画支援作業		7/31/16		NJNA2		ＮＡ２		790,000		790,000		790,000		498,899		291,101		36.85%		63.15%

		5		その他 タ		U097001800		ｼｰｴｰｼｰﾅﾚｯｼﾞ		1600011		【OSG】CAC/ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ業務		3		【OSG】CAC/ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ業務		7/31/16		EBCS		ＣＳ課		1,589,325		1,589,325		1,589,325		1,297,426		291,899		18.37%		81.63%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1600320		ＺＳ　2016年度上半期業務支援(保守業務)		22		2016年度上半期業務支援(保守業務)【追加】(8月)		8/31/16		NJF11		ＦＳ１１		3,380,000		3,380,000		3,380,000		3,087,746		292,254		8.65%		91.35%

		1		ＥＳ事 コト		U095006601		日立国際小金井		1400606		HiKE 個別案件(2015)		37		HiKE 東消SCPC サーバ系切替対応		4/28/16		NJK22		ＥＳ２２		428,000		428,000		428,000		135,356		292,644		68.37%		31.63%

		3		ＦＳ事 コト		U114003300		ﾁｭｰﾘｯﾋ保険会社		1600254		【Zurich】ＤＭシステム対応／ＳＨＩ（2016年度対応）		2		【Zurich】ＤＭシステム対応／ＳＨＩ（2016年06月）		6/30/16		NJF21		ＦＳ２１		1,809,239		1,809,239		1,809,239		1,516,460		292,779		16.18%		83.82%

		2		ＩＣＴ事 コト		U096005700		ｿﾆｰ		1600008		クラウドデータ処理システム開発 業務		0		クラウドデータ処理システム開発 業務		4/20/16		SBSS1		佐原S1		1,578,068		1,578,068		1,578,068		1,285,040		293,028		18.57%		81.43%

		4		ＮＳ事 コト		U095020900		みずほ情報総研		1600025		回線事業展開支援		3		回線事業展開支援		7/31/16		NJN22		ＮＳ２２		1,400,000		1,400,000		1,400,000		1,106,877		293,123		20.94%		79.06%

		1		ＥＳ事 コト		U095006601		日立国際小金井		1600136		HiKE 個別案件(2016)		6		HiKE 銀座線 指令所移転対応作業（列車無線）		7/31/16		NJK22		ＥＳ２２		5,600,000		5,600,000		5,600,000		5,305,758		294,242		5.25%		94.75%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1600071		CTC(SI委託契約)MARISYS_市場系ﾘｽｸ案件支援(H28)		3		CTC(SI委託契約)MARISYS_市場系ﾘｽｸ案件支援(H28)		7/31/16		NJN21		ＮＳ２１		800,000		800,000		800,000		504,795		295,205		36.90%		63.10%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600092		「土木保守業務管理システム機能改良」情報化企画書		1		「土木保守業務管理システム機能改良」情報化企画書		9/30/16		TBS2		東北S2		851,500		851,500		851,500		556,035		295,465		34.70%		65.30%

		2		ＩＣＴ事 コト		U096005700		ｿﾆｰ		1600007		メタデータ配信サービス向けクラウドシステムの開発		5		メタデータ配信サービス向けクラウドシステムの開発運		9/30/16		SBSS1		佐原S1		2,055,375		2,055,375		2,055,375		1,759,529		295,846		14.39%		85.61%

		3		ＦＳ事 コト		U095024300		ｽﾘｰｴﾑｼﾞｬﾊﾟﾝ		1600001		基幹システム維持改善		5		基幹システム維持改善		9/30/16		NJF11		ＦＳ１１		1,550,000		1,550,000		1,550,000		1,253,739		296,261		19.11%		80.89%

		4		ＮＳ事 コト		U097003000		ｱﾒﾘｶﾝﾎｰﾑ医療		1600029		ITｲﾝﾌﾗ運用業務		2		ITｲﾝﾌﾗ運用業務		6/30/16		NJN22		ＮＳ２２		2,225,875		2,225,875		2,225,875		1,929,156		296,719		13.33%		86.67%

		2		ＩＣＴ事 コト		U115005000		ｿﾆｰｽﾄﾚｰｼﾞﾒﾃﾞｨｱ		1600206		[SSMD]メディアプラットフォーム開発サポート業務		3		[SSMD]メディアPF開発サポート業務(7月)		7/20/16		NJI11		ＩＣＴ１１		1,466,365		1,466,365		1,466,365		1,169,376		296,989		20.25%		79.75%

		1		ＥＳ事 コト		U095007203		沖電気工業芝浦		1500512		OKI デジタル無線設計サポート業務[2016]		0		OKI デジタル無線設計サポート業務[2016] 4月		4/29/16		NJK22		ＥＳ２２		1,112,861		1,112,861		1,112,861		814,830		298,031		26.78%		73.22%

		2		ＩＣＴ事 コト		U108001200		ﾄﾞｺﾓｼｽﾃﾑｽﾞ		1600273		[DS]ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ鍵管理ｻｰﾊﾞ開発		0		[DS]ブランド鍵更改基礎検討		4/30/16		NJI22		ＩＣＴ２２		864,000		864,000		864,000		564,992		299,008		34.61%		65.39%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1500356		[KC]FOTAサーバリプレイス		9		[KC]FOTAサーバリプレイス(構築2～移行2)		9/30/16		NJI12		ＩＣＴ１２		1,248,000		1,248,000		1,248,000		948,763		299,237		23.98%		76.02%

		5		その他 タ		U115004700		城原井路		1600090		会計販売　城原井路土地改良区		0		会計販売　城原井路土地改良区		4/18/16		SB01G		MIPR原		300,000		300,000		300,000		0		300,000		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U116000200		朝日町		1600091		会計販売　朝日町土地改良区		0		会計販売　朝日町土地改良区		4/28/16		SB01G		MIPR原		300,000		300,000		300,000		0		300,000		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U116000300		愛本新用水		1600089		会計販売　愛本新用水土地改良区		0		会計販売　愛本新用水土地改良区		4/28/16		SB01G		MIPR原		300,000		300,000		300,000		0		300,000		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U116001100		曽於北部土地		1600101		会計販売　曽於北部土地改良区		0		会計販売　曽於北部土地改良区		5/31/16		SB01G		MIPR原		300,000		300,000		300,000		0		300,000		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U116001200		南薩土地		1600102		会計販売　南薩土地改良区		0		会計販売　南薩土地改良区		5/23/16		SB01G		MIPR原		300,000		300,000		300,000		0		300,000		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U116001400		石垣島土地		1600116		会計販売　石垣島土地改良区		0		会計販売　石垣島土地改良区		6/27/16		SB01G		MIPR原		300,000		300,000		300,000		0		300,000		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U116001700		曽於東部土地		1600113		会計販売　曽於東部土地改良区		0		会計販売　曽於東部土地改良区		6/20/16		SB01G		MIPR原		300,000		300,000		300,000		0		300,000		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U116001800		野田市江川土地		1600117		会計販売　野田市江川土地改良区		0		会計販売　野田市江川土地改良区		6/24/16		SB01G		MIPR原		300,000		300,000		300,000		0		300,000		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U116002000		西海町土地		1600147		会計販売　西海町土地改良区		0		会計販売　西海町土地改良区		8/11/16		SB01G		MIPR原		300,000		300,000		300,000		0		300,000		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U116002300		吉井川下流土地		1600132		会計販売　吉井川下流土地改良区		0		会計販売　吉井川下流土地改良区		9/30/16		SB01G		MIPR原		300,000		300,000		300,000		0		300,000		100.00%		0.00%

		4		ＮＳ事 コト		U109000700		出版共同流通		1600094		蓮田センター　運用管理		2		蓮田センター　運用管理		6/30/16		NJN12		ＮＳ１２		3,754,810		3,754,810		3,754,810		3,454,603		300,207		8.00%		92.00%

		5		その他 タ		U114004300		ｼﾐｯｸPMS		1600081		【OSG】シミックPMS/システム開発		0		【OSG】シミックPMS/システム開発		4/30/16		EBCS		ＣＳ課		920,900		920,900		920,900		619,885		301,015		32.69%		67.31%

		4		ＮＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1600016		2016年度 次世代ｼｽﾃﾑ 拠点端末の環境整備作業		2		2016年度 次世代ｼｽﾃﾑ Windows10検証環境構築作業		8/31/16		NJN11		ＮＳ１１		1,560,000		1,560,000		1,560,000		1,258,958		301,042		19.30%		80.70%

		1		ＥＳ事 コト		U095006501		横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻ		1500472		ＹＪＰ：三菱レイヨン		2		ＹＪＰ：三菱レイヨン 追加仕様対応一式		6/14/16		NJK21		ＥＳ２１		3,017,500		3,017,500		3,017,500		2,715,427		302,073		10.01%		89.99%

		4		ＮＳ事 コト		U095029700		地球科学総研		1600104		（地科研 H28）運用管理		4		（地科研 H28）運用管理		8/31/16		NJN12		ＮＳ１２		1,353,500		1,353,500		1,353,500		1,050,926		302,574		22.35%		77.65%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1600245		[KC]FOTA 端末アプリ開発		1		CA48 FOTA開発		5/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		1,443,000		1,443,000		1,443,000		1,139,742		303,258		21.02%		78.98%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600085		「平成２８年度制度対応」のシステム構築		0		「平成２８年度制度対応」のシステム構築		7/31/16		TBS2		東北S2		1,920,000		1,920,000		1,920,000		1,616,326		303,674		15.82%		84.18%

		2		ＩＣＴ事 コト		U096005700		ｿﾆｰ		1600005		クライアントおよびサーバシステム開発業務 業務		5		クライアントおよびサーバシステム開発業務 業務		9/30/16		SBSS1		佐原S1		1,540,000		1,540,000		1,540,000		1,236,199		303,801		19.73%		80.27%

		1		ＥＳ事 コト		U095006601		日立国際小金井		1600136		HiKE 個別案件(2016)		3		HiKE 名古屋市消防　SCT/SMT改善		6/30/16		NJK22		ＥＳ２２		2,500,000		2,500,000		2,500,000		2,195,943		304,057		12.16%		87.84%

		2		ＩＣＴ事 コト		U110000100		NTTﾄﾞｺﾓ		1600252		[DCM]次世代CS維持運用保守業務(2016年度)		1		[DCM]次世代CS維持運用保守業務(2016年5月)		5/31/16		NJI22		ＩＣＴ２２		900,000		900,000		900,000		594,328		305,672		33.96%		66.04%

		1		ＥＳ事 コト		U095007203		沖電気工業芝浦		1500517		OKI 市町村防災行政無線システム設計業務[2016](濱野)		4		OKI 市町村防災行政無線システム設計業務[2016](濱野)		8/31/16		NJK22		ＥＳ２２		827,323		827,323		827,323		521,331		305,992		36.99%		63.01%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600069		「送配電ＦＩＴ買取対応システム構築」情報化企画書		1		「送配電ＦＩＴ買取対応システム構築」情報化企画書		7/31/16		TBS2		東北S2		3,300,000		3,300,000		3,300,000		2,993,561		306,439		9.29%		90.71%

		1		ＥＳ事 コト		U109003400		東日本電信電話		1600039		平成２８年度　Ｐ－ＮＭＳシステム運用・保守		4		平成２８年度　Ｐ－ＮＭＳシステム運用・保守		8/31/16		TBS1		東北S1		1,959,000		1,959,000		1,959,000		1,652,070		306,930		15.67%		84.33%

		4		ＮＳ事 コト		U097003000		ｱﾒﾘｶﾝﾎｰﾑ医療		1600027		ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ統括部管理課支援業務		5		コンプライアンス統括部管理課支援業務		9/30/16		NJN22		ＮＳ２２		1,460,000		1,460,000		1,460,000		1,152,898		307,102		21.03%		78.97%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1400523		【SJNKS･団体】戦略団体(中期)データ計上・精算不突合		5		【SJNKS・団体】戦略団体(中期)変更管理＜ITb～ST＞		7/31/16		NJF21		ＦＳ２１		5,362,500		5,362,500		5,362,500		5,054,808		307,692		5.74%		94.26%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1600047		数理統計Ｇ		0		数理統計Ｇ		4/30/16		NJF22		ＦＳ２２		2,323,353		2,323,353		2,323,353		2,015,455		307,898		13.25%		86.75%

		2		ＩＣＴ事 コト		U103000200		ｼｬｰﾌﾟﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾋ		1600029		ソフトウェア開発業務		3		派遣料（ソフトウェア開発業務）		7/31/16		SBSS1		佐原S1		2,091,000		2,091,000		2,091,000		1,782,101		308,899		14.77%		85.23%

		1		ＥＳ事 コト		U095045000		ｳｪｻﾞｰﾆｭｰｽﾞ		1600070		WNI　NEXCO西/中日本iHighway保守		4		WNI　NEXCO西/中日本iHighway保守 8月		8/31/16		SBCS1		千葉S1		1,400,000		1,400,000		1,400,000		1,090,315		309,685		22.12%		77.88%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1600238		[NMSE]ＰＢ推セキ企アプリ評価		2		2016年度上期アプリ確認業務(PB推セキ企)_6月		6/30/16		NJI12		ＩＣＴ１２		2,841,750		2,841,750		2,841,750		2,531,843		309,907		10.91%		89.09%

		3		ＦＳ事 コト		U095031800		東京農業大学		1600176		大学システム保守		5		大学システム保守（９月）		9/30/16		NJF12		ＦＳ１２		1,560,000		1,560,000		1,560,000		1,250,026		309,974		19.87%		80.13%

		2		ＩＣＴ事 コト		U096005700		ｿﾆｰ		1600005		クライアントおよびサーバシステム開発業務 業務		0		クライアントおよびサーバシステム開発業務 業務		4/30/16		SBSS1		佐原S1		1,641,281		1,641,281		1,641,281		1,331,219		310,062		18.89%		81.11%

		1		ＥＳ事 コト		U095026300		ﾌｸﾀﾞ電子		1600272		ＭＩＲ：機器ドライバ開発		1		ＭＩＲ：PulsioFlexドライバ開発		9/13/16		NJK21		ＥＳ２１		1,280,000		1,280,000		1,280,000		969,814		310,186		24.23%		75.77%

		1		ＥＳ事 コト		U095007203		沖電気工業芝浦		1500515		OKI 消防救急デジタル無線システム[2016](山下・元吉)		1		OKI 消防救急デジタル無線システム[2016](山下) 5月		5/15/16		NJK22		ＥＳ２２		1,209,673		1,209,673		1,209,673		899,395		310,278		25.65%		74.35%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600013		特定課題案件対応		1		特定課題案件対応		5/31/16		TBS2		東北S2		1,280,000		1,280,000		1,280,000		967,760		312,240		24.39%		75.61%

		4		ＮＳ事 コト		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1600100		NHKMT IT運用部（放送系）		2		NHKMT IT運用部（放送系）		6/30/16		NJN12		ＮＳ１２		5,217,486		5,217,486		5,217,486		4,904,987		312,499		5.99%		94.01%

		4		ＮＳ事 コト		U106000500		NSSLCｻｰﾋﾞｽ		1600024		広域ネットワーク構築・運用管理業務		3		広域ネットワーク構築・運用管理業務		7/31/16		NJN22		ＮＳ２２		4,592,742		4,592,742		4,592,742		4,279,673		313,069		6.82%		93.18%

		2		ＩＣＴ事 コト		U096005700		ｿﾆｰ		1600005		クライアントおよびサーバシステム開発業務 業務		1		クライアントおよびサーバシステム開発業務 業務		5/31/16		SBSS1		佐原S1		1,540,000		1,540,000		1,540,000		1,226,883		313,117		20.33%		79.67%

		3		ＦＳ事 コト		U095010700		ちばぎんｺﾝﾋﾟｭｰ		1500211		CCS　新聞社向けＥＣサイト決済基盤開発		23		CCS　新聞社向けＥＣサイト決済基盤開発		9/30/16		SBCS2		千葉S2		1,880,000		1,880,000		1,880,000		1,566,721		313,279		16.66%		83.34%

		4		ＮＳ事 コト		U109000700		出版共同流通		1600095		所沢センター　運用管理		2		所沢センター　運用管理		6/30/16		NJN12		ＮＳ１２		3,110,000		3,110,000		3,110,000		2,796,016		313,984		10.10%		89.90%

		2		ＩＣＴ事 コト		U115002600		ｿﾆｰﾋﾞｼﾞｭｱﾙﾌﾟﾛﾀ		1600332		[SVP]BRAVIA Android開発業務		2		[SVP]BRAVIA Android開発業務(9月)		9/20/16		NJI11		ＩＣＴ１１		1,650,000		1,650,000		1,650,000		1,335,213		314,787		19.08%		80.92%

		1		ＥＳ事 コト		U095045000		ｳｪｻﾞｰﾆｭｰｽﾞ		1600078		WNI　MOL Loop		1		WNI　MOL Loop開発作業 5月		5/31/16		SBCS1		千葉S1		800,000		800,000		800,000		484,804		315,196		39.40%		60.60%

		1		ＥＳ事 コト		U095007203		沖電気工業芝浦		1500514		OKI 消防救急デジタル無線システム[2016](内海)		4		OKI 消防救急デジタル無線システム[2016](内海) 8月		8/31/16		NJK22		ＥＳ２２		1,161,023		1,161,023		1,161,023		844,946		316,077		27.22%		72.78%

		3		ＦＳ事 コト		U095024300		ｽﾘｰｴﾑｼﾞｬﾊﾟﾝ		1600001		基幹システム維持改善		0		基幹システム維持改善		4/30/16		NJF11		ＦＳ１１		1,550,000		1,550,000		1,550,000		1,233,692		316,308		20.41%		79.59%

		2		ＩＣＴ事 コト		U105001200		寺岡精工		1600316		[寺岡]物流管理システムの開発及び製品サポート		2		[寺岡]物流管理システムの開発及び製品サポート		9/20/16		NJI12		ＩＣＴ１２		1,020,583		1,020,583		1,020,583		704,075		316,508		31.01%		68.99%

		2		ＩＣＴ事 コト		U110000100		NTTﾄﾞｺﾓ		1600178		[DCM]次世代CSｻｰﾋﾞｽ関連ｼｽﾃﾑ保守運営業務(2016年度)		5		[DCM]次世代CSｻｰﾋﾞｽ関連ｼｽﾃﾑ保守運営業務(2016年9月)		9/30/16		NJI22		ＩＣＴ２２		3,718,863		3,718,863		3,718,863		3,401,851		317,012		8.52%		91.48%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600186		H28 PS3Tコンテンツ作業		1		H28 PS3Tコンテンツ作業		9/30/16		NJNA1		ＮＡ１		3,840,000		3,840,000		3,840,000		3,522,958		317,042		8.26%		91.74%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1600047		数理統計Ｇ		2		数理統計Ｇ		6/30/16		NJF22		ＦＳ２２		2,288,269		2,288,269		2,288,269		1,971,126		317,143		13.86%		86.14%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600169		【SJNKS･支援】マリン　同席ＳＥ(2016年度）		1		【SJNKS･支援】マリン　同席ＳＥ(2016年05月）		5/31/16		NJF21		ＦＳ２１		980,000		980,000		980,000		662,000		318,000		32.45%		67.55%

		1		ＥＳ事 コト		U095045000		ｳｪｻﾞｰﾆｭｰｽﾞ		1600078		WNI　MOL Loop		3		WNI　MOL Loop開発作業 7月		7/29/16		SBCS1		千葉S1		850,000		850,000		850,000		531,720		318,280		37.44%		62.56%

		4		ＮＳ事 コト		U095020900		みずほ情報総研		1600025		回線事業展開支援		4		回線事業展開支援		8/31/16		NJN22		ＮＳ２２		1,400,000		1,400,000		1,400,000		1,078,677		321,323		22.95%		77.05%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500509		ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ部運用業務設計支援		2		ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ部運用業務設計支援		7/31/16		NJNA2		ＮＡ２		1,185,000		1,185,000		1,185,000		862,068		322,932		27.25%		72.75%

		5		その他 タ		U097001600		ｼﾞｪｲｱｲ傷害火災		1600022		【OSG】ｼﾞｪｲｱｲ/ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ		0		【OSG】ｼﾞｪｲｱｲ/ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ		4/30/16		EBCS		ＣＳ課		1,352,663		1,352,663		1,352,663		1,029,594		323,069		23.88%		76.12%

		2		ＩＣＴ事 コト		U105001200		寺岡精工		1600337		[寺岡]ラベルプリンタソフトウェア評価		0		ラベルプリンタソフトウェア評価_6月		7/15/16		NJI12		ＩＣＴ１２		1,806,000		1,806,000		1,806,000		1,482,414		323,586		17.92%		82.08%

		1		ＥＳ事 コト		U095007203		沖電気工業芝浦		1500517		OKI 市町村防災行政無線システム設計業務[2016](濱野)		1		OKI 市町村防災行政無線システム設計業務[2016](濱野)		5/31/16		NJK22		ＥＳ２２		1,050,452		1,050,452		1,050,452		726,762		323,690		30.81%		69.19%

		2		ＩＣＴ事 コト		U115005000		ｿﾆｰｽﾄﾚｰｼﾞﾒﾃﾞｨｱ		1600205		[SSMD]メディア開発サポート業務		3		[SSMD]メディア開発サポート業務(7月)		7/20/16		NJI11		ＩＣＴ１１		1,883,845		1,883,845		1,883,845		1,559,774		324,071		17.20%		82.80%

		1		ＥＳ事 コト		U095045000		ｳｪｻﾞｰﾆｭｰｽﾞ		1600145		WNI　航路シミュレータエンジン開発		1		WNI　航路シミュレータエンジン開発９月		9/30/16		SBCS1		千葉S1		750,000		750,000		750,000		425,904		324,096		43.21%		56.79%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1400245		森永乳業　原価システム構築		10		森永乳業　原価計算再構築（要望対応）		6/10/16		NJI21		ＩＣＴ２１		2,635,000		2,635,000		2,635,000		2,310,854		324,146		12.30%		87.70%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1600087		森永乳業　受注・ＥＤＩ業務支援他		4		森永乳業　物流生産運用業務支援３(8月)		8/31/16		NJI21		ＩＣＴ２１		2,350,000		2,350,000		2,350,000		2,025,716		324,284		13.80%		86.20%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1600082		森永乳業　会計運用業務支援		4		森永乳業　会計運用業務支援他(8月)		8/31/16		NJI21		ＩＣＴ２１		3,239,193		3,239,193		3,239,193		2,914,804		324,389		10.01%		89.99%

		5		その他 タ		U116000400		北竜		1600092		会計販売　北竜土地改良区		0		会計販売　北竜土地改良区		4/25/16		SB01G		MIPR原		325,000		325,000		325,000		0		325,000		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U116000900		雨竜土地		1600098		会計販売　雨竜土地改良区		0		会計販売　雨竜土地改良区		5/30/16		SB01G		MIPR原		325,000		325,000		325,000		0		325,000		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U116001000		新十津川土地		1600100		会計販売　新十津川土地改良区		0		会計販売　新十津川土地改良区		5/31/16		SB01G		MIPR原		325,000		325,000		325,000		0		325,000		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U116001300		沼田町土地		1600099		会計販売　沼田町土地改良区		0		会計販売　沼田町土地改良区		5/31/16		SB01G		MIPR原		325,000		325,000		325,000		0		325,000		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U116001600		愛知川沿岸土地		1600115		会計販売　愛知川沿岸土地改良区		0		会計販売　愛知川沿岸土地改良区		6/30/16		SB01G		MIPR原		325,000		325,000		325,000		0		325,000		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U116002100		栗山土地		1600146		会計販売　栗山土地改良区		0		会計販売　栗山土地改良区		8/15/16		SB01G		MIPR原		325,000		325,000		325,000		0		325,000		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U116002200		幌加内土地		1600130		会計販売　幌加内土地改良区		0		会計販売　幌加内土地改良区		7/27/16		SB01G		MIPR原		325,000		325,000		325,000		0		325,000		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U116002800		当別土地		1600149		会計販売　当別土地改良区		0		会計販売　当別土地改良区		9/14/16		SB01G		MIPR原		325,000		325,000		325,000		0		325,000		100.00%		0.00%

		3		ＦＳ事 コト		U095020900		みずほ情報総研		1600077		みずほ情報総研（銀行系ｼｽﾃﾑ）		4		本部分析環境EUC準備面対応(05月)		5/31/16		NJF12		ＦＳ１２		900,000		900,000		900,000		574,884		325,116		36.12%		63.88%

		4		ＮＳ事 コト		U097003000		ｱﾒﾘｶﾝﾎｰﾑ医療		1600029		ITｲﾝﾌﾗ運用業務		0		ITｲﾝﾌﾗ運用業務		4/30/16		NJN22		ＮＳ２２		2,234,563		2,234,563		2,234,563		1,909,117		325,446		14.56%		85.44%

		3		ＦＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1600038		IBM 生産管理		4		IBM 生産管理 08月		8/31/16		SBSS2		佐原S2		8,530,000		8,530,000		8,530,000		8,204,270		325,730		3.82%		96.18%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1600394		森永乳業　需給システム運用業務支援他		0		森永乳業　需給システム運用業務支援他（9月）		9/30/16		NJI21		ＩＣＴ２１		2,190,000		2,190,000		2,190,000		1,863,446		326,554		14.91%		85.09%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1600047		数理統計Ｇ		4		数理統計Ｇ		8/31/16		NJF22		ＦＳ２２		2,270,000		2,270,000		2,270,000		1,942,674		327,326		14.42%		85.58%

		3		ＦＳ事 コト		U095024300		ｽﾘｰｴﾑｼﾞｬﾊﾟﾝ		1600001		基幹システム維持改善		3		基幹システム維持改善		7/31/16		NJF11		ＦＳ１１		1,550,000		1,550,000		1,550,000		1,222,555		327,445		21.13%		78.87%

		3		ＦＳ事 コト		U095010700		ちばぎんｺﾝﾋﾟｭｰ		1600019		CCS　介護保険（特別区）　ソフトウェア開発		51		CCS　介護保険（特別区）　ソフトウェア開発		9/30/16		SBCS2		千葉S2		1,860,000		1,860,000		1,860,000		1,530,000		330,000		17.74%		82.26%

		1		ＥＳ事 コト		U095045000		ｳｪｻﾞｰﾆｭｰｽﾞ		1600070		WNI　NEXCO西/中日本iHighway保守		3		WNI　NEXCO西/中日本iHighway保守 7月		7/29/16		SBCS1		千葉S1		1,400,000		1,400,000		1,400,000		1,069,872		330,128		23.58%		76.42%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600060		「Ｇ２Ａ広域機関対応」システム構築		1		「Ｇ２Ａ広域機関対応」システム構築		6/30/16		TBS2		東北S2		2,640,000		2,640,000		2,640,000		2,309,508		330,492		12.52%		87.48%

		1		ＥＳ事 コト		U095006501		横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻ		1600335		ＹＪＰ：出光興産　オフラス更新プロジェクト		2		ＹＪＰ：出光興産　オフラス更新　システム要件定義３		9/26/16		NJK21		ＥＳ２１		1,106,600		1,106,600		1,106,600		775,798		330,802		29.89%		70.11%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600016		用地再構築　システム構築		3		用地再構築　システム構築		7/31/16		TBS2		東北S2		4,395,000		4,395,000		4,395,000		4,063,716		331,284		7.54%		92.46%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1600083		森永乳業　損益運用業務支援１		4		森永乳業　損益運用業務支援他(8月)		8/31/16		NJI21		ＩＣＴ２１		2,516,150		2,516,150		2,516,150		2,184,556		331,594		13.18%		86.82%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600197		H28 ASYNETインフラ運用業務(準委任）		1		H28 ASYNETインフラ運用業務(準委任）		9/30/16		NJNA1		ＮＡ１		2,421,907		2,421,907		2,421,907		2,089,820		332,087		13.71%		86.29%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1600317		[NMSE]移開部ドコモメール評価		1		移開部ドコモメール評価_6月		6/30/16		NJI12		ＩＣＴ１２		2,856,200		2,856,200		2,856,200		2,524,031		332,169		11.63%		88.37%

		4		ＮＳ事 コト		U109000700		出版共同流通		1600094		蓮田センター　運用管理		5		蓮田センター　運用管理		9/30/16		NJN12		ＮＳ１２		3,735,000		3,735,000		3,735,000		3,401,674		333,326		8.92%		91.08%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1600074		CTC(SI委託契約)MH_ｱﾌﾟﾘ仮想化Win2003対応B(H28)		0		CTC(SI委託契約)行外持出しPC対応＋ｱｾﾅﾋﾞ構築		4/30/16		NJN21		ＮＳ２１		1,400,000		1,400,000		1,400,000		1,066,000		334,000		23.86%		76.14%

		4		ＮＳ事 コト		U095029700		地球科学総研		1600104		（地科研 H28）運用管理		1		（地科研 H28）運用管理		5/31/16		NJN12		ＮＳ１２		1,371,500		1,371,500		1,371,500		1,037,204		334,296		24.37%		75.63%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1600065		CTC(SI諸業務)金融ｼｽ1部3課(H28)		0		CTC(SI諸業務)金融ｼｽ1部3課(H28)		4/30/16		NJN21		ＮＳ２１		5,102,397		5,102,397		5,102,397		4,767,919		334,478		6.56%		93.44%

		4		ＮＳ事 コト		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1600099		NHKMT インターネット運用業務		0		NHKMT インターネット運用業務		4/30/16		NJN12		ＮＳ１２		2,460,000		2,460,000		2,460,000		2,125,218		334,782		13.61%		86.39%

		2		ＩＣＴ事 コト		U096005700		ｿﾆｰ		1600007		メタデータ配信サービス向けクラウドシステムの開発		0		メタデーメタデータ配信サービス向けクラウドシステム		4/20/16		SBSS1		佐原S1		1,327,600		1,327,600		1,327,600		992,455		335,145		25.24%		74.76%

		1		ＥＳ事 コト		U095006501		横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻ		1600335		ＹＪＰ：出光興産　オフラス更新プロジェクト		0		ＹＪＰ：出光興産　オフラス更新　システム要件定義		6/27/16		NJK21		ＥＳ２１		2,422,500		2,422,500		2,422,500		2,087,251		335,249		13.84%		86.16%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1600068		CTC(CDMシステム保守・メンテ)(H28)		0		CTC(CDMシステム保守・メンテ)(H28)		4/30/16		NJN21		ＮＳ２１		952,000		952,000		952,000		616,200		335,800		35.27%		64.73%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1600068		CTC(CDMシステム保守・メンテ)(H28)		2		CTC(CDMシステム保守・メンテ)(H28)		6/30/16		NJN21		ＮＳ２１		952,000		952,000		952,000		616,200		335,800		35.27%		64.73%

		5		その他 タ		U097001800		ｼｰｴｰｼｰﾅﾚｯｼﾞ		1600011		【OSG】CAC/ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ業務		2		【OSG】CAC/ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ業務		6/30/16		EBCS		ＣＳ課		1,787,917		1,787,917		1,787,917		1,451,919		335,998		18.79%		81.21%

		4		ＮＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1600015		オープン系システムの業務課題支援		21		オープン系システムの業務課題支援(運用三部）		7/31/16		NJN11		ＮＳ１１		1,560,000		1,560,000		1,560,000		1,223,438		336,562		21.57%		78.43%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600197		H28 ASYNETインフラ運用業務(準委任）		0		H28 ASYNETインフラ運用業務(準委任）		6/30/16		NJNA1		ＮＡ１		2,393,222		2,393,222		2,393,222		2,056,316		336,906		14.08%		85.92%

		5		その他 タ		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600053		【ANA】ASY/羽田支店		1		【ANA】ASY/タブレットセンター		5/31/16		EBCS		ＣＳ課		1,560,000		1,560,000		1,560,000		1,222,477		337,523		21.64%		78.36%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1600237		[NMSE]ドコモメールアプリ評価		2		SL推アプリ試験 ドコモメール評価(6月)		6/30/16		NJI12		ＩＣＴ１２		2,421,050		2,421,050		2,421,050		2,083,220		337,830		13.95%		86.05%

		5		その他 タ		U095026804		大興ﾋﾞｼﾞﾈｽ		1600025		【OSG】大興/ｻﾌﾟﾗｲ業務		5		【OSG】大興/ｻﾌﾟﾗｲ業務		9/30/16		EBCS		ＣＳ課		1,700,000		1,700,000		1,700,000		1,361,543		338,457		19.91%		80.09%

		2		ＩＣＴ事 コト		U116000500		ｿﾆｰ･ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞｴ		1600131		[SIE]PSPF機器における設定関連機能における開発業務		1		[SIE]PSPF機器における設定関連機能開発(6月)		6/25/16		NJI11		ＩＣＴ１１		2,800,000		2,800,000		2,800,000		2,461,377		338,623		12.09%		87.91%

		5		その他 タ		U095026804		大興ﾋﾞｼﾞﾈｽ		1600025		【OSG】大興/ｻﾌﾟﾗｲ業務		0		【OSG】大興/ｻﾌﾟﾗｲ業務		4/30/16		EBCS		ＣＳ課		1,700,000		1,700,000		1,700,000		1,360,878		339,122		19.95%		80.05%

		1		ＥＳ事 コト		U095017100		富士ｾﾞﾛｯｸｽ情報		1600048		新・審査登録業務支援システム保守		16		新・審査登録管理支援システム保守 2016年度2Q		9/30/16		TBS1		東北S1		2,010,000		2,010,000		2,010,000		1,670,793		339,207		16.88%		83.12%

		4		ＮＳ事 コト		U095023300		三井ﾎｰﾑ		1600008		情報システムグループ サポート業務		3		情報システムグループ サポート業務		7/31/16		NJN11		ＮＳ１１		1,742,843		1,742,843		1,742,843		1,402,890		339,953		19.51%		80.49%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1600073		CTC(MH海外ﾒｰﾙ監査ｼｽﾃﾑ保守）(H28)		2		CTC(MH海外ﾒｰﾙ監査ｼｽﾃﾑ保守）(H28)		6/30/16		NJN21		ＮＳ２１		2,180,000		2,180,000		2,180,000		1,840,014		339,986		15.60%		84.40%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1600163		H28 ASY国際旅客系ｲﾝﾌﾗ保守・運用		0		H28 ASY国際旅客系ｲﾝﾌﾗ保守・運用		4/30/16		NJNA2		ＮＡ２		810,000		810,000		810,000		469,552		340,448		42.03%		57.97%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1600163		H28 ASY国際旅客系ｲﾝﾌﾗ保守・運用		1		H28 ASY国際旅客系ｲﾝﾌﾗ保守・運用		5/31/16		NJNA2		ＮＡ２		810,000		810,000		810,000		469,552		340,448		42.03%		57.97%

		3		ＦＳ事 コト		U095001800		埼玉県		1600054		統合サーバー保守		5		統合サーバー保守		9/30/16		NJF22		ＦＳ２２		2,420,000		2,420,000		2,420,000		2,079,415		340,585		14.07%		85.93%

		2		ＩＣＴ事 コト		U115002500		ｿﾆｰﾋﾞﾃﾞｵ&ｻｳﾝﾄﾞ		1600209		[SVS]オーディオ機器向けソフトウェア設計業務		0		[SVS]オーディオ機器向けソフトウェア設計業務(4月)		4/20/16		NJI11		ＩＣＴ１１		1,793,200		1,793,200		1,793,200		1,451,732		341,468		19.04%		80.96%

		3		ＦＳ事 コト		U106001900		NTTｺﾑｳｪｱ		1600112		Ａ生命様契約部ユーザー対応業務の委任		4		Ａ生命様契約部ユーザー対応業務の委任（８月）		8/31/16		NJF12		ＦＳ１２		2,380,000		2,380,000		2,380,000		2,038,162		341,838		14.36%		85.64%

		1		ＥＳ事 コト		U095007203		沖電気工業芝浦		1500343		OKI 新AVM端末		2		OKI システムテスト業務支援		6/15/16		NJK22		ＥＳ２２		2,550,000		2,550,000		2,550,000		2,207,326		342,674		13.44%		86.56%

		4		ＮＳ事 コト		U095029700		地球科学総研		1600104		（地科研 H28）運用管理		5		（地科研 H28）運用管理		9/30/16		NJN12		ＮＳ１２		1,443,500		1,443,500		1,443,500		1,099,934		343,566		23.80%		76.20%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1600238		[NMSE]ＰＢ推セキ企アプリ評価		4		2016年度上期アプリ確認業務(PB推セキ企)_8月		8/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		2,453,550		2,453,550		2,453,550		2,109,408		344,142		14.03%		85.97%

		3		ＦＳ事 コト		U095024300		ｽﾘｰｴﾑｼﾞｬﾊﾟﾝ		1600001		基幹システム維持改善		4		基幹システム維持改善		8/31/16		NJF11		ＦＳ１１		1,550,000		1,550,000		1,550,000		1,205,850		344,150		22.20%		77.80%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600311		【SJNKS･ﾏﾘﾝ 】日常（２０１６年度）		0		【SJNKS･ﾏﾘﾝ 】日常（2016年06月）		6/30/16		NJF21		ＦＳ２１		1,439,625		1,439,625		1,439,625		1,095,000		344,625		23.94%		76.06%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500489		【SJNKS･個商】日常（２０１６年度）		1		【SJNKS･個商】日常（2016年05月）		5/31/16		NJF21		ＦＳ２１		1,856,250		1,856,250		1,856,250		1,510,820		345,430		18.61%		81.39%

		1		ＥＳ事 コト		U095006600		日立国際電気		1600041		小型ブロードバンド装置用ソフトウェア開発作業		0		小型ブロードバンド装置用ソフトウェア開発作業		5/31/16		TBS1		東北S1		1,517,000		1,517,000		1,517,000		1,170,793		346,207		22.82%		77.18%

		4		ＮＳ事 コト		U095023300		三井ﾎｰﾑ		1600006		ｼｽﾃﾑ管理ｾﾝﾀｰ運用管理業務　他		4		ｼｽﾃﾑ管理ｾﾝﾀｰ運用管理業務　他		8/31/16		NJN11		ＮＳ１１		3,150,000		3,150,000		3,150,000		2,803,484		346,516		11.00%		89.00%

		4		ＮＳ事 コト		U112001400		AIRDO		1600199		H28 AIRDO社内システム保守運用作業		0		H28 AIRDO社内システム保守運用作業		4/30/16		NJNA1		ＮＡ１		1,622,808		1,622,808		1,622,808		1,275,584		347,224		21.40%		78.60%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500136		Ｅ４１新仙台メンテナンス		0		Ｅ４１新仙台メンテナンス		4/28/16		TBS2		東北S2		2,970,000		2,970,000		2,970,000		2,621,830		348,170		11.72%		88.28%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600022		「同時同量　離脱増対応」システム構築		1		「同時同量　離脱増対応」システム構築		5/31/16		TBS2		東北S2		1,980,000		1,980,000		1,980,000		1,631,410		348,590		17.61%		82.39%

		4		ＮＳ事 コト		U109000700		出版共同流通		1600095		所沢センター　運用管理		4		所沢センター　運用管理		8/31/16		NJN12		ＮＳ１２		3,110,000		3,110,000		3,110,000		2,760,730		349,270		11.23%		88.77%

		5		その他 タ		U095026804		大興ﾋﾞｼﾞﾈｽ		1600025		【OSG】大興/ｻﾌﾟﾗｲ業務		3		【OSG】大興/ｻﾌﾟﾗｲ業務		7/31/16		EBCS		ＣＳ課		1,700,000		1,700,000		1,700,000		1,350,236		349,764		20.57%		79.43%

		2		ＩＣＴ事 コト		U110000100		NTTﾄﾞｺﾓ		1600303		[DCM]次世代CSシステム開発		2		[DCM]次世代型CSｼｽﾃﾑ ｾｷｭﾘﾃｨｼｽﾃﾑ構築に関する業務委託		5/31/16		NJI22		ＩＣＴ２２		810,000		810,000		810,000		460,075		349,925		43.20%		56.80%

		3		ＦＳ事 コト		U098003600		慶應義塾中等部		1500363		慶應義塾中等部（一括請負案件）		6		新学事：ﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ＆改修　その６		6/25/16		NJF12		ＦＳ１２		762,500		762,500		762,500		412,544		349,956		45.90%		54.10%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600022		「同時同量　離脱増対応」システム構築		4		「同時同量　離脱増対応」システム構築		7/31/16		TBS2		東北S2		2,970,000		2,970,000		2,970,000		2,619,973		350,027		11.79%		88.21%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1600067		CTC(MHCBﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌｨｰﾄﾞ案件支援)(H28)		5		CTC(MHCBﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌｨｰﾄﾞ案件支援)(H28)		9/30/16		NJN21		ＮＳ２１		2,078,121		2,078,121		2,078,121		1,728,094		350,027		16.84%		83.16%

		1		ＥＳ事 コト		U099004200		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸITS		1500539		PASITS ﾄﾖﾀ様向け_17CY_RSE開発(2016)		2		PASITS ﾄﾖﾀ様向け_17CY_RSE開発(2016) 2Q		9/20/16		NJK22		ＥＳ２２		1,175,000		1,175,000		1,175,000		824,823		350,177		29.80%		70.20%

		4		ＮＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1600016		2016年度 次世代ｼｽﾃﾑ 拠点端末の環境整備作業		0		2016年度 次世代ｼｽﾃﾑ Windows10検証環境構築作業		6/30/16		NJN11		ＮＳ１１		1,560,000		1,560,000		1,560,000		1,209,321		350,679		22.48%		77.52%

		5		その他 タ		U095033200		地方公共団体		1600085		【NSG】地方公共団体（梅木･山口・林田）		2		【NSG】地方自冶/OA業務		6/30/16		EBCS		ＣＳ課		1,650,000		1,650,000		1,650,000		1,298,965		351,035		21.27%		78.73%

		3		ＦＳ事 コト		U095024300		ｽﾘｰｴﾑｼﾞｬﾊﾟﾝ		1600001		基幹システム維持改善		1		基幹システム維持改善		5/31/16		NJF11		ＦＳ１１		1,550,000		1,550,000		1,550,000		1,198,054		351,946		22.71%		77.29%

		3		ＦＳ事 コト		U115000100		ｴﾑｱｲｶｰﾄﾞ		1600108		エムアイカード開発支援業務		2		エムアイカード開発支援業務（６月）		6/30/16		NJF12		ＦＳ１２		2,250,000		2,250,000		2,250,000		1,897,946		352,054		15.65%		84.35%

		1		ＥＳ事 コト		U099004200		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸITS		1500526		PASITS ﾄﾖﾀDA 13CY DA／AVN改善ﾓﾃﾞﾙ開発(2016)		3		PASITS ﾄﾖﾀDA 13CY DA／AVN改善ﾓﾃﾞﾙ開発(2016) 2Q追加		9/20/16		NJK22		ＥＳ２２		1,050,000		1,050,000		1,050,000		697,927		352,073		33.53%		66.47%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1600115		IBM) NKランオフヘルプ		2		IBM) NKランオフヘルプ		7/1/16		NJN23		ＮＳ２３		1,820,000		1,820,000		1,820,000		1,467,648		352,352		19.36%		80.64%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600083		「低圧自動検針対応」のシステム構築		1		「低圧自動検針対応」のシステム構築		8/31/16		TBS2		東北S2		1,612,800		1,612,800		1,612,800		1,260,291		352,509		21.86%		78.14%

		4		ＮＳ事 コト		U109000700		出版共同流通		1600094		蓮田センター　運用管理		0		蓮田センター　運用管理		4/30/16		NJN12		ＮＳ１２		3,735,000		3,735,000		3,735,000		3,382,071		352,929		9.45%		90.55%

		4		ＮＳ事 コト		U095020900		みずほ情報総研		1600025		回線事業展開支援		1		回線事業展開支援		5/31/16		NJN22		ＮＳ２２		1,400,000		1,400,000		1,400,000		1,046,951		353,049		25.22%		74.78%

		4		ＮＳ事 コト		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1600101		NHKMT IT運用部（営業系）		5		NHKMT IT運用部（営業系）		9/30/16		NJN12		ＮＳ１２		6,011,675		6,011,675		6,011,675		5,658,184		353,491		5.88%		94.12%

		4		ＮＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1600015		オープン系システムの業務課題支援		23		オープン系システムの業務課題支援(運用三部）		9/30/16		NJN11		ＮＳ１１		1,560,000		1,560,000		1,560,000		1,205,568		354,432		22.72%		77.28%

		2		ＩＣＴ事 コト		U115005000		ｿﾆｰｽﾄﾚｰｼﾞﾒﾃﾞｨｱ		1600205		[SSMD]メディア開発サポート業務		0		[SSMD]メディア開発サポート業務(4月)		4/20/16		NJI11		ＩＣＴ１１		1,764,100		1,764,100		1,764,100		1,409,506		354,594		20.10%		79.90%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600173		【SJNKS･団体】廃止メディア（団サ三チーム）2016年度		1		【SJNKS･団体】廃止メディア（団サ三）2016年05月		5/31/16		NJF21		ＦＳ２１		1,725,000		1,725,000		1,725,000		1,370,400		354,600		20.56%		79.44%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1600072		CTC(SI委託契約)MH_ｱﾌﾟﾘ仮想化基盤開発支援A(H28)		0		CTC(SI委託契約)MH_ｱﾌﾟﾘ仮想化基盤開発支援A(H28)		4/30/16		NJN21		ＮＳ２１		2,090,000		2,090,000		2,090,000		1,733,731		356,269		17.05%		82.95%

		4		ＮＳ事 コト		U097003000		ｱﾒﾘｶﾝﾎｰﾑ医療		1600028		情報ｾｷｭﾘﾃｨ管理業務		2		情報ｾｷｭﾘﾃｨ管理業務		6/30/16		NJN22		ＮＳ２２		2,140,000		2,140,000		2,140,000		1,783,694		356,306		16.65%		83.35%

		1		ＥＳ事 コト		U095026300		ﾌｸﾀﾞ電子		1600227		ＣＶＷ：沖縄県立中部病院　院内トリアージ開発		2		ＣＶＷ：沖縄県立中部病院　HIS連携開発		9/15/16		NJK21		ＥＳ２１		5,138,000		5,138,000		5,138,000		4,781,499		356,501		6.94%		93.06%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1600068		CTC(CDMシステム保守・メンテ)(H28)		1		CTC(CDMシステム保守・メンテ)(H28)		5/31/16		NJN21		ＮＳ２１		952,000		952,000		952,000		594,480		357,520		37.55%		62.45%

		4		ＮＳ事 コト		U111003700		AIGﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ		1500088		AIGKK)顧客サービス部業務_AHA向けﾕｰｻﾞ支援		11		AIGKK)顧客サービス部業務_AHA向けﾕｰｻﾞ支援		4/5/16		NJN22		ＮＳ２２		2,512,580		2,512,580		2,512,580		2,154,465		358,115		14.25%		85.75%

		4		ＮＳ事 コト		U109000700		出版共同流通		1600095		所沢センター　運用管理		5		所沢センター　運用管理		9/30/16		NJN12		ＮＳ１２		3,058,385		3,058,385		3,058,385		2,699,961		358,424		11.72%		88.28%

		3		ＦＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1600038		IBM 生産管理		5		IBM 生産管理 09月		9/30/16		SBSS2		佐原S2		8,530,000		8,530,000		8,530,000		8,171,088		358,912		4.21%		95.79%

		4		ＮＳ事 コト		U111003700		AIGﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ		1600031		顧客ｻｰﾋﾞｽ部業務支援		1		顧客ｻｰﾋﾞｽ部業務支援		6/3/16		NJN22		ＮＳ２２		2,227,500		2,227,500		2,227,500		1,868,296		359,204		16.13%		83.87%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1600072		CTC(SI委託契約)MH_ｱﾌﾟﾘ仮想化基盤開発支援A(H28)		2		CTC(SI委託契約)MH_ｱﾌﾟﾘ仮想化基盤開発支援A(H28)		6/30/16		NJN21		ＮＳ２１		2,090,000		2,090,000		2,090,000		1,730,648		359,352		17.19%		82.81%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1600047		数理統計Ｇ		3		数理統計Ｇ		7/31/16		NJF22		ＦＳ２２		2,277,474		2,277,474		2,277,474		1,917,907		359,567		15.79%		84.21%

		1		ＥＳ事 コト		U095006501		横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻ		1600219		ＹＪＰ：東電富津　役務作業		1		ＹＪＰ：東電富津　役務作業 その２		8/29/16		NJK21		ＥＳ２１		1,700,000		1,700,000		1,700,000		1,340,000		360,000		21.18%		78.82%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1600115		IBM) NKランオフヘルプ		4		IBM) NKランオフヘルプ		9/2/16		NJN23		ＮＳ２３		1,820,000		1,820,000		1,820,000		1,458,733		361,267		19.85%		80.15%

		2		ＩＣＴ事 コト		U105001200		寺岡精工		1600287		[寺岡]ラベルプリンタソフトウェア開発		1		[寺岡]ラベルプリンタソフトウェア開発		6/10/16		NJI12		ＩＣＴ１２		1,020,312		1,020,312		1,020,312		658,585		361,727		35.45%		64.55%

		4		ＮＳ事 コト		U095006805		日立製作情ｼ部		1600011		社保庁維持管理作業		5		社保庁維持管理作業		9/30/16		NJN11		ＮＳ１１		1,730,000		1,730,000		1,730,000		1,367,989		362,011		20.93%		79.07%

		2		ＩＣＴ事 コト		U096005700		ｿﾆｰ		1600002		クラウドプラットフォーム開発 業務		3		クラウドプラットフォーム開発 業務		7/31/16		SBSS1		佐原S1		1,487,500		1,487,500		1,487,500		1,125,195		362,305		24.36%		75.64%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600083		「低圧自動検針対応」のシステム構築		0		「低圧自動検針対応」のシステム構築		7/31/16		TBS2		東北S2		2,560,000		2,560,000		2,560,000		2,197,058		362,942		14.18%		85.82%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1600087		森永乳業　受注・ＥＤＩ業務支援他		0		森永乳業　受注・ＥＤＩ業務支援他(4月)		4/30/16		NJI21		ＩＣＴ２１		2,570,850		2,570,850		2,570,850		2,207,472		363,378		14.13%		85.87%

		1		ＥＳ事 コト		U095045000		ｳｪｻﾞｰﾆｭｰｽﾞ		1600040		WNI　Nx総研開発		2		WNI　Nx総研1st_Phase3開発		8/19/16		SBCS1		千葉S1		573,750		573,750		573,750		209,545		364,205		63.48%		36.52%

		4		ＮＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1600016		2016年度 次世代ｼｽﾃﾑ 拠点端末の環境整備作業		1		2016年度 次世代ｼｽﾃﾑ Windows10検証環境構築作業		7/31/16		NJN11		ＮＳ１１		1,560,000		1,560,000		1,560,000		1,195,423		364,577		23.37%		76.63%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1600384		管理ﾜｰｸﾌﾛｰｼｽﾃﾑ開発（ﾎｽﾄ対応）業務支援		1		管理ﾜｰｸﾌﾛｰｼｽﾃﾑ開発（ﾎｽﾄ対応）業務支援(9月)		9/30/16		NJF11		ＦＳ１１		1,690,000		1,690,000		1,690,000		1,325,153		364,847		21.59%		78.41%

		5		その他 タ		U097001600		ｼﾞｪｲｱｲ傷害火災		1600022		【OSG】ｼﾞｪｲｱｲ/ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ		5		【OSG】ｼﾞｪｲｱｲ/ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ		9/30/16		EBCS		ＣＳ課		1,163,126		1,163,126		1,163,126		796,805		366,321		31.49%		68.51%

		5		その他 タ		U095033200		地方公共団体		1600085		【NSG】地方公共団体（梅木･山口・林田）		4		【NSG】地方自冶/OA業務		8/31/16		EBCS		ＣＳ課		1,603,910		1,603,910		1,603,910		1,237,109		366,801		22.87%		77.13%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600085		「平成２８年度制度対応」のシステム構築		2		「平成２８年度制度対応」のシステム構築		9/30/16		TBS2		東北S2		1,920,000		1,920,000		1,920,000		1,553,097		366,903		19.11%		80.89%

		2		ＩＣＴ事 コト		U115005100		ｿﾆｰｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｿﾘｭ		1600212		[SSS]IOT App開発/不具合解析業務		0		[SSS]IOT App開発/不具合解析業務(4月)		4/30/16		NJI11		ＩＣＴ１１		1,375,000		1,375,000		1,375,000		1,008,065		366,935		26.69%		73.31%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600014		電力小売自由化対応のシステム構築(総括用)		2		電力小売自由化対応のシステム構築(総括用)		6/30/16		TBS2		東北S2		3,200,000		3,200,000		3,200,000		2,832,614		367,386		11.48%		88.52%

		3		ＦＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1600015		キヤノン医療機器システム開発		3		キヤノン医療機器システム開発		8/20/16		SBCS2		千葉S2		1,125,025		1,125,025		1,125,025		757,614		367,411		32.66%		67.34%

		2		ＩＣＴ事 コト		U108001200		ﾄﾞｺﾓｼｽﾃﾑｽﾞ		1600242		[DS]ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ技術調査および開発作業支援(2016年度)		1		[DS]ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ技術調査および開発作業支援(2016年5月)		5/31/16		NJI22		ＩＣＴ２２		3,400,717		3,400,717		3,400,717		3,033,146		367,571		10.81%		89.19%

		3		ＦＳ事 コト		U106001900		NTTｺﾑｳｪｱ		1600110		Ａ生命様契企部業務の委任		2		Ａ生命様契企部業務の委任（６月）		6/30/16		NJF12		ＦＳ１２		1,860,000		1,860,000		1,860,000		1,491,709		368,291		19.80%		80.20%

		1		ＥＳ事 コト		U095006501		横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻ		1600335		ＹＪＰ：出光興産　オフラス更新プロジェクト		5		ＹＪＰ：三菱レイヨン大竹FAT追加対応２		9/26/16		NJK21		ＥＳ２１		510,000		510,000		510,000		141,064		368,936		72.34%		27.66%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1600082		森永乳業　会計運用業務支援		3		森永乳業　会計運用業務支援他(7月)		7/31/16		NJI21		ＩＣＴ２１		3,203,800		3,203,800		3,203,800		2,834,353		369,447		11.53%		88.47%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1600066		CTC(MHBK　WEB基盤ポータル保守)(H28)		4		CTC(MHBK　WEB基盤ポータル保守)(H28)		8/31/16		NJN21		ＮＳ２１		2,252,000		2,252,000		2,252,000		1,882,262		369,738		16.42%		83.58%

		2		ＩＣＴ事 コト		U115005000		ｿﾆｰｽﾄﾚｰｼﾞﾒﾃﾞｨｱ		1600208		[SSMD]新規商品ソフトウェア開発サポート業務		4		[SSMD]新規商品ソフトウェア開発サポート業務(8月)		8/20/16		NJI11		ＩＣＴ１１		1,772,568		1,772,568		1,772,568		1,402,494		370,074		20.88%		79.12%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600166		【SJNKS･支援】保険金サービス　同席ＳＥ(2016年度）		4		【SJNKS･支援】保険金サービス　同席SE(2016年08月）		8/31/16		NJF21		ＦＳ２１		980,000		980,000		980,000		608,073		371,927		37.95%		62.05%

		3		ＦＳ事 コト		U095002200		埼玉教職互助会		1600383		教職員給付（サーバ移行）		0		教職員給付（サーバ移行）		9/30/16		NJF22		ＦＳ２２		1,920,000		1,920,000		1,920,000		1,547,096		372,904		19.42%		80.58%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1600087		森永乳業　受注・ＥＤＩ業務支援他		3		森永乳業　物流生産運用業務支援３(7月)		7/31/16		NJI21		ＩＣＴ２１		2,368,100		2,368,100		2,368,100		1,994,774		373,326		15.76%		84.24%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1600312		[NMSE]カラキモアプリ評価		2		2016年度カラダのキモチ アプリ評価業務_8_9		9/30/16		NJI12		ＩＣＴ１２		4,216,000		4,216,000		4,216,000		3,842,585		373,415		8.86%		91.14%

		1		ＥＳ事 コト		U095045000		ｳｪｻﾞｰﾆｭｰｽﾞ		1600070		WNI　NEXCO西/中日本iHighway保守		5		WNI　NEXCO西/中日本iHighway保守 9月		9/30/16		SBCS1		千葉S1		1,400,000		1,400,000		1,400,000		1,025,578		374,422		26.74%		73.26%

		3		ＦＳ事 コト		U114003300		ﾁｭｰﾘｯﾋ保険会社		1600174		【Zurich】ＤＭサポート全般（2016年度対応）		1		【Zurich】ＤＭベースサポート全般（2016年05月）		5/31/16		NJF21		ＦＳ２１		2,993,405		2,993,405		2,993,405		2,618,102		375,303		12.54%		87.46%

		1		ＥＳ事 コト		U099004200		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸITS		1500526		PASITS ﾄﾖﾀDA 13CY DA／AVN改善ﾓﾃﾞﾙ開発(2016)		0		PASITS ﾄﾖﾀDA 13CY DA／AVN改善ﾓﾃﾞﾙ開発(2016) 1Q		6/20/16		NJK22		ＥＳ２２		1,155,000		1,155,000		1,155,000		779,375		375,625		32.52%		67.48%

		2		ＩＣＴ事 コト		U115005000		ｿﾆｰｽﾄﾚｰｼﾞﾒﾃﾞｨｱ		1600208		[SSMD]新規商品ソフトウェア開発サポート業務		2		[SSMD]新規商品ソフトウェア開発サポート業務(6月)		6/30/16		NJI11		ＩＣＴ１１		2,408,270		2,408,270		2,408,270		2,032,615		375,655		15.60%		84.40%

		4		ＮＳ事 コト		U095006805		日立製作情ｼ部		1600011		社保庁維持管理作業		0		社保庁維持管理作業		4/30/16		NJN11		ＮＳ１１		1,625,000		1,625,000		1,625,000		1,248,861		376,139		23.15%		76.85%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1600087		森永乳業　受注・ＥＤＩ業務支援他		5		森永乳業　物流生産運用業務支援３(9月)		9/30/16		NJI21		ＩＣＴ２１		2,352,550		2,352,550		2,352,550		1,976,208		376,342		16.00%		84.00%

		4		ＮＳ事 コト		U109000700		出版共同流通		1600095		所沢センター　運用管理		0		所沢センター　運用管理		4/30/16		NJN12		ＮＳ１２		3,110,000		3,110,000		3,110,000		2,733,286		376,714		12.11%		87.89%

		4		ＮＳ事 コト		U112000700		ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ･ﾌﾞｯｸ		1500510		社内ﾌｧｲﾙｻｰﾊﾞ構築		0		社内ﾌｧｲﾙｻｰﾊﾞ構築		6/30/16		NJN22		ＮＳ２２		2,330,000		2,330,000		2,330,000		1,953,163		376,837		16.17%		83.83%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600022		「同時同量　離脱増対応」システム構築		7		「同時同量　離脱増対応」システム構築		8/31/16		TBS2		東北S2		1,320,000		1,320,000		1,320,000		942,987		377,013		28.56%		71.44%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1500375		[KC]KA73 MDM(Security)開発		11		[KC]CA15 Security開発（追加要件対応～保守）		6/30/16		NJI12		ＩＣＴ１２		2,847,000		2,847,000		2,847,000		2,469,299		377,701		13.27%		86.73%

		1		ＥＳ事 コト		U095045000		ｳｪｻﾞｰﾆｭｰｽﾞ		1600070		WNI　NEXCO西/中日本iHighway保守		2		WNI　NEXCO西/中日本iHighway H28年度保守 6月		6/30/16		SBCS1		千葉S1		2,001,800		2,001,800		2,001,800		1,624,088		377,712		18.87%		81.13%

		2		ＩＣＴ事 コト		U105001200		寺岡精工		1600316		[寺岡]物流管理システムの開発及び製品サポート		0		[寺岡]物流管理システムの開発及び製品サポート		7/15/16		NJI12		ＩＣＴ１２		1,514,834		1,514,834		1,514,834		1,136,735		378,099		24.96%		75.04%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1600047		数理統計Ｇ		5		数理統計Ｇ		9/30/16		NJF22		ＦＳ２２		2,270,000		2,270,000		2,270,000		1,891,868		378,132		16.66%		83.34%

		2		ＩＣＴ事 コト		U115005000		ｿﾆｰｽﾄﾚｰｼﾞﾒﾃﾞｨｱ		1600208		[SSMD]新規商品ソフトウェア開発サポート業務		3		[SSMD]新規商品ソフトウェア開発サポート業務(7月)		7/20/16		NJI11		ＩＣＴ１１		1,276,655		1,276,655		1,276,655		897,596		379,059		29.69%		70.31%

		4		ＮＳ事 コト		U095023200		石油資源開発		1600103		石油資源開発 情報ｼｽﾃﾑ部ｼｽﾃﾑ運用支援業務		2		石油資源開発 情報ｼｽﾃﾑ部ｼｽﾃﾑ運用支援業務		6/30/16		NJN12		ＮＳ１２		3,250,000		3,250,000		3,250,000		2,870,685		379,315		11.67%		88.33%

		1		ＥＳ事 コト		U098003100		ｱｽﾞﾋﾞﾙﾋﾞﾙｼｽﾃﾑｶ		1500216		Ａ：拠点通信確認ツール		4		Ａ：温熱環境レポート出力機能		5/13/16		NJK21		ＥＳ２１		1,566,000		1,566,000		1,566,000		1,186,649		379,351		24.22%		75.78%

		3		ＦＳ事 コト		U095031800		東京農業大学		1600176		大学システム保守		1		大学システム保守（５月）		5/31/16		NJF12		ＦＳ１２		1,541,200		1,541,200		1,541,200		1,161,839		379,361		24.61%		75.39%

		2		ＩＣＴ事 コト		U103000200		ｼｬｰﾌﾟﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾋ		1600030		DL75/GP11D MTF/UM試験		2		DF40 MTF/UM試験		6/24/16		SBSS1		佐原S1		1,878,000		1,878,000		1,878,000		1,498,532		379,468		20.21%		79.79%

		1		ＥＳ事 コト		U107003600		ｸﾞﾛｰﾘｰ		1600255		Ｇ：RT-CVS ソフトウェア開発		3		Ｇ：RCM　ソフト開発		9/21/16		NJK21		ＥＳ２１		1,550,000		1,550,000		1,550,000		1,170,390		379,610		24.49%		75.51%

		1		ＥＳ事 コト		U099004200		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸITS		1500526		PASITS ﾄﾖﾀDA 13CY DA／AVN改善ﾓﾃﾞﾙ開発(2016)		1		PASITS ﾄﾖﾀDA 13CY DA／AVN改善ﾓﾃﾞﾙ開発(2016) 1Q②		6/20/16		NJK22		ＥＳ２２		1,120,000		1,120,000		1,120,000		740,226		379,774		33.91%		66.09%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600091		「低圧自動検針対応」のシステム構築（基盤）		0		「低圧自動検針対応」のシステム構築（基盤）		9/30/16		TBS2		東北S2		1,280,000		1,280,000		1,280,000		900,000		380,000		29.69%		70.31%

		4		ＮＳ事 コト		U097003000		ｱﾒﾘｶﾝﾎｰﾑ医療		1600027		ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ統括部管理課支援業務		3		コンプライアンス統括部管理課支援業務		7/31/16		NJN22		ＮＳ２２		1,465,649		1,465,649		1,465,649		1,083,726		381,923		26.06%		73.94%

		2		ＩＣＴ事 コト		U097001401		富士通(川崎)		1600370		[MTC]リレー基地局開発		0		[MTC]CrowdCell Boxのシステム仕様設計		9/30/16		NJI11		ＩＣＴ１１		4,400,000		4,400,000		4,400,000		4,018,000		382,000		8.68%		91.32%

		4		ＮＳ事 コト		U105002900		三菱総研DCS		1600105		MUMSS/MUMSPBSｼｽﾃﾑ基盤構築・維持管理業務		5		MUMSS/MUMSPBSｼｽﾃﾑ基盤構築・維持管理業務		9/30/16		NJN12		ＮＳ１２		4,125,377		4,125,377		4,125,377		3,743,343		382,034		9.26%		90.74%

		2		ＩＣＴ事 コト		U115002600		ｿﾆｰﾋﾞｼﾞｭｱﾙﾌﾟﾛﾀ		1600114		クラウドデータ処理システム開発 業務		0		クラウドデータ処理システム開発 業務		7/20/16		SBSS1		佐原S1		1,516,812		1,516,812		1,516,812		1,133,913		382,899		25.24%		74.76%

		4		ＮＳ事 コト		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1600101		NHKMT IT運用部（営業系）		3		NHKMT IT運用部（営業系）		7/31/16		NJN12		ＮＳ１２		5,451,460		5,451,460		5,451,460		5,068,549		382,911		7.02%		92.98%

		4		ＮＳ事 コト		U095006805		日立製作情ｼ部		1600011		社保庁維持管理作業		2		社保庁維持管理作業		6/30/16		NJN11		ＮＳ１１		1,625,000		1,625,000		1,625,000		1,240,919		384,081		23.64%		76.36%

		4		ＮＳ事 コト		U112001400		AIRDO		1600199		H28 AIRDO社内システム保守運用作業		2		H28 AIRDO社内システム保守運用作業		6/30/16		NJNA1		ＮＡ１		1,581,111		1,581,111		1,581,111		1,196,749		384,362		24.31%		75.69%

		4		ＮＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1600016		2016年度 次世代ｼｽﾃﾑ 拠点端末の環境整備作業		3		2016年度 次世代ｼｽﾃﾑ Windows10検証環境構築作業		9/30/16		NJN11		ＮＳ１１		1,560,000		1,560,000		1,560,000		1,175,568		384,432		24.64%		75.36%

		4		ＮＳ事 コト		U106000500		NSSLCｻｰﾋﾞｽ		1600024		広域ネットワーク構築・運用管理業務		2		広域ネットワーク構築・運用管理業務		6/30/16		NJN22		ＮＳ２２		4,587,263		4,587,263		4,587,263		4,202,730		384,533		8.38%		91.62%

		2		ＩＣＴ事 コト		U105001200		寺岡精工		1600316		[寺岡]物流管理システムの開発及び製品サポート		1		[寺岡]物流管理システムの開発及び製品サポート		8/18/16		NJI12		ＩＣＴ１２		1,153,178		1,153,178		1,153,178		768,358		384,820		33.37%		66.63%

		2		ＩＣＴ事 コト		U115005100		ｿﾆｰｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｿﾘｭ		1600210		[SSS]AGPSソフトウェア開発業務		2		[SSS]AGPSソフトウェア開発業務(6月)		6/30/16		NJI11		ＩＣＴ１１		2,500,000		2,500,000		2,500,000		2,114,658		385,342		15.41%		84.59%

		4		ＮＳ事 コト		U095023300		三井ﾎｰﾑ		1600008		情報システムグループ サポート業務		5		情報システムグループ サポート業務		9/30/16		NJN11		ＮＳ１１		1,746,280		1,746,280		1,746,280		1,360,662		385,618		22.08%		77.92%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1600067		CTC(MHCBﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌｨｰﾄﾞ案件支援)(H28)		1		CTC(MHCBﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌｨｰﾄﾞ案件支援)(H28)		5/31/16		NJN21		ＮＳ２１		2,085,522		2,085,522		2,085,522		1,699,538		385,984		18.51%		81.49%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600017		「G83広域機関対応」システム構築		0		「G83広域機関対応」システム構築		4/28/16		TBS2		東北S2		2,640,000		2,640,000		2,640,000		2,253,567		386,433		14.64%		85.36%

		2		ＩＣＴ事 コト		U096005700		ｿﾆｰ		1600002		クラウドプラットフォーム開発 業務		2		クラウドプラットフォーム開発 業務		6/30/16		SBSS1		佐原S1		1,487,500		1,487,500		1,487,500		1,100,864		386,636		25.99%		74.01%

		4		ＮＳ事 コト		U097003000		ｱﾒﾘｶﾝﾎｰﾑ医療		1600027		ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ統括部管理課支援業務		0		コンプライアンス統括部管理課支援業務		4/30/16		NJN22		ＮＳ２２		1,461,997		1,461,997		1,461,997		1,075,151		386,846		26.46%		73.54%

		4		ＮＳ事 コト		U106000500		NSSLCｻｰﾋﾞｽ		1600024		広域ネットワーク構築・運用管理業務		4		広域ネットワーク構築・運用管理業務		8/31/16		NJN22		ＮＳ２２		4,580,216		4,580,216		4,580,216		4,192,379		387,837		8.47%		91.53%

		4		ＮＳ事 コト		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1600100		NHKMT IT運用部（放送系）		4		NHKMT IT運用部（放送系）		8/31/16		NJN12		ＮＳ１２		4,854,582		4,854,582		4,854,582		4,466,418		388,164		8.00%		92.00%

		3		ＦＳ事 コト		U115000100		ｴﾑｱｲｶｰﾄﾞ		1600108		エムアイカード開発支援業務		5		エムアイカード開発支援業務（９月）		9/30/16		NJF12		ＦＳ１２		2,264,520		2,264,520		2,264,520		1,876,065		388,455		17.15%		82.85%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1600203		[NMSE]移動機(IOT L1特性)評価(H28上)		2		[NMSE]移動機(IOT L1特性)評価(H28上)_6月		6/30/16		NJI12		ＩＣＴ１２		2,790,000		2,790,000		2,790,000		2,401,239		388,761		13.93%		86.07%

		1		ＥＳ事 コト		U095006601		日立国際小金井		1600136		HiKE 個別案件(2016)		4		HiKE 岐阜県防災作業 		7/31/16		NJK22		ＥＳ２２		7,780,000		7,780,000		7,780,000		7,391,000		389,000		5.00%		95.00%

		3		ＦＳ事 コト		U099000300		川越市		1600055		川越市（維持管理）		2		川越市（維持管理）		6/30/16		NJF22		ＦＳ２２		2,465,000		2,465,000		2,465,000		2,074,931		390,069		15.82%		84.18%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1600263		[KC]カメラアプリ開発		1		CA04 Camera機能(設計/製造/評価)		6/30/16		NJI12		ＩＣＴ１２		2,340,000		2,340,000		2,340,000		1,949,691		390,309		16.68%		83.32%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1600047		数理統計Ｇ		1		数理統計Ｇ		5/31/16		NJF22		ＦＳ２２		2,270,000		2,270,000		2,270,000		1,879,675		390,325		17.19%		82.81%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1600071		CTC(SI委託契約)MARISYS_市場系ﾘｽｸ案件支援(H28)		0		CTC(SI委託契約)MARISYS_市場系ﾘｽｸ案件支援(H28)		4/30/16		NJN21		ＮＳ２１		1,500,000		1,500,000		1,500,000		1,108,753		391,247		26.08%		73.92%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1600073		CTC(MH海外ﾒｰﾙ監査ｼｽﾃﾑ保守）(H28)		4		CTC(MH海外ﾒｰﾙ監査ｼｽﾃﾑ保守）(H28)		8/31/16		NJN21		ＮＳ２１		2,180,000		2,180,000		2,180,000		1,788,429		391,571		17.96%		82.04%

		4		ＮＳ事 コト		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1600099		NHKMT インターネット運用業務		1		NHKMT インターネット運用業務		5/31/16		NJN12		ＮＳ１２		2,460,000		2,460,000		2,460,000		2,068,369		391,631		15.92%		84.08%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1600072		CTC(SI委託契約)MH_ｱﾌﾟﾘ仮想化基盤開発支援A(H28)		3		CTC(SI委託契約)MH_ｱﾌﾟﾘ仮想化基盤開発支援A(H28)		7/31/16		NJN21		ＮＳ２１		2,090,000		2,090,000		2,090,000		1,698,260		391,740		18.74%		81.26%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1600086		森永乳業　物流生産運用業務支援２		1		森永乳業　物流生産運用業務支援２(5月)		5/31/16		NJI21		ＩＣＴ２１		3,044,800		3,044,800		3,044,800		2,652,822		391,978		12.87%		87.13%

		4		ＮＳ事 コト		U109000700		出版共同流通		1600094		蓮田センター　運用管理		3		蓮田センター　運用管理		7/31/16		NJN12		ＮＳ１２		3,735,000		3,735,000		3,735,000		3,342,865		392,135		10.50%		89.50%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1600087		森永乳業　受注・ＥＤＩ業務支援他		1		森永乳業　受注・ＥＤＩ業務支援他(5月)		5/31/16		NJI21		ＩＣＴ２１		2,354,200		2,354,200		2,354,200		1,961,768		392,432		16.67%		83.33%

		2		ＩＣＴ事 コト		U115005000		ｿﾆｰｽﾄﾚｰｼﾞﾒﾃﾞｨｱ		1600206		[SSMD]メディアプラットフォーム開発サポート業務		2		[SSMD]メディアPF開発サポート業務(6月)		6/30/16		NJI11		ＩＣＴ１１		2,288,960		2,288,960		2,288,960		1,896,303		392,657		17.15%		82.85%

		4		ＮＳ事 コト		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1600101		NHKMT IT運用部（営業系）		1		NHKMT IT運用部（営業系）		5/31/16		NJN12		ＮＳ１２		5,865,117		5,865,117		5,865,117		5,472,219		392,898		6.70%		93.30%

		4		ＮＳ事 コト		U095023200		石油資源開発		1600103		石油資源開発 情報ｼｽﾃﾑ部ｼｽﾃﾑ運用支援業務		0		石油資源開発 情報ｼｽﾃﾑ部ｼｽﾃﾑ運用支援業務		4/30/16		NJN12		ＮＳ１２		3,250,000		3,250,000		3,250,000		2,856,124		393,876		12.12%		87.88%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600172		【SJNKS･支援】ＩＦＲＳ　同席ＳＥ(2016年度）		5		【SJNKS･支援】ＩＦＲＳ　同席ＳＥ(2016年09月）		9/30/16		NJF21		ＦＳ２１		1,200,000		1,200,000		1,200,000		804,894		395,106		32.93%		67.07%

		1		ＥＳ事 コト		U097001401		富士通(川崎)		1600220		ＭＴＣ：市町村防災新規格プログラム設計３ー３		2		ＭＴＣ：市町村防災新規格プログラム設計		7/29/16		NJK21		ＥＳ２１		3,400,000		3,400,000		3,400,000		3,004,439		395,561		11.63%		88.37%

		4		ＮＳ事 コト		U097003000		ｱﾒﾘｶﾝﾎｰﾑ医療		1600027		ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ統括部管理課支援業務		4		コンプライアンス統括部管理課支援業務		8/31/16		NJN22		ＮＳ２２		1,464,593		1,464,593		1,464,593		1,068,101		396,492		27.07%		72.93%

		5		その他 タ		U096005700		ｿﾆｰ		1600056		【SSG】SONY/ｸﾗｳﾄﾞﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ開発業務		1		【SSG】SONY/ｸﾗｳﾄﾞﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ開発		5/31/16		EBCS		ＣＳ課		2,491,125		2,491,125		2,491,125		2,094,420		396,705		15.92%		84.08%

		3		ＦＳ事 コト		U095008800		損ジャ日本興亜		1500537		【SSI】ＤＣＡツールＰｏＣ対応（ＮＩＤ作業分）		0		【SSI】ＤＣＡツールＰｏＣ対応（ＮＩＤ作業分）		5/31/16		NJF21		ＦＳ２１		3,300,000		3,300,000		3,300,000		2,902,187		397,813		12.05%		87.95%

		2		ＩＣＴ事 コト		U115002600		ｿﾆｰﾋﾞｼﾞｭｱﾙﾌﾟﾛﾀ		1600114		クラウドデータ処理システム開発 業務		2		クラウドデータ処理システム開発 業務		9/20/16		SBSS1		佐原S1		2,368,531		2,368,531		2,368,531		1,969,737		398,794		16.84%		83.16%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1600081		森永乳業　統合売上開発支援他【SE】		4		森永乳業　統合売上開発支援他【SE】(8月)		8/31/16		NJI21		ＩＣＴ２１		2,579,250		2,579,250		2,579,250		2,180,424		398,826		15.46%		84.54%

		2		ＩＣＴ事 コト		U103000200		ｼｬｰﾌﾟﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾋ		1600075		DTV 開発対応		6		【16下共通】HDCP,SCS,DTV機能開発評価(2016年8-9月)		9/13/16		SBSS1		佐原S1		1,324,300		1,324,300		1,324,300		924,121		400,179		30.22%		69.78%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1600080		森永乳業　一般開発業務支援【SE】		2		森永乳業　一般開発業務支援【SE】(6月)		6/30/16		NJI21		ＩＣＴ２１		2,370,000		2,370,000		2,370,000		1,969,731		400,269		16.89%		83.11%

		2		ＩＣＴ事 コト		U115005000		ｿﾆｰｽﾄﾚｰｼﾞﾒﾃﾞｨｱ		1600207		[SSMD]メモリーコントローラ用ファームウェア開発業務		0		[SSMD]メモリーコントローラ用FW開発業務(4月)		4/20/16		NJI11		ＩＣＴ１１		2,022,593		2,022,593		2,022,593		1,621,667		400,926		19.82%		80.18%

		4		ＮＳ事 コト		U104002900		長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮ		1600040		（長谷工-IT H28）ｻｰﾊﾞｰ･N/W･PC運用管理		0		（長谷工-IT H28）PC運用／技術支援作業		4/30/16		NJN22		ＮＳ２２		4,137,820		4,137,820		4,137,820		3,736,592		401,228		9.70%		90.30%

		1		ＥＳ事 コト		U114002500		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾈｯﾄ開		1600075		Androidデバドラ開発		0		Androidデバドラ開発		8/25/16		TBS1		東北S1		2,820,000		2,820,000		2,820,000		2,418,660		401,340		14.23%		85.77%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1500156		IBM)ＮＫひばりヘルプ		11		IBM)ＮＫひばりヘルプ		4/12/16		NJN23		ＮＳ２３		1,820,000		1,820,000		1,820,000		1,418,014		401,986		22.09%		77.91%

		4		ＮＳ事 コト		U097003000		ｱﾒﾘｶﾝﾎｰﾑ医療		1600028		情報ｾｷｭﾘﾃｨ管理業務		0		情報ｾｷｭﾘﾃｨ管理業務		4/30/16		NJN22		ＮＳ２２		2,140,000		2,140,000		2,140,000		1,737,868		402,132		18.79%		81.21%

		1		ＥＳ事 コト		U095045000		ｳｪｻﾞｰﾆｭｰｽﾞ		1600078		WNI　MOL Loop		4		WNI　MOL Loop開発作業 8月		8/31/16		SBCS1		千葉S1		1,650,000		1,650,000		1,650,000		1,247,359		402,641		24.40%		75.60%

		4		ＮＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600118		SJNKS) ネットワーク・サーバ管理業務		1		SJNKS) ネットワーク・サーバ管理業務		5/31/16		NJN23		ＮＳ２３		2,150,000		2,150,000		2,150,000		1,746,969		403,031		18.75%		81.25%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1400523		【SJNKS･団体】戦略団体(中期)データ計上・精算不突合		6		【SJNKS・団体】戦略団体(中期)本番化（2016年05月）		5/31/16		NJF21		ＦＳ２１		2,722,500		2,722,500		2,722,500		2,319,407		403,093		14.81%		85.19%

		4		ＮＳ事 コト		U104002900		長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮ		1600040		（長谷工-IT H28）ｻｰﾊﾞｰ･N/W･PC運用管理		2		（長谷工-IT H28）PC運用／技術支援作業		6/30/16		NJN22		ＮＳ２２		4,493,260		4,493,260		4,493,260		4,089,101		404,159		8.99%		91.01%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1600080		森永乳業　一般開発業務支援【SE】		0		森永乳業　一般開発業務支援【SE】(4月)		4/30/16		NJI21		ＩＣＴ２１		2,370,000		2,370,000		2,370,000		1,965,605		404,395		17.06%		82.94%

		2		ＩＣＴ事 コト		U096005700		ｿﾆｰ		1600002		クラウドプラットフォーム開発 業務		4		クラウドプラットフォーム開発 業務		8/31/16		SBSS1		佐原S1		1,487,500		1,487,500		1,487,500		1,082,976		404,524		27.19%		72.81%

		5		その他 タ		U096005700		ｿﾆｰ		1600056		【SSG】SONY/ｸﾗｳﾄﾞﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ開発業務		4		【SSG】SONY/ｸﾗｳﾄﾞﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ開発(00395120) 8月		8/31/16		EBCS		ＣＳ課		2,510,625		2,510,625		2,510,625		2,105,900		404,725		16.12%		83.88%

		4		ＮＳ事 コト		U111003700		AIGﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ		1500087		AIGKK)ＩＴ運用管理部業務_AHA向け運用		11		AIGKK)顧客サービス部 運用管理業務支援		4/5/16		NJN22		ＮＳ２２		2,037,500		2,037,500		2,037,500		1,632,448		405,052		19.88%		80.12%

		4		ＮＳ事 コト		U112001400		AIRDO		1600199		H28 AIRDO社内システム保守運用作業		4		H28 AIRDO社内システム保守運用作業		8/31/16		NJNA1		ＮＡ１		1,589,256		1,589,256		1,589,256		1,183,945		405,311		25.50%		74.50%

		4		ＮＳ事 コト		U097003000		ｱﾒﾘｶﾝﾎｰﾑ医療		1600027		ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ統括部管理課支援業務		1		コンプライアンス統括部管理課支援業務		5/31/16		NJN22		ＮＳ２２		1,464,213		1,464,213		1,464,213		1,058,215		405,998		27.73%		72.27%

		4		ＮＳ事 コト		U104002900		長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮ		1600040		（長谷工-IT H28）ｻｰﾊﾞｰ･N/W･PC運用管理		3		（長谷工-IT H28）PC運用／技術支援作業		7/31/16		NJN22		ＮＳ２２		4,158,130		4,158,130		4,158,130		3,750,692		407,438		9.80%		90.20%

		4		ＮＳ事 コト		U097003000		ｱﾒﾘｶﾝﾎｰﾑ医療		1600029		ITｲﾝﾌﾗ運用業務		1		ITｲﾝﾌﾗ運用業務		5/31/16		NJN22		ＮＳ２２		2,261,301		2,261,301		2,261,301		1,853,251		408,050		18.04%		81.96%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1600081		森永乳業　統合売上開発支援他【SE】		2		森永乳業　統合売上開発支援他【SE】(6月)		6/30/16		NJI21		ＩＣＴ２１		2,625,750		2,625,750		2,625,750		2,217,176		408,574		15.56%		84.44%

		4		ＮＳ事 コト		U111003700		AIGﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ		1600031		顧客ｻｰﾋﾞｽ部業務支援		3		顧客ｻｰﾋﾞｽ部業務支援		8/5/16		NJN22		ＮＳ２２		2,165,000		2,165,000		2,165,000		1,755,493		409,507		18.91%		81.09%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600022		「同時同量　離脱増対応」システム構築		5		「同時同量　離脱増対応」システム構築		6/30/16		TBS2		東北S2		3,960,000		3,960,000		3,960,000		3,550,238		409,762		10.35%		89.65%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1600083		森永乳業　損益運用業務支援１		5		森永乳業　損益運用業務支援他(9月)		9/30/16		NJI21		ＩＣＴ２１		2,491,450		2,491,450		2,491,450		2,081,413		410,037		16.46%		83.54%

		2		ＩＣＴ事 コト		U096005700		ｿﾆｰ		1600002		クラウドプラットフォーム開発 業務		5		クラウドプラットフォーム開発 業務		9/30/16		SBSS1		佐原S1		1,487,500		1,487,500		1,487,500		1,076,410		411,090		27.64%		72.36%

		1		ＥＳ事 コト		U095026300		ﾌｸﾀﾞ電子		1600267		ＭＥ：DS-8600機能改良　開発支援作業		0		ＭＥ：DS-8600機能改良　開発支援作業		7/29/16		NJK21		ＥＳ２１		3,778,000		3,778,000		3,778,000		3,366,327		411,673		10.90%		89.10%

		2		ＩＣＴ事 コト		U108001200		ﾄﾞｺﾓｼｽﾃﾑｽﾞ		1600242		[DS]ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ技術調査および開発作業支援(2016年度)		0		[DS]ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ技術調査および開発作業支援(2016年4月)		4/30/16		NJI22		ＩＣＴ２２		3,748,333		3,748,333		3,748,333		3,336,498		411,835		10.99%		89.01%

		3		ＦＳ事 コト		U115000100		ｴﾑｱｲｶｰﾄﾞ		1600108		エムアイカード開発支援業務		4		エムアイカード開発支援業務（８月）		8/31/16		NJF12		ＦＳ１２		2,278,072		2,278,072		2,278,072		1,866,119		411,953		18.08%		81.92%

		3		ＦＳ事 コト		U095031800		東京農業大学		1600176		大学システム保守		4		大学システム保守（８月）		8/31/16		NJF12		ＦＳ１２		1,560,000		1,560,000		1,560,000		1,146,735		413,265		26.49%		73.51%

		1		ＥＳ事 コト		U095017100		富士ｾﾞﾛｯｸｽ情報		1600038		NECネッツSI様向け　教育支援システム開発業務		9		NECネッツSI様向け　教育支援システム開発業務		9/30/16		TBS1		東北S1		414,661		414,661		414,661		0		414,661		100.00%		0.00%

		3		ＦＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1600015		キヤノン医療機器システム開発		0		キヤノン医療機器システム開発		5/20/16		SBCS2		千葉S2		1,245,450		1,245,450		1,245,450		830,595		414,855		33.31%		66.69%

		1		ＥＳ事 コト		U099004200		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸITS		1500539		PASITS ﾄﾖﾀ様向け_17CY_RSE開発(2016)		1		PASITS ﾄﾖﾀ様向け_17CY_RSE開発(2016) 1Q ②		6/20/16		NJK22		ＥＳ２２		800,000		800,000		800,000		384,918		415,082		51.89%		48.11%

		2		ＩＣＴ事 コト		U103000200		ｼｬｰﾌﾟﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾋ		1600029		ソフトウェア開発業務		1		派遣料（ソフトウェア開発業務）		5/31/16		SBSS1		佐原S1		2,091,000		2,091,000		2,091,000		1,675,902		415,098		19.85%		80.15%

		3		ＦＳ事 コト		U106001900		NTTｺﾑｳｪｱ		1600111		Ａ生命様保全部ユーザー対応業務の委任		2		Ａ生命様保全部ユーザー対応業務の委任（６月）		6/30/16		NJF12		ＦＳ１２		2,210,000		2,210,000		2,210,000		1,794,256		415,744		18.81%		81.19%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600082		「大口・高圧自動検針対応」の情報化企画書		0		「大口・高圧自動検針対応」の情報化企画書		7/31/16		TBS2		東北S2		1,920,000		1,920,000		1,920,000		1,503,688		416,312		21.68%		78.32%

		2		ＩＣＴ事 コト		U096005700		ｿﾆｰ		1600002		クラウドプラットフォーム開発 業務		1		クラウドプラットフォーム開発 業務		5/31/16		SBSS1		佐原S1		1,487,500		1,487,500		1,487,500		1,071,050		416,450		28.00%		72.00%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1600072		CTC(SI委託契約)MH_ｱﾌﾟﾘ仮想化基盤開発支援A(H28)		1		CTC(SI委託契約)MH_ｱﾌﾟﾘ仮想化基盤開発支援A(H28)		5/31/16		NJN21		ＮＳ２１		2,090,000		2,090,000		2,090,000		1,673,359		416,641		19.93%		80.07%

		5		その他 タ		U097001600		ｼﾞｪｲｱｲ傷害火災		1600022		【OSG】ｼﾞｪｲｱｲ/ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ		2		【OSG】ｼﾞｪｲｱｲ/ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ		6/30/16		EBCS		ＣＳ課		1,317,099		1,317,099		1,317,099		900,175		416,924		31.65%		68.35%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1600064		CTC(SI諸業務)金融ｼｽ1部1･2･4課(H28)		2		CTC(SI諸業務)金融ｼｽ1部1･2･4課(H28)		6/30/16		NJN21		ＮＳ２１		3,583,908		3,583,908		3,583,908		3,166,944		416,964		11.63%		88.37%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1600073		CTC(MH海外ﾒｰﾙ監査ｼｽﾃﾑ保守）(H28)		1		CTC(MH海外ﾒｰﾙ監査ｼｽﾃﾑ保守）(H28)		5/31/16		NJN21		ＮＳ２１		2,180,000		2,180,000		2,180,000		1,762,848		417,152		19.14%		80.86%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1600317		[NMSE]移開部ドコモメール評価		3		移開部ドコモメール評価_8月		8/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		3,381,450		3,381,450		3,381,450		2,963,403		418,047		12.36%		87.64%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600190		H28 ITサービスマネジメント部第３チーム		4		H28 ITサービスマネジメント部第３チーム		8/31/16		NJNA1		ＮＡ１		2,944,870		2,944,870		2,944,870		2,526,297		418,573		14.21%		85.79%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600094		設備開発課　維持管理（Ｇ８Ｘ、Ｈ７２、Ｅｘｘ）		1		設備開発課　維持管理（Ｇ８Ｘ、Ｈ７２、Ｅｘｘ）		9/30/16		TBS2		東北S2		1,240,800		1,240,800		1,240,800		822,036		418,764		33.75%		66.25%

		3		ＦＳ事 コト		U095010700		ちばぎんｺﾝﾋﾟｭｰ		1600016		CCS　国保システム　ソフトウェア開発		4		CCS　国保システム　ソフトウェア開発		8/31/16		SBCS2		千葉S2		3,260,000		3,260,000		3,260,000		2,840,018		419,982		12.88%		87.12%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1600313		あんしん関連アプリ動作確認業務		1		あんしん関連アプリ動作確認業務_6_7月		7/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		676,100		676,100		676,100		255,615		420,485		62.19%		37.81%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1600071		CTC(SI委託契約)MARISYS_市場系ﾘｽｸ案件支援(H28)		1		CTC(SI委託契約)MARISYS_市場系ﾘｽｸ案件支援(H28)		5/31/16		NJN21		ＮＳ２１		1,500,000		1,500,000		1,500,000		1,079,276		420,724		28.05%		71.95%

		2		ＩＣＴ事 コト		U112000900		ｱｲ･ｴﾑ･ｼﾞｪｲ		1500291		IMJ LEONET開発		14		[IMJ]LEONETｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ ﾌﾙﾘﾆｭｰｱﾙｱﾌﾟﾘ通知履歴機能対応 		7/31/16		NJI22		ＩＣＴ２２		720,000		720,000		720,000		298,794		421,206		58.50%		41.50%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1600070		CTC(SI委託契約)MH_ｱﾌﾟﾘ仮想化基盤保守(H28)		4		CTC(SI委託契約)MH_ｱﾌﾟﾘ仮想化基盤保守(H28)		8/31/16		NJN21		ＮＳ２１		3,056,565		3,056,565		3,056,565		2,634,696		421,869		13.80%		86.20%

		1		ＥＳ事 コト		U109003400		東日本電信電話		1600039		平成２８年度　Ｐ－ＮＭＳシステム運用・保守		5		平成２８年度　Ｐ－ＮＭＳシステム運用・保守		9/30/16		TBS1		東北S1		1,959,000		1,959,000		1,959,000		1,537,017		421,983		21.54%		78.46%

		2		ＩＣＴ事 コト		U096005700		ｿﾆｰ		1600002		クラウドプラットフォーム開発 業務		0		クラウドプラットフォーム開発 業務		4/30/16		SBSS1		佐原S1		1,487,500		1,487,500		1,487,500		1,064,236		423,264		28.45%		71.55%

		1		ＥＳ事 コト		U114003800		ﾄﾖﾀ自動車		1600128		MGソフト開発[2016]		0		MGソフト開発[2016.04-06]		6/30/16		NJK11		ＥＳ１１		7,085,000		7,085,000		7,085,000		6,661,691		423,309		5.97%		94.03%

		4		ＮＳ事 コト		U111003700		AIGﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ		1600030		顧客ｻｰﾋﾞｽ部運用管理業務		2		顧客ｻｰﾋﾞｽ部運用管理業務		7/7/16		NJN22		ＮＳ２２		1,990,000		1,990,000		1,990,000		1,566,529		423,471		21.28%		78.72%

		1		ＥＳ事 コト		U095045000		ｳｪｻﾞｰﾆｭｰｽﾞ		1600078		WNI　MOL Loop		5		WNI　MOL Loop開発作業 9月		9/30/16		SBCS1		千葉S1		1,650,000		1,650,000		1,650,000		1,226,507		423,493		25.67%		74.33%

		5		その他 タ		U095026804		大興ﾋﾞｼﾞﾈｽ		1600025		【OSG】大興/ｻﾌﾟﾗｲ業務		1		【OSG】大興/ｻﾌﾟﾗｲ業務		5/31/16		EBCS		ＣＳ課		1,700,000		1,700,000		1,700,000		1,275,743		424,257		24.96%		75.04%

		3		ＦＳ事 コト		U098003600		慶應義塾中等部		1500363		慶應義塾中等部（一括請負案件）		5		新学事：ﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ＆改修　その５		5/25/16		NJF12		ＦＳ１２		752,500		752,500		752,500		327,565		424,935		56.47%		43.53%

		3		ＦＳ事 コト		U106001900		NTTｺﾑｳｪｱ		1600111		Ａ生命様保全部ユーザー対応業務の委任		4		Ａ生命様保全部ユーザー対応業務の委任（８月）		8/31/16		NJF12		ＦＳ１２		2,107,300		2,107,300		2,107,300		1,681,865		425,435		20.19%		79.81%

		3		ＦＳ事 コト		U115000100		ｴﾑｱｲｶｰﾄﾞ		1600108		エムアイカード開発支援業務		1		エムアイカード開発支援業務（５月）		5/31/16		NJF12		ＦＳ１２		2,357,932		2,357,932		2,357,932		1,931,763		426,169		18.07%		81.93%

		4		ＮＳ事 コト		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1600100		NHKMT IT運用部（放送系）		5		NHKMT IT運用部（放送系）		9/30/16		NJN12		ＮＳ１２		4,856,037		4,856,037		4,856,037		4,429,858		426,179		8.78%		91.22%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1600320		ＺＳ　2016年度上半期業務支援(保守業務)		20		2016年度上半期業務支援(保守業務)【追加】(6月)		6/30/16		NJF11		ＦＳ１１		3,380,000		3,380,000		3,380,000		2,952,989		427,011		12.63%		87.37%

		4		ＮＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1600005		【FIS-SE】運用管理業務		0		【FIS-SE】運用管理業務		4/30/16		NJN11		ＮＳ１１		3,120,000		3,120,000		3,120,000		2,692,297		427,703		13.71%		86.29%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1600245		[KC]FOTA 端末アプリ開発		0		CA37 FOTA開発		5/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		2,418,000		2,418,000		2,418,000		1,989,826		428,174		17.71%		82.29%

		3		ＦＳ事 コト		U095001800		埼玉県		1600054		統合サーバー保守		3		統合サーバー保守		7/31/16		NJF22		ＦＳ２２		2,420,000		2,420,000		2,420,000		1,991,608		428,392		17.70%		82.30%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1600317		[NMSE]移開部ドコモメール評価		4		移開部ドコモメール評価_9月		9/30/16		NJI12		ＩＣＴ１２		3,088,650		3,088,650		3,088,650		2,659,491		429,159		13.89%		86.11%

		2		ＩＣＴ事 コト		U096005700		ｿﾆｰ		1600003		クライアントライブラリ開発 業務		0		クライアントライブラリ開発 業務		4/30/16		SBSS1		佐原S1		1,714,500		1,714,500		1,714,500		1,284,641		429,859		25.07%		74.93%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1600203		[NMSE]移動機(IOT L1特性)評価(H28上)		4		[NMSE]移動機(IOT L1特性)評価(H28上)_8月		8/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		2,140,000		2,140,000		2,140,000		1,710,008		429,992		20.09%		79.91%

		4		ＮＳ事 コト		U097001400		富士通(品川)		1600344		ﾌｧｲﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ		0		ﾌｧｲﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ		7/27/16		NJN11		ＮＳ１１		1,507,730		1,507,730		1,507,730		1,077,050		430,680		28.56%		71.44%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1600067		CTC(MHCBﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌｨｰﾄﾞ案件支援)(H28)		3		CTC(MHCBﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌｨｰﾄﾞ案件支援)(H28)		7/31/16		NJN21		ＮＳ２１		2,147,749		2,147,749		2,147,749		1,717,040		430,709		20.05%		79.95%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1400642		[KC]KA434466 ﾃﾞｲﾘｰｽﾃｯﾌﾟ、ﾎｰﾑ、ｷﾞｬﾗﾘｰ		22		[KC]I74M ギャラリーアプリ開発 機能開発		4/30/16		NJI12		ＩＣＴ１２		8,625,750		8,625,750		8,625,750		8,194,463		431,287		5.00%		95.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U115005000		ｿﾆｰｽﾄﾚｰｼﾞﾒﾃﾞｨｱ		1600206		[SSMD]メディアプラットフォーム開発サポート業務		1		[SSMD]メディアPF開発サポート業務(5月)		5/20/16		NJI11		ＩＣＴ１１		1,590,383		1,590,383		1,590,383		1,158,945		431,438		27.13%		72.87%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600016		用地再構築　システム構築		2		用地再構築　システム構築		6/30/16		TBS2		東北S2		5,055,000		5,055,000		5,055,000		4,621,585		433,415		8.57%		91.43%

		4		ＮＳ事 コト		U097003000		ｱﾒﾘｶﾝﾎｰﾑ医療		1600028		情報ｾｷｭﾘﾃｨ管理業務		4		情報ｾｷｭﾘﾃｨ管理業務		8/31/16		NJN22		ＮＳ２２		2,140,000		2,140,000		2,140,000		1,706,142		433,858		20.27%		79.73%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600093		Ｅ４１粟島数量入力漏れ対応メンテナンス		0		Ｅ４１粟島数量入力漏れ対応メンテナンス		8/31/16		TBS2		東北S2		990,000		990,000		990,000		555,009		434,991		43.94%		56.06%

		4		ＮＳ事 コト		U109000700		出版共同流通		1600094		蓮田センター　運用管理		4		蓮田センター　運用管理		8/31/16		NJN12		ＮＳ１２		3,735,000		3,735,000		3,735,000		3,299,738		435,262		11.65%		88.35%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600082		「大口・高圧自動検針対応」の情報化企画書		1		「大口・高圧自動検針対応」の情報化企画書		8/31/16		TBS2		東北S2		1,920,000		1,920,000		1,920,000		1,484,630		435,370		22.68%		77.32%

		4		ＮＳ事 コト		U097003000		ｱﾒﾘｶﾝﾎｰﾑ医療		1600029		ITｲﾝﾌﾗ運用業務		4		ITｲﾝﾌﾗ運用業務		8/31/16		NJN22		ＮＳ２２		2,130,000		2,130,000		2,130,000		1,694,160		435,840		20.46%		79.54%

		4		ＮＳ事 コト		U095023300		三井ﾎｰﾑ		1600008		情報システムグループ サポート業務		1		情報システムグループ サポート業務		5/31/16		NJN11		ＮＳ１１		1,720,685		1,720,685		1,720,685		1,284,599		436,086		25.34%		74.66%

		3		ＦＳ事 コト		U095001800		埼玉県		1600054		統合サーバー保守		2		統合サーバー保守		6/30/16		NJF22		ＦＳ２２		2,420,000		2,420,000		2,420,000		1,983,479		436,521		18.04%		81.96%

		1		ＥＳ事 コト		U114002500		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾈｯﾄ開		1600067		Androidデバイスドライバ開発		0		Androidデバイスドライバ開発		6/25/16		TBS1		東北S1		4,230,000		4,230,000		4,230,000		3,792,395		437,605		10.35%		89.65%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1600263		[KC]カメラアプリ開発		4		CA48 Underwater_Camera機能(設計/製造/評価)		7/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		2,106,000		2,106,000		2,106,000		1,668,337		437,663		20.78%		79.22%

		1		ＥＳ事 コト		U095026300		ﾌｸﾀﾞ電子		1600272		ＭＩＲ：機器ドライバ開発		0		ＭＩＲ：春日部市立病院　モニタドライバ開発		5/19/16		NJK21		ＥＳ２１		1,280,000		1,280,000		1,280,000		841,975		438,025		34.22%		65.78%

		4		ＮＳ事 コト		U097001400		富士通(品川)		1600344		ﾌｧｲﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ		2		ﾌｧｲﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ		9/28/16		NJN11		ＮＳ１１		2,153,900		2,153,900		2,153,900		1,714,962		438,938		20.38%		79.62%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1600067		CTC(MHCBﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌｨｰﾄﾞ案件支援)(H28)		4		CTC(MHCBﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌｨｰﾄﾞ案件支援)(H28)		8/31/16		NJN21		ＮＳ２１		2,101,528		2,101,528		2,101,528		1,661,771		439,757		20.93%		79.07%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1600237		[NMSE]ドコモメールアプリ評価		5		SL推アプリ試験 ドコモメール評価(9月)		9/30/16		NJI12		ＩＣＴ１２		2,616,200		2,616,200		2,616,200		2,176,205		439,995		16.82%		83.18%

		1		ＥＳ事 コト		U095007203		沖電気工業芝浦		1500343		OKI 新AVM端末		4		OKI 新AVM端末システムテスト業務支援 7月①		8/31/16		NJK22		ＥＳ２２		1,541,000		1,541,000		1,541,000		1,100,822		440,178		28.56%		71.44%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1600066		CTC(MHBK　WEB基盤ポータル保守)(H28)		3		CTC(MHBK　WEB基盤ポータル保守)(H28)		7/31/16		NJN21		ＮＳ２１		2,252,000		2,252,000		2,252,000		1,811,658		440,342		19.55%		80.45%

		4		ＮＳ事 コト		U106000500		NSSLCｻｰﾋﾞｽ		1600024		広域ネットワーク構築・運用管理業務		1		広域ネットワーク構築・運用管理業務		5/31/16		NJN22		ＮＳ２２		4,582,975		4,582,975		4,582,975		4,142,437		440,538		9.61%		90.39%

		4		ＮＳ事 コト		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1600099		NHKMT インターネット運用業務		5		NHKMT インターネット運用業務		9/30/16		NJN12		ＮＳ１２		2,460,000		2,460,000		2,460,000		2,019,361		440,639		17.91%		82.09%

		3		ＦＳ事 コト		U106001900		NTTｺﾑｳｪｱ		1600112		Ａ生命様契約部ユーザー対応業務の委任		3		Ａ生命様契約部ユーザー対応業務の委任（７月）		7/31/16		NJF12		ＦＳ１２		2,380,000		2,380,000		2,380,000		1,938,701		441,299		18.54%		81.46%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600251		CAP規定値設定ファイル作成		0		CAP規定値設定ファイル作成		8/31/16		NJNA1		ＮＡ１		1,580,000		1,580,000		1,580,000		1,137,011		442,989		28.04%		71.96%

		2		ＩＣＴ事 コト		U096005700		ｿﾆｰ		1600007		メタデータ配信サービス向けクラウドシステムの開発		1		メタデータ配信サービス向けクラウドシステムの開発運		5/20/16		SBSS1		佐原S1		1,522,500		1,522,500		1,522,500		1,079,223		443,277		29.12%		70.88%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1600115		IBM) NKランオフヘルプ		0		IBM) NKランオフヘルプ		5/10/16		NJN23		ＮＳ２３		1,820,000		1,820,000		1,820,000		1,376,723		443,277		24.36%		75.64%

		2		ＩＣＴ事 コト		U112000200		ｸｱﾙｺﾑｼｰﾃﾞｨｰｴﾑｴ		1600256		[QCOM]LTE評価業務		1		[QCOM]LTE評価業務(5月)		5/31/16		NJI11		ＩＣＴ１１		2,199,618		2,199,618		2,199,618		1,755,707		443,911		20.18%		79.82%

		3		ＦＳ事 コト		U115000100		ｴﾑｱｲｶｰﾄﾞ		1600108		エムアイカード開発支援業務		3		エムアイカード開発支援業務（７月）		7/31/16		NJF12		ＦＳ１２		2,250,000		2,250,000		2,250,000		1,805,448		444,552		19.76%		80.24%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1600080		森永乳業　一般開発業務支援【SE】		1		森永乳業　一般開発業務支援【SE】(5月)		5/31/16		NJI21		ＩＣＴ２１		2,370,000		2,370,000		2,370,000		1,924,348		445,652		18.80%		81.20%

		2		ＩＣＴ事 コト		U096005700		ｿﾆｰ		1600003		クライアントライブラリ開発 業務		4		クラウドプラットフォーム・クライアントライブラリ開		8/31/16		SBSS1		佐原S1		1,749,000		1,749,000		1,749,000		1,303,272		445,728		25.48%		74.52%

		3		ＦＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1600015		キヤノン医療機器システム開発		4		キヤノン医療機器システム開発		9/20/16		SBCS2		千葉S2		1,528,825		1,528,825		1,528,825		1,082,554		446,271		29.19%		70.81%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1600034		C-ITS 次期ラップ構築		0		C-ITS 次期ラップ構築 04月		4/30/16		SBSS2		佐原S2		5,870,000		5,870,000		5,870,000		5,423,375		446,625		7.61%		92.39%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1600263		[KC]カメラアプリ開発		2		CA48 Camera機能(設計/製造/評価)		6/30/16		NJI12		ＩＣＴ１２		3,744,000		3,744,000		3,744,000		3,296,933		447,067		11.94%		88.06%

		4		ＮＳ事 コト		U097003000		ｱﾒﾘｶﾝﾎｰﾑ医療		1600029		ITｲﾝﾌﾗ運用業務		3		ITｲﾝﾌﾗ運用業務		7/31/16		NJN22		ＮＳ２２		2,214,561		2,214,561		2,214,561		1,766,868		447,693		20.22%		79.78%

		3		ＦＳ事 コト		U106001900		NTTｺﾑｳｪｱ		1600110		Ａ生命様契企部業務の委任		0		Ａ生命様契企部業務の委任（４月）		4/30/16		NJF12		ＦＳ１２		1,860,000		1,860,000		1,860,000		1,412,140		447,860		24.08%		75.92%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1600365		ゆうゆう共済事務支援ｼｽﾃﾑ2016度8月年次開発		2		ゆうゆう共済事務支援ｼｽﾃﾑ2016度8月年次開発(9月)		9/30/16		NJF11		ＦＳ１１		1,428,050		1,428,050		1,428,050		977,824		450,226		31.53%		68.47%

		2		ＩＣＴ事 コト		U096005700		ｿﾆｰ		1600003		クライアントライブラリ開発 業務		2		クラウドプラットフォーム・クライアントライブラリ開		6/30/16		SBSS1		佐原S1		1,923,125		1,923,125		1,923,125		1,472,819		450,306		23.42%		76.58%

		4		ＮＳ事 コト		U112001400		AIRDO		1600199		H28 AIRDO社内システム保守運用作業		3		H28 AIRDO社内システム保守運用作業		7/31/16		NJNA1		ＮＡ１		1,648,254		1,648,254		1,648,254		1,197,946		450,308		27.32%		72.68%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1500518		[KC]2016春夏 CAMERA EntryHome		1		[KC]CA37 MagnifyingGlass開発		7/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		1,287,000		1,287,000		1,287,000		836,589		450,411		35.00%		65.00%

		5		その他 タ		U097001800		ｼｰｴｰｼｰﾅﾚｯｼﾞ		1600011		【OSG】CAC/ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ業務		0		【OSG】CAC/ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ業務		4/30/16		EBCS		ＣＳ課		1,696,925		1,696,925		1,696,925		1,245,108		451,817		26.63%		73.37%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1600081		森永乳業　統合売上開発支援他【SE】		5		森永乳業　統合売上開発支援他【SE】(9月)		9/30/16		NJI21		ＩＣＴ２１		2,592,450		2,592,450		2,592,450		2,140,416		452,034		17.44%		82.56%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1600320		ＺＳ　2016年度上半期業務支援(保守業務)		21		2016年度上半期業務支援(保守業務)【追加】(7月)		7/31/16		NJF11		ＦＳ１１		3,380,000		3,380,000		3,380,000		2,927,374		452,626		13.39%		86.61%

		4		ＮＳ事 コト		U109000700		出版共同流通		1600095		所沢センター　運用管理		3		所沢センター　運用管理		7/31/16		NJN12		ＮＳ１２		3,093,125		3,093,125		3,093,125		2,639,191		453,934		14.68%		85.32%

		2		ＩＣＴ事 コト		U105001200		寺岡精工		1600287		[寺岡]ラベルプリンタソフトウェア開発		0		[寺岡]ラベルプリンタソフトウェア開発		5/20/16		NJI12		ＩＣＴ１２		1,189,062		1,189,062		1,189,062		734,768		454,294		38.21%		61.79%

		3		ＦＳ事 コト		U106001900		NTTｺﾑｳｪｱ		1600110		Ａ生命様契企部業務の委任		3		Ａ生命様契企部業務の委任（７月）		7/31/16		NJF12		ＦＳ１２		1,860,000		1,860,000		1,860,000		1,404,183		455,817		24.51%		75.49%

		4		ＮＳ事 コト		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1600100		NHKMT IT運用部（放送系）		0		NHKMT IT運用部（放送系）		4/30/16		NJN12		ＮＳ１２		4,866,909		4,866,909		4,866,909		4,408,793		458,116		9.41%		90.59%

		4		ＮＳ事 コト		U104003100		富士通ｴﾌｻｽ		1500508		ﾌｧｲﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ		2		【Fsus】ﾌｧｲﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ		6/23/16		NJN11		ＮＳ１１		2,110,000		2,110,000		2,110,000		1,651,427		458,573		21.73%		78.27%

		2		ＩＣＴ事 コト		U096005700		ｿﾆｰ		1600003		クライアントライブラリ開発 業務		3		クラウドプラットフォーム・クライアントライブラリ開		7/31/16		SBSS1		佐原S1		1,726,000		1,726,000		1,726,000		1,266,941		459,059		26.60%		73.40%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1600079		森永乳業　一般開発業務支援【開発】		2		森永乳業　一般開発業務支援【開発】(6月)		6/30/16		NJI21		ＩＣＴ２１		3,930,000		3,930,000		3,930,000		3,467,060		462,940		11.78%		88.22%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1600034		C-ITS 次期ラップ構築		2		C-ITS 次期ラップ構築 06月		6/28/16		SBSS2		佐原S2		3,715,436		3,715,436		3,715,436		3,252,224		463,212		12.47%		87.53%

		2		ＩＣＴ事 コト		U096005700		ｿﾆｰ		1600003		クライアントライブラリ開発 業務		5		クラウドプラットフォーム・クライアントライブラリ開		9/30/16		SBSS1		佐原S1		1,680,000		1,680,000		1,680,000		1,216,636		463,364		27.58%		72.42%

		2		ＩＣＴ事 コト		U115005000		ｿﾆｰｽﾄﾚｰｼﾞﾒﾃﾞｨｱ		1600208		[SSMD]新規商品ソフトウェア開発サポート業務		5		[SSMD]新規商品ソフトウェア開発サポート業務(9月)		9/30/16		NJI11		ＩＣＴ１１		2,327,500		2,327,500		2,327,500		1,863,313		464,187		19.94%		80.06%

		2		ＩＣＴ事 コト		U096005700		ｿﾆｰ		1600004		クラウドデータ処理システム開発 業務		1		クラウドデータ処理システム開発 業務		5/31/16		SBSS1		佐原S1		2,327,500		2,327,500		2,327,500		1,862,909		464,591		19.96%		80.04%

		5		その他 タ		U097001600		ｼﾞｪｲｱｲ傷害火災		1600022		【OSG】ｼﾞｪｲｱｲ/ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ		1		【OSG】ｼﾞｪｲｱｲ/ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ		5/31/16		EBCS		ＣＳ課		1,368,061		1,368,061		1,368,061		901,893		466,168		34.08%		65.92%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500536		【SJNKS･満期】日常（２０１６年度）		1		【SJNKS･満期】日常（2016年06月）		6/30/16		NJF21		ＦＳ２１		2,475,000		2,475,000		2,475,000		2,008,333		466,667		18.86%		81.14%

		3		ＦＳ事 コト		U106001900		NTTｺﾑｳｪｱ		1600111		Ａ生命様保全部ユーザー対応業務の委任		0		Ａ生命様保全部ユーザー対応業務の委任（４月）		4/30/16		NJF12		ＦＳ１２		2,210,000		2,210,000		2,210,000		1,742,537		467,463		21.15%		78.85%

		3		ＦＳ事 コト		U115000800		日鉄住金ﾃｯｸｽｴﾝ		1500284		TEXENG PCI能力増強対応GKP改造		1		TEXENG PCI能力増強対応GKP改造(Phase2)		7/27/16		SBSS2		佐原S2		2,047,500		2,047,500		2,047,500		1,578,840		468,660		22.89%		77.11%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1600083		森永乳業　損益運用業務支援１		3		森永乳業　損益運用業務支援他(7月)		7/31/16		NJI21		ＩＣＴ２１		2,480,000		2,480,000		2,480,000		2,011,276		468,724		18.90%		81.10%

		3		ＦＳ事 コト		U095010700		ちばぎんｺﾝﾋﾟｭｰ		1600016		CCS　国保システム　ソフトウェア開発		2		CCS　国保システム　ソフトウェア開発		6/30/16		SBCS2		千葉S2		3,500,000		3,500,000		3,500,000		3,030,297		469,703		13.42%		86.58%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600167		【SJNKS･支援】代理店計上Ｇ　同席ＳＥ(2016年度）		2		【SJNKS･支援】代理店計上Ｇ　同席ＳＥ(2016年06月）		6/30/16		NJF21		ＦＳ２１		1,960,000		1,960,000		1,960,000		1,490,207		469,793		23.97%		76.03%

		2		ＩＣＴ事 コト		U096005700		ｿﾆｰ		1600008		クラウドデータ処理システム開発 業務		2		クラウドデータ処理システム開発 業務		6/30/16		SBSS1		佐原S1		3,228,075		3,228,075		3,228,075		2,758,041		470,034		14.56%		85.44%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600017		「G83広域機関対応」システム構築		1		「G83広域機関対応」システム構築		5/31/16		TBS2		東北S2		2,640,000		2,640,000		2,640,000		2,169,558		470,442		17.82%		82.18%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600170		【SJNKS･支援】品質管理Ｇ　同席ＳＥ(2016年度）		2		【SJNKS･支援】品質管理Ｇ　同席ＳＥ(2016年06月）		6/30/16		NJF21		ＦＳ２１		1,960,000		1,960,000		1,960,000		1,489,386		470,614		24.01%		75.99%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1600073		CTC(MH海外ﾒｰﾙ監査ｼｽﾃﾑ保守）(H28)		0		CTC(MH海外ﾒｰﾙ監査ｼｽﾃﾑ保守）(H28)		4/30/16		NJN21		ＮＳ２１		2,180,000		2,180,000		2,180,000		1,709,209		470,791		21.60%		78.40%

		5		その他 タ		U097001600		ｼﾞｪｲｱｲ傷害火災		1600022		【OSG】ｼﾞｪｲｱｲ/ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ		4		【OSG】ｼﾞｪｲｱｲ/ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ		8/31/16		EBCS		ＣＳ課		1,423,613		1,423,613		1,423,613		951,111		472,502		33.19%		66.81%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1600073		CTC(MH海外ﾒｰﾙ監査ｼｽﾃﾑ保守）(H28)		5		CTC(MH海外ﾒｰﾙ監査ｼｽﾃﾑ保守）(H28)		9/30/16		NJN21		ＮＳ２１		2,180,000		2,180,000		2,180,000		1,707,367		472,633		21.68%		78.32%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600250		H28 IS 移行推進チーム支援-ISM		0		H28 IS 移行推進チーム支援-ISM		5/31/16		NJNA1		ＮＡ１		1,580,000		1,580,000		1,580,000		1,106,809		473,191		29.95%		70.05%

		2		ＩＣＴ事 コト		U115005100		ｿﾆｰｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｿﾘｭ		1600211		[SSS]LTEソフトウェア開発業務		2		[SSS]LTEソフトウェア開発業務(6月)		6/30/16		NJI11		ＩＣＴ１１		3,350,000		3,350,000		3,350,000		2,875,894		474,106		14.15%		85.85%

		5		その他 タ		U096005700		ｿﾆｰ		1600056		【SSG】SONY/ｸﾗｳﾄﾞﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ開発業務		3		【SSG】SONY/ｸﾗｳﾄﾞﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ開発(00395120) 7月		7/31/16		EBCS		ＣＳ課		2,968,157		2,968,157		2,968,157		2,493,610		474,547		15.99%		84.01%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1600081		森永乳業　統合売上開発支援他【SE】		3		森永乳業　統合売上開発支援他【SE】(7月)		7/31/16		NJI21		ＩＣＴ２１		2,470,000		2,470,000		2,470,000		1,994,171		475,829		19.26%		80.74%

		3		ＦＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500018		キヤノン医療機器システム開発		11		キヤノン医療機器システム開発		4/20/16		SBCS2		千葉S2		1,550,750		1,550,750		1,550,750		1,074,727		476,023		30.70%		69.30%

		4		ＮＳ事 コト		U109000700		出版共同流通		1600094		蓮田センター　運用管理		1		蓮田センター　運用管理		5/31/16		NJN12		ＮＳ１２		3,735,000		3,735,000		3,735,000		3,258,572		476,428		12.76%		87.24%

		5		その他 タ		U108001800		MIEL顧客販売		1600386		MIEL顧客向け販売プロジェクト		0		MIEL(明治安田ST)向け販売プロジェクト		9/30/16		NERPG		ＲＤＰ（原）		476,852		476,852		476,852		0		476,852		100.00%		0.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600094		設備開発課　維持管理（Ｇ８Ｘ、Ｈ７２、Ｅｘｘ）		0		設備開発課　維持管理（Ｇ８Ｘ、Ｈ７２、Ｅｘｘ）		8/31/16		TBS2		東北S2		1,320,000		1,320,000		1,320,000		841,530		478,470		36.25%		63.75%

		3		ＦＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1600038		IBM 生産管理		2		IBM 生産管理 06月		6/30/16		SBSS2		佐原S2		9,270,000		9,270,000		9,270,000		8,791,313		478,687		5.16%		94.84%

		2		ＩＣＴ事 コト		U096005700		ｿﾆｰ		1600004		クラウドデータ処理システム開発 業務		0		クラウドデータ処理システム開発 業務		4/30/16		SBSS1		佐原S1		2,466,562		2,466,562		2,466,562		1,987,740		478,822		19.41%		80.59%

		5		その他 タ		U114004400		科学技術振興機		1600057		【SSG】JST/派遣職員		1		【SSG】JST/派遣職員		5/31/16		EBCS		ＣＳ課		1,251,568		1,251,568		1,251,568		771,531		480,037		38.35%		61.65%

		3		ＦＳ事 コト		U115000800		日鉄住金ﾃｯｸｽｴﾝ		1600150		TEXENG 特性値管理　ソフト開発(1CC)		0		TEXENG 特性値管理　ソフト開発(1CC) 詳細設計		9/28/16		SBSS2		佐原S2		962,500		962,500		962,500		480,991		481,509		50.03%		49.97%

		5		その他 タ		U097001600		ｼﾞｪｲｱｲ傷害火災		1600022		【OSG】ｼﾞｪｲｱｲ/ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ		3		【OSG】ｼﾞｪｲｱｲ/ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ		7/31/16		EBCS		ＣＳ課		1,400,743		1,400,743		1,400,743		917,855		482,888		34.47%		65.53%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1600203		[NMSE]移動機(IOT L1特性)評価(H28上)		0		[NMSE]移動機(IOT L1特性)評価(H28上)_4月		4/30/16		NJI12		ＩＣＴ１２		2,790,000		2,790,000		2,790,000		2,306,010		483,990		17.35%		82.65%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600015		「28.4自由化開発(小売)フォロー」の情報化企画書		2		「28.4自由化開発(小売)フォロー」の情報化企画書		6/30/16		TBS2		東北S2		4,480,000		4,480,000		4,480,000		3,995,574		484,426		10.81%		89.19%

		4		ＮＳ事 コト		U106000500		NSSLCｻｰﾋﾞｽ		1600024		広域ネットワーク構築・運用管理業務		20		広域ネットワーク構築・運用管理業務		5/20/16		NJN22		ＮＳ２２		4,531,250		4,531,250		4,531,250		4,046,710		484,540		10.69%		89.31%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1600203		[NMSE]移動機(IOT L1特性)評価(H28上)		3		[NMSE]移動機(IOT L1特性)評価(H28上)_7月		7/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		2,140,000		2,140,000		2,140,000		1,654,875		485,125		22.67%		77.33%

		2		ＩＣＴ事 コト		U115005000		ｿﾆｰｽﾄﾚｰｼﾞﾒﾃﾞｨｱ		1600206		[SSMD]メディアプラットフォーム開発サポート業務		4		[SSMD]メディアPF開発サポート業務(8月)		8/20/16		NJI11		ＩＣＴ１１		2,570,000		2,570,000		2,570,000		2,084,663		485,337		18.88%		81.12%

		3		ＦＳ事 コト		U099000300		川越市		1600055		川越市（維持管理）		4		川越市（維持管理）		8/31/16		NJF22		ＦＳ２２		2,465,000		2,465,000		2,465,000		1,979,415		485,585		19.70%		80.30%

		5		その他 タ		U096005700		ｿﾆｰ		1600056		【SSG】SONY/ｸﾗｳﾄﾞﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ開発業務		5		【SSG】SONY/ｸﾗｳﾄﾞﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ開発(00395120) 9月		9/30/16		EBCS		ＣＳ課		3,038,406		3,038,406		3,038,406		2,552,570		485,836		15.99%		84.01%

		3		ＦＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1600015		キヤノン医療機器システム開発		2		キヤノン医療機器システム開発		7/20/16		SBCS2		千葉S2		1,529,800		1,529,800		1,529,800		1,042,588		487,212		31.85%		68.15%

		1		ＥＳ事 コト		U095026000		ｼﾞｮﾝｿﾝｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾞ		1500274		Ｊ：名駅一丁目計画テナントサーバー機能追加発注2		8		Ｊ：BMS機能修正		7/21/16		NJK21		ＥＳ２１		2,758,000		2,758,000		2,758,000		2,270,515		487,485		17.68%		82.32%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600173		【SJNKS･団体】廃止メディア（団サ三チーム）2016年度		4		【SJNKS･団体】廃止メディア（団サ三）2016年08月		8/31/16		NJF21		ＦＳ２１		1,725,000		1,725,000		1,725,000		1,237,391		487,609		28.27%		71.73%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1600320		ＺＳ　2016年度上半期業務支援(保守業務)		23		2016年度上半期業務支援(保守業務)【追加】(9月)		9/30/16		NJF11		ＦＳ１１		3,380,000		3,380,000		3,380,000		2,891,736		488,264		14.45%		85.55%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600060		「Ｇ２Ａ広域機関対応」システム構築		4		「Ｇ２Ａ広域機関対応」システム構築		9/30/16		TBS2		東北S2		1,650,000		1,650,000		1,650,000		1,160,128		489,872		29.69%		70.31%

		4		ＮＳ事 コト		U097003000		ｱﾒﾘｶﾝﾎｰﾑ医療		1600028		情報ｾｷｭﾘﾃｨ管理業務		1		情報ｾｷｭﾘﾃｨ管理業務		5/31/16		NJN22		ＮＳ２２		2,140,000		2,140,000		2,140,000		1,649,741		490,259		22.91%		77.09%

		2		ＩＣＴ事 コト		U115002500		ｿﾆｰﾋﾞﾃﾞｵ&ｻｳﾝﾄﾞ		1600209		[SVS]オーディオ機器向けソフトウェア設計業務		3		[SVS]オーディオ機器向けソフトウェア設計業務(7月)		7/20/16		NJI11		ＩＣＴ１１		1,775,500		1,775,500		1,775,500		1,284,434		491,066		27.66%		72.34%

		4		ＮＳ事 コト		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1600102		NHKMT 川口ｱｰｶｲﾌﾞｽｼｽﾃﾑ運用業務		5		NHKMT 川口ｱｰｶｲﾌﾞｽｼｽﾃﾑ運用業務		9/30/16		NJN12		ＮＳ１２		2,357,206		2,357,206		2,357,206		1,866,030		491,176		20.84%		79.16%

		2		ＩＣＴ事 コト		U115005100		ｿﾆｰｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｿﾘｭ		1600212		[SSS]IOT App開発/不具合解析業務		1		[SSS]IOT App開発/不具合解析業務(5月)		5/31/16		NJI11		ＩＣＴ１１		1,600,000		1,600,000		1,600,000		1,108,808		491,192		30.70%		69.30%

		3		ＦＳ事 コト		U106001900		NTTｺﾑｳｪｱ		1600110		Ａ生命様契企部業務の委任		5		Ａ生命様契企部業務の委任（９月）		9/30/16		NJF12		ＦＳ１２		1,860,000		1,860,000		1,860,000		1,368,377		491,623		26.43%		73.57%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1600066		CTC(MHBK　WEB基盤ポータル保守)(H28)		2		CTC(MHBK　WEB基盤ポータル保守)(H28)		6/30/16		NJN21		ＮＳ２１		2,252,000		2,252,000		2,252,000		1,759,810		492,190		21.86%		78.14%

		2		ＩＣＴ事 コト		U115005100		ｿﾆｰｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｿﾘｭ		1600210		[SSS]AGPSソフトウェア開発業務		0		[SSS]AGPSソフトウェア開発業務(4月)		4/30/16		NJI11		ＩＣＴ１１		2,500,000		2,500,000		2,500,000		2,007,467		492,533		19.70%		80.30%

		3		ＦＳ事 コト		U106001900		NTTｺﾑｳｪｱ		1600112		Ａ生命様契約部ユーザー対応業務の委任		5		Ａ生命様契約部ユーザー対応業務の委任（９月）		9/30/16		NJF12		ＦＳ１２		2,380,000		2,380,000		2,380,000		1,886,981		493,019		20.72%		79.28%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1600245		[KC]FOTA 端末アプリ開発		4		CA37 FOTA品確試験		6/30/16		NJI12		ＩＣＴ１２		1,528,800		1,528,800		1,528,800		1,035,492		493,308		32.27%		67.73%

		3		ＦＳ事 コト		U106001900		NTTｺﾑｳｪｱ		1600111		Ａ生命様保全部ユーザー対応業務の委任		5		Ａ生命様保全部ユーザー対応業務の委任（９月）		9/30/16		NJF12		ＦＳ１２		2,210,000		2,210,000		2,210,000		1,716,677		493,323		22.32%		77.68%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1600115		IBM) NKランオフヘルプ		3		IBM) NKランオフヘルプ		8/2/16		NJN23		ＮＳ２３		1,820,000		1,820,000		1,820,000		1,326,660		493,340		27.11%		72.89%

		2		ＩＣＴ事 コト		U112000200		ｸｱﾙｺﾑｼｰﾃﾞｨｰｴﾑｴ		1600257		[QCOM]IOT/FT評価業務		4		[QCOM]IOT/FT評価業務(8月)		8/31/16		NJI11		ＩＣＴ１１		2,500,908		2,500,908		2,500,908		2,007,267		493,641		19.74%		80.26%

		4		ＮＳ事 コト		U111003700		AIGﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ		1600030		顧客ｻｰﾋﾞｽ部運用管理業務		1		顧客ｻｰﾋﾞｽ部運用管理業務		6/3/16		NJN22		ＮＳ２２		1,990,000		1,990,000		1,990,000		1,496,028		493,972		24.82%		75.18%

		2		ＩＣＴ事 コト		U115002600		ｿﾆｰﾋﾞｼﾞｭｱﾙﾌﾟﾛﾀ		1600332		[SVP]BRAVIA Android開発業務		1		[SVP]BRAVIA Android開発業務(8月)		8/20/16		NJI11		ＩＣＴ１１		1,650,000		1,650,000		1,650,000		1,155,781		494,219		29.95%		70.05%

		4		ＮＳ事 コト		U095023300		三井ﾎｰﾑ		1600006		ｼｽﾃﾑ管理ｾﾝﾀｰ運用管理業務　他		1		ｼｽﾃﾑ管理ｾﾝﾀｰ運用管理業務　他		5/31/16		NJN11		ＮＳ１１		3,150,000		3,150,000		3,150,000		2,655,566		494,434		15.70%		84.30%

		2		ＩＣＴ事 コト		U115005100		ｿﾆｰｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｿﾘｭ		1600215		[SSS]次世代メモリコントローラ用FWの開発		0		[SSS]次世代メモリコントローラ用FWの開発(4月)		4/20/16		NJI11		ＩＣＴ１１		1,792,000		1,792,000		1,792,000		1,297,307		494,693		27.61%		72.39%

		1		ＥＳ事 コト		U099004200		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸITS		1500539		PASITS ﾄﾖﾀ様向け_17CY_RSE開発(2016)		0		PASITS ﾄﾖﾀ様向け_17CY_RSE開発(2016) 1Q		6/20/16		NJK22		ＥＳ２２		2,775,000		2,775,000		2,775,000		2,279,937		495,063		17.84%		82.16%

		2		ＩＣＴ事 コト		U115005100		ｿﾆｰｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｿﾘｭ		1600212		[SSS]IOT App開発/不具合解析業務		5		[SSS]IOT App開発/不具合解析業務(9月)		9/30/16		NJI11		ＩＣＴ１１		2,450,000		2,450,000		2,450,000		1,954,792		495,208		20.21%		79.79%

		2		ＩＣＴ事 コト		U115005100		ｿﾆｰｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｿﾘｭ		1600212		[SSS]IOT App開発/不具合解析業務		3		[SSS]IOT App開発/不具合解析業務(7月)		7/31/16		NJI11		ＩＣＴ１１		2,450,000		2,450,000		2,450,000		1,954,788		495,212		20.21%		79.79%

		4		ＮＳ事 コト		U095006805		日立製作情ｼ部		1600011		社保庁維持管理作業		1		社保庁維持管理作業		5/31/16		NJN11		ＮＳ１１		1,625,000		1,625,000		1,625,000		1,129,732		495,268		30.48%		69.52%

		5		その他 タ		U095033200		地方公共団体		1600085		【NSG】地方公共団体（梅木･山口・林田）		5		【NSG】地方自冶/OA業務		9/30/16		EBCS		ＣＳ課		1,650,000		1,650,000		1,650,000		1,154,635		495,365		30.02%		69.98%

		5		その他 タ		U114004400		科学技術振興機		1600057		【SSG】JST/派遣職員		5		【SSG】JST/派遣職員		9/30/16		EBCS		ＣＳ課		1,294,837		1,294,837		1,294,837		799,465		495,372		38.26%		61.74%

		2		ＩＣＴ事 コト		U115005100		ｿﾆｰｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｿﾘｭ		1600211		[SSS]LTEソフトウェア開発業務		3		[SSS]LTEソフトウェア開発業務(7月)		7/31/16		NJI11		ＩＣＴ１１		2,500,000		2,500,000		2,500,000		2,004,252		495,748		19.83%		80.17%

		2		ＩＣＴ事 コト		U115005000		ｿﾆｰｽﾄﾚｰｼﾞﾒﾃﾞｨｱ		1600205		[SSMD]メディア開発サポート業務		5		[SSMD]メディア開発サポート業務(9月)		9/30/16		NJI11		ＩＣＴ１１		3,493,828		3,493,828		3,493,828		2,997,330		496,498		14.21%		85.79%

		1		ＥＳ事 コト		U095007203		沖電気工業芝浦		1500515		OKI 消防救急デジタル無線システム[2016](山下・元吉)		0		OKI 消防救急デジタル無線システム[2016](山下・元吉)		4/29/16		NJK22		ＥＳ２２		2,624,895		2,624,895		2,624,895		2,126,422		498,473		18.99%		81.01%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1600203		[NMSE]移動機(IOT L1特性)評価(H28上)		5		[NMSE]移動機(IOT L1特性)評価(H28上)_9月		9/30/16		NJI12		ＩＣＴ１２		2,140,000		2,140,000		2,140,000		1,640,841		499,159		23.33%		76.67%

		4		ＮＳ事 コト		U104002900		長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮ		1600040		（長谷工-IT H28）ｻｰﾊﾞｰ･N/W･PC運用管理		5		（長谷工-IT H28）PC運用／技術支援作業		9/30/16		NJN22		ＮＳ２２		3,971,905		3,971,905		3,971,905		3,472,210		499,695		12.58%		87.42%

		5		その他 タ		U095033200		地方公共団体		1600085		【NSG】地方公共団体（梅木･山口・林田）		3		【NSG】地方自冶/OA業務		7/31/16		EBCS		ＣＳ課		1,650,000		1,650,000		1,650,000		1,149,980		500,020		30.30%		69.70%

		2		ＩＣＴ事 コト		U112000200		ｸｱﾙｺﾑｼｰﾃﾞｨｰｴﾑｴ		1600256		[QCOM]LTE評価業務		4		[QCOM]LTE評価業務(8月)		8/31/16		NJI11		ＩＣＴ１１		2,362,086		2,362,086		2,362,086		1,860,710		501,376		21.23%		78.77%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1600073		CTC(MH海外ﾒｰﾙ監査ｼｽﾃﾑ保守）(H28)		3		CTC(MH海外ﾒｰﾙ監査ｼｽﾃﾑ保守）(H28)		7/31/16		NJN21		ＮＳ２１		2,180,000		2,180,000		2,180,000		1,677,890		502,110		23.03%		76.97%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1600266		[KC]MDM(Security)開発		3		CA37 Security(MDM)開発(実装～総合評価)		7/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		2,238,600		2,238,600		2,238,600		1,736,178		502,422		22.44%		77.56%

		3		ＦＳ事 コト		U106001900		NTTｺﾑｳｪｱ		1600111		Ａ生命様保全部ユーザー対応業務の委任		3		Ａ生命様保全部ユーザー対応業務の委任（７月）		7/31/16		NJF12		ＦＳ１２		2,210,000		2,210,000		2,210,000		1,706,731		503,269		22.77%		77.23%

		1		ＥＳ事 コト		U095045000		ｳｪｻﾞｰﾆｭｰｽﾞ		1600070		WNI　NEXCO西/中日本iHighway保守		0		WNI　NEXCO西/中日本iHighway H28年度保守 4月		4/28/16		SBCS1		千葉S1		2,150,000		2,150,000		2,150,000		1,646,649		503,351		23.41%		76.59%

		2		ＩＣＴ事 コト		U105001200		寺岡精工		1600287		[寺岡]ラベルプリンタソフトウェア開発		4		[寺岡]ラベルプリンタソフトウェア開発		9/20/16		NJI12		ＩＣＴ１２		1,000,000		1,000,000		1,000,000		494,189		505,811		50.58%		49.42%

		3		ＦＳ事 コト		U103002400		明治安田ｼｽﾃﾑﾃｸ		1600053		【MYL】法人事務ｻｰﾋﾞｽ対応(中長期ｼｽﾃﾑ課題)		0		【MYL】法人事務ｻｰﾋﾞｽ対応(中長期ｼｽﾃﾑ課題)		4/30/16		NJF22		ＦＳ２２		5,282,500		5,282,500		5,282,500		4,776,642		505,858		9.58%		90.42%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1600066		CTC(MHBK　WEB基盤ポータル保守)(H28)		5		CTC(MHBK　WEB基盤ポータル保守)(H28)		9/30/16		NJN21		ＮＳ２１		2,252,000		2,252,000		2,252,000		1,745,477		506,523		22.49%		77.51%

		1		ＥＳ事 コト		U110001200		横河医療		1600036		ビューア開発		1		ビューア開発		6/30/16		TBS1		東北S1		2,774,000		2,774,000		2,774,000		2,266,658		507,342		18.29%		81.71%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1600048		団体保険Ｇ		5		団体保険Ｇ		9/30/16		NJF22		ＦＳ２２		3,850,000		3,850,000		3,850,000		3,342,352		507,648		13.19%		86.81%

		4		ＮＳ事 コト		U095023200		石油資源開発		1600103		石油資源開発 情報ｼｽﾃﾑ部ｼｽﾃﾑ運用支援業務		3		石油資源開発 情報ｼｽﾃﾑ部ｼｽﾃﾑ運用支援業務		7/31/16		NJN12		ＮＳ１２		3,250,000		3,250,000		3,250,000		2,742,304		507,696		15.62%		84.38%

		4		ＮＳ事 コト		U097001400		富士通(品川)		1600344		ﾌｧｲﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ		1		ﾌｧｲﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ		8/26/16		NJN11		ＮＳ１１		2,153,900		2,153,900		2,153,900		1,645,827		508,073		23.59%		76.41%

		2		ＩＣＴ事 コト		U110000100		NTTﾄﾞｺﾓ		1600303		[DCM]次世代CSシステム開発		0		[DCM]次世代型CSシステム GMO仕様変更対応		5/20/16		NJI22		ＩＣＴ２２		1,496,000		1,496,000		1,496,000		987,792		508,208		33.97%		66.03%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500261		[NMSE]MCAS様向けIP無線システムIP無線機SW開発		8		[NMSE]IP無線システム(2次開発) ST支援		5/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		1,974,000		1,974,000		1,974,000		1,465,171		508,829		25.78%		74.22%

		3		ＦＳ事 コト		U095010700		ちばぎんｺﾝﾋﾟｭｰ		1600019		CCS　介護保険（特別区）　ソフトウェア開発		50		CCS　介護保険（特別区）　ソフトウェア開発		6/30/16		SBCS2		千葉S2		3,720,000		3,720,000		3,720,000		3,210,000		510,000		13.71%		86.29%

		2		ＩＣＴ事 コト		U113003900		ｳｫﾙﾄ･ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ		1500445		WDJ（Dlifeアプリケーション開発）		5		[WDJ]Dlifeアプリケーション開発 フェーズ1 追加(3rd)		6/30/16		NJI22		ＩＣＴ２２		1,620,000		1,620,000		1,620,000		1,109,339		510,661		31.52%		68.48%

		2		ＩＣＴ事 コト		U112000200		ｸｱﾙｺﾑｼｰﾃﾞｨｰｴﾑｴ		1600256		[QCOM]LTE評価業務		3		[QCOM]LTE評価業務(7月)		7/31/16		NJI11		ＩＣＴ１１		2,463,100		2,463,100		2,463,100		1,950,283		512,817		20.82%		79.18%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500489		【SJNKS･個商】日常（２０１６年度）		4		【SJNKS･個商】日常（2016年07月）		7/31/16		NJF21		ＦＳ２１		1,534,500		1,534,500		1,534,500		1,021,163		513,337		33.45%		66.55%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1600384		管理ﾜｰｸﾌﾛｰｼｽﾃﾑ開発（ﾎｽﾄ対応）業務支援		0		管理ﾜｰｸﾌﾛｰｼｽﾃﾑ開発（ﾎｽﾄ対応）業務支援(8月)		8/31/16		NJF11		ＦＳ１１		1,690,000		1,690,000		1,690,000		1,176,572		513,428		30.38%		69.62%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1500492		[KC]春夏Browser開発		2		[KC]CA37Browser開発2		8/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		3,603,600		3,603,600		3,603,600		3,090,036		513,564		14.25%		85.75%

		3		ＦＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1600038		IBM 生産管理		3		IBM 生産管理 07月		7/31/16		SBSS2		佐原S2		9,220,000		9,220,000		9,220,000		8,706,068		513,932		5.57%		94.43%

		1		ＥＳ事 コト		U109003400		東日本電信電話		1600039		平成２８年度　Ｐ－ＮＭＳシステム運用・保守		1		平成２８年度　Ｐ－ＮＭＳシステム運用・保守		5/31/16		TBS1		東北S1		1,959,000		1,959,000		1,959,000		1,443,305		515,695		26.32%		73.68%

		3		ＦＳ事 コト		U095001800		埼玉県		1600054		統合サーバー保守		1		統合サーバー保守		5/31/16		NJF22		ＦＳ２２		2,420,000		2,420,000		2,420,000		1,904,221		515,779		21.31%		78.69%

		3		ＦＳ事 コト		U114003300		ﾁｭｰﾘｯﾋ保険会社		1600174		【Zurich】ＤＭサポート全般（2016年度対応）		2		【Zurich】ＤＭベースサポート全般（2016年06月）		6/30/16		NJF21		ＦＳ２１		3,240,761		3,240,761		3,240,761		2,724,110		516,651		15.94%		84.06%

		2		ＩＣＴ事 コト		U115005100		ｿﾆｰｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｿﾘｭ		1600210		[SSS]AGPSソフトウェア開発業務		5		[SSS]GPSソフトウェア開発業務(9月)		9/30/16		NJI11		ＩＣＴ１１		2,500,000		2,500,000		2,500,000		1,981,421		518,579		20.74%		79.26%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1600238		[NMSE]ＰＢ推セキ企アプリ評価		6		2016年度上期アプリ確認業務(PB推セキ企)_9月_追加		9/30/16		NJI12		ＩＣＴ１２		849,850		849,850		849,850		330,796		519,054		61.08%		38.92%

		4		ＮＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600118		SJNKS) ネットワーク・サーバ管理業務		3		SJNKS) ネットワーク・サーバ管理業務		7/31/16		NJN23		ＮＳ２３		2,150,000		2,150,000		2,150,000		1,629,532		520,468		24.21%		75.79%

		4		ＮＳ事 コト		U097003000		ｱﾒﾘｶﾝﾎｰﾑ医療		1600028		情報ｾｷｭﾘﾃｨ管理業務		3		情報ｾｷｭﾘﾃｨ管理業務		7/31/16		NJN22		ＮＳ２２		2,071,555		2,071,555		2,071,555		1,551,038		520,517		25.13%		74.87%

		2		ＩＣＴ事 コト		U115002600		ｿﾆｰﾋﾞｼﾞｭｱﾙﾌﾟﾛﾀ		1600114		クラウドデータ処理システム開発 業務		1		クラウドデータ処理システム開発 業務		8/20/16		SBSS1		佐原S1		2,240,000		2,240,000		2,240,000		1,718,951		521,049		23.26%		76.74%

		4		ＮＳ事 コト		U095023200		石油資源開発		1600103		石油資源開発 情報ｼｽﾃﾑ部ｼｽﾃﾑ運用支援業務		4		石油資源開発 情報ｼｽﾃﾑ部ｼｽﾃﾑ運用支援業務		8/31/16		NJN12		ＮＳ１２		3,250,000		3,250,000		3,250,000		2,728,828		521,172		16.04%		83.96%

		5		その他 タ		U114004400		科学技術振興機		1600057		【SSG】JST/派遣職員		3		【SSG】JST/派遣職員		7/31/16		EBCS		ＣＳ課		1,356,112		1,356,112		1,356,112		834,716		521,396		38.45%		61.55%

		4		ＮＳ事 コト		U109000700		出版共同流通		1600095		所沢センター　運用管理		1		所沢センター　運用管理		5/31/16		NJN12		ＮＳ１２		3,025,490		3,025,490		3,025,490		2,503,930		521,560		17.24%		82.76%

		4		ＮＳ事 コト		U097003000		ｱﾒﾘｶﾝﾎｰﾑ医療		1600029		ITｲﾝﾌﾗ運用業務		5		ITｲﾝﾌﾗ運用業務		9/30/16		NJN22		ＮＳ２２		2,098,280		2,098,280		2,098,280		1,576,370		521,910		24.87%		75.13%

		4		ＮＳ事 コト		U111003700		AIGﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ		1600030		顧客ｻｰﾋﾞｽ部運用管理業務		3		顧客ｻｰﾋﾞｽ部運用管理業務		8/5/16		NJN22		ＮＳ２２		1,990,000		1,990,000		1,990,000		1,467,827		522,173		26.24%		73.76%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600164		【SJNKS･支援】契約計上Ｇ　同席ＳＥ(2016年度）		4		【SJNKS･支援】契約計上Ｇ　同席ＳＥ(2016年08月）		8/31/16		NJF21		ＦＳ２１		2,630,000		2,630,000		2,630,000		2,107,775		522,225		19.86%		80.14%

		2		ＩＣＴ事 コト		U112000200		ｸｱﾙｺﾑｼｰﾃﾞｨｰｴﾑｴ		1600256		[QCOM]LTE評価業務		5		[QCOM]LTE評価業務(9月)		9/30/16		NJI11		ＩＣＴ１１		2,526,132		2,526,132		2,526,132		2,003,238		522,894		20.70%		79.30%

		1		ＥＳ事 コト		U110001200		横河医療		1600036		ビューア開発		0		ビューア開発		6/30/16		TBS1		東北S1		1,862,000		1,862,000		1,862,000		1,338,749		523,251		28.10%		71.90%

		3		ＦＳ事 コト		U103002400		明治安田ｼｽﾃﾑﾃｸ		1600053		【MYL】法人事務ｻｰﾋﾞｽ対応(中長期ｼｽﾃﾑ課題)		3		【MYL】法人事務ｻｰﾋﾞｽ対応(中長期ｼｽﾃﾑ課題)		7/31/16		NJF22		ＦＳ２２		6,007,500		6,007,500		6,007,500		5,483,385		524,115		8.72%		91.28%

		2		ＩＣＴ事 コト		U108001200		ﾄﾞｺﾓｼｽﾃﾑｽﾞ		1600242		[DS]ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ技術調査および開発作業支援(2016年度)		2		[DS]ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ技術調査および開発作業支援(2016年6月)		6/30/16		NJI22		ＩＣＴ２２		4,896,342		4,896,342		4,896,342		4,372,038		524,304		10.71%		89.29%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1500356		[KC]FOTAサーバリプレイス		8		[KC]FOTAサーバリプレイス(移行1)		4/30/16		NJI12		ＩＣＴ１２		1,911,000		1,911,000		1,911,000		1,386,634		524,366		27.44%		72.56%

		2		ＩＣＴ事 コト		U096005700		ｿﾆｰ		1600004		クラウドデータ処理システム開発 業務		2		クラウドデータ処理システム開発 業務		6/30/16		SBSS1		佐原S1		2,716,812		2,716,812		2,716,812		2,192,171		524,641		19.31%		80.69%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1500492		[KC]春夏Browser開発		3		[KC]CA37Browser開発3		8/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		4,609,800		4,609,800		4,609,800		4,083,771		526,029		11.41%		88.59%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600142		H28 ITｿﾘｭｰｼｮﾝ部第三ﾁｰﾑ支援作業		0		H28 ITｿﾘｭｰｼｮﾝ部第三ﾁｰﾑ支援作業		6/30/16		NJNA2		ＮＡ２		2,370,000		2,370,000		2,370,000		1,843,359		526,641		22.22%		77.78%

		3		ＦＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1600015		キヤノン医療機器システム開発		1		キヤノン医療機器システム開発		6/20/16		SBCS2		千葉S2		1,557,250		1,557,250		1,557,250		1,030,425		526,825		33.83%		66.17%

		2		ＩＣＴ事 コト		U108001200		ﾄﾞｺﾓｼｽﾃﾑｽﾞ		1600242		[DS]ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ技術調査および開発作業支援(2016年度)		7		[DS]ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ技術調査および開発作業支援(2016年9月)		9/30/16		NJI22		ＩＣＴ２２		4,033,928		4,033,928		4,033,928		3,505,791		528,137		13.09%		86.91%

		3		ＦＳ事 コト		U115000800		日鉄住金ﾃｯｸｽｴﾝ		1600041		TEXENG 1CC自動ﾏｰｷﾝｸﾞ・ｵﾝﾗｲﾝ確認ﾌﾟﾛｺﾝ改造		0		TEXENG 1CC自動ﾏｰｷﾝｸﾞ・ｵﾝﾗｲﾝ確認ﾌﾟﾛｺﾝ改造		7/27/16		SBSS2		佐原S2		3,400,000		3,400,000		3,400,000		2,871,228		528,772		15.55%		84.45%

		3		ＦＳ事 コト		U103002400		明治安田ｼｽﾃﾑﾃｸ		1600053		【MYL】法人事務ｻｰﾋﾞｽ対応(中長期ｼｽﾃﾑ課題)		2		【MYL】法人事務ｻｰﾋﾞｽ対応(中長期ｼｽﾃﾑ課題)		6/30/16		NJF22		ＦＳ２２		6,080,000		6,080,000		6,080,000		5,550,930		529,070		8.70%		91.30%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600190		H28 ITサービスマネジメント部第３チーム		2		H28 ITサービスマネジメント部第３チーム		6/30/16		NJNA1		ＮＡ１		3,779,885		3,779,885		3,779,885		3,249,365		530,520		14.04%		85.96%

		3		ＦＳ事 コト		U106001900		NTTｺﾑｳｪｱ		1600110		Ａ生命様契企部業務の委任		1		Ａ生命様契企部業務の委任（５月）		5/31/16		NJF12		ＦＳ１２		1,860,000		1,860,000		1,860,000		1,328,593		531,407		28.57%		71.43%

		3		ＦＳ事 コト		U095001800		埼玉県		1500382		小中学校保守		1		小中学校保守		8/31/16		NJF22		ＦＳ２２		2,125,000		2,125,000		2,125,000		1,593,287		531,713		25.02%		74.98%

		4		ＮＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1600005		【FIS-SE】運用管理業務		4		【FIS-SE】運用管理業務		8/31/16		NJN11		ＮＳ１１		3,120,000		3,120,000		3,120,000		2,587,067		532,933		17.08%		82.92%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1500375		[KC]KA73 MDM(Security)開発		10		[KC]CA04 Chameleon機能開発2		5/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		3,139,500		3,139,500		3,139,500		2,606,271		533,229		16.98%		83.02%

		1		ＥＳ事 コト		U095045000		ｳｪｻﾞｰﾆｭｰｽﾞ		1600040		WNI　Nx総研開発		3		WNI　Nx総研1st_Phase4開発		9/5/16		SBCS1		千葉S1		1,445,000		1,445,000		1,445,000		911,617		533,383		36.91%		63.09%

		5		その他 タ		U114001600		ｷｬｯﾂ		1600278		TERASロイヤルティ		0		TERASロイヤルティ（2016年1月-3月分）		4/30/16		NERPG		ＲＤＰ（原）		535,384		535,384		535,384		0		535,384		100.00%		0.00%

		3		ＦＳ事 コト		U095001800		埼玉県		1600054		統合サーバー保守		4		統合サーバー保守		8/31/16		NJF22		ＦＳ２２		2,420,000		2,420,000		2,420,000		1,883,899		536,101		22.15%		77.85%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500454		【SJNKS･損調】そんぽ２４商品改定対応		0		【SJNKS･損調】そんぽ２４商品改定対応		9/30/16		NJF21		ＦＳ２１		4,372,500		4,372,500		4,372,500		3,836,320		536,180		12.26%		87.74%

		2		ＩＣＴ事 コト		U108001200		ﾄﾞｺﾓｼｽﾃﾑｽﾞ		1600242		[DS]ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ技術調査および開発作業支援(2016年度)		5		[DS]ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ技術調査および開発作業支援(2016年7月)		7/31/16		NJI22		ＩＣＴ２２		4,352,947		4,352,947		4,352,947		3,816,302		536,645		12.33%		87.67%

		5		その他 タ		U114004400		科学技術振興機		1600057		【SSG】JST/派遣職員		0		【SSG】JST/派遣職員		4/30/16		EBCS		ＣＳ課		1,386,212		1,386,212		1,386,212		849,349		536,863		38.73%		61.27%

		3		ＦＳ事 コト		U115000100		ｴﾑｱｲｶｰﾄﾞ		1600108		エムアイカード開発支援業務		0		エムアイカード開発支援業務（４月）		4/30/16		NJF12		ＦＳ１２		2,727,782		2,727,782		2,727,782		2,190,889		536,893		19.68%		80.32%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1600085		森永乳業　物流生産運用業務支援１		5		森永乳業　物流生産運用業務支援１(9月)		9/30/16		NJI21		ＩＣＴ２１		3,303,400		3,303,400		3,303,400		2,766,279		537,121		16.26%		83.74%

		3		ＦＳ事 コト		U095010900		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰS		1600028		FIPS　気象開発		1		FIPS　気象開発（アデス）		9/28/16		SBCS2		千葉S2		2,220,000		2,220,000		2,220,000		1,682,323		537,677		24.22%		75.78%

		3		ＦＳ事 コト		U106001900		NTTｺﾑｳｪｱ		1600111		Ａ生命様保全部ユーザー対応業務の委任		1		Ａ生命様保全部ユーザー対応業務の委任（５月）		5/31/16		NJF12		ＦＳ１２		2,210,000		2,210,000		2,210,000		1,671,919		538,081		24.35%		75.65%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600016		用地再構築　システム構築		5		用地再構築　システム構築		9/30/16		TBS2		東北S2		3,075,000		3,075,000		3,075,000		2,536,649		538,351		17.51%		82.49%

		2		ＩＣＴ事 コト		U115005000		ｿﾆｰｽﾄﾚｰｼﾞﾒﾃﾞｨｱ		1600205		[SSMD]メディア開発サポート業務		4		[SSMD]メディア開発サポート業務(8月)		8/20/16		NJI11		ＩＣＴ１１		2,435,000		2,435,000		2,435,000		1,896,372		538,628		22.12%		77.88%

		4		ＮＳ事 コト		U095006805		日立製作情ｼ部		1600011		社保庁維持管理作業		4		社保庁維持管理作業		8/31/16		NJN11		ＮＳ１１		1,625,000		1,625,000		1,625,000		1,086,052		538,948		33.17%		66.83%

		1		ＥＳ事 コト		U095006501		横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻ		1600219		ＹＪＰ：東電富津　役務作業		0		ＹＪＰ：東電富津　役務作業		6/27/16		NJK21		ＥＳ２１		2,550,000		2,550,000		2,550,000		2,010,000		540,000		21.18%		78.82%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500536		【SJNKS･満期】日常（２０１６年度）		2		【SJNKS･満期】日常（2016年09月）		9/30/16		NJF21		ＦＳ２１		2,475,000		2,475,000		2,475,000		1,934,624		540,376		21.83%		78.17%

		5		その他 タ		U114004400		科学技術振興機		1600057		【SSG】JST/派遣職員		4		【SSG】JST/派遣職員		8/31/16		EBCS		ＣＳ課		1,407,981		1,407,981		1,407,981		867,307		540,674		38.40%		61.60%

		4		ＮＳ事 コト		U112001400		AIRDO		1600199		H28 AIRDO社内システム保守運用作業		1		H28 AIRDO社内システム保守運用作業		5/31/16		NJNA1		ＮＡ１		1,566,321		1,566,321		1,566,321		1,025,087		541,234		34.55%		65.45%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600190		H28 ITサービスマネジメント部第３チーム		5		H28 ITサービスマネジメント部第３チーム		9/30/16		NJNA1		ＮＡ１		2,810,000		2,810,000		2,810,000		2,268,693		541,307		19.26%		80.74%

		2		ＩＣＴ事 コト		U115005100		ｿﾆｰｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｿﾘｭ		1600211		[SSS]LTEソフトウェア開発業務		5		[SSS]LTEソフトウェア開発業務(9月)		9/30/16		NJI11		ＩＣＴ１１		2,520,136		2,520,136		2,520,136		1,978,704		541,432		21.48%		78.52%

		5		その他 タ		U114004400		科学技術振興機		1600057		【SSG】JST/派遣職員		2		【SSG】JST/派遣職員		6/30/16		EBCS		ＣＳ課		1,411,206		1,411,206		1,411,206		867,972		543,234		38.49%		61.51%

		2		ＩＣＴ事 コト		U103000200		ｼｬｰﾌﾟﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾋ		1600029		ソフトウェア開発業務		4		派遣料（ソフトウェア開発業務）		8/31/16		SBSS1		佐原S1		2,091,000		2,091,000		2,091,000		1,547,344		543,656		26.00%		74.00%

		4		ＮＳ事 コト		U111003700		AIGﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ		1600030		顧客ｻｰﾋﾞｽ部運用管理業務		4		顧客ｻｰﾋﾞｽ部運用管理業務		9/7/16		NJN22		ＮＳ２２		1,973,000		1,973,000		1,973,000		1,429,051		543,949		27.57%		72.43%

		5		その他 タ		U096005700		ｿﾆｰ		1600056		【SSG】SONY/ｸﾗｳﾄﾞﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ開発業務		2		【SSG】SONY/ｸﾗｳﾄﾞﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ開発		6/30/16		EBCS		ＣＳ課		3,356,250		3,356,250		3,356,250		2,812,000		544,250		16.22%		83.78%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600063		リース管理システム　Ｈ２８年度改修		1		リース管理システム　Ｈ２８年度改修		9/30/16		TBS2		東北S2		5,760,000		5,760,000		5,760,000		5,214,689		545,311		9.47%		90.53%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1600032		C-ITS PX保守、カスタマイズ対応		3		C-ITS PX保守、カスタマイズ対応 07月		7/31/16		SBSS2		佐原S2		4,440,470		4,440,470		4,440,470		3,893,503		546,967		12.32%		87.68%

		1		ＥＳ事 コト		U095017100		富士ｾﾞﾛｯｸｽ情報		1600038		NECネッツSI様向け　教育支援システム開発業務		3		NECネッツSI様向け　教育支援システム開発業務		6/30/16		TBS1		東北S1		548,756		548,756		548,756		0		548,756		100.00%		0.00%

		4		ＮＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1600015		オープン系システムの業務課題支援		0		オープン系システムの業務課題支援(運用一部）		6/30/16		NJN11		ＮＳ１１		3,120,000		3,120,000		3,120,000		2,570,000		550,000		17.63%		82.37%

		4		ＮＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1600015		オープン系システムの業務課題支援		1		オープン系システムの業務課題支援(運用一部）		7/31/16		NJN11		ＮＳ１１		3,120,000		3,120,000		3,120,000		2,570,000		550,000		17.63%		82.37%

		4		ＮＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1600015		オープン系システムの業務課題支援		2		オープン系システムの業務課題支援(運用一部）		8/31/16		NJN11		ＮＳ１１		3,120,000		3,120,000		3,120,000		2,570,000		550,000		17.63%		82.37%

		4		ＮＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1600015		オープン系システムの業務課題支援		3		オープン系システムの業務課題支援(運用一部）		9/30/16		NJN11		ＮＳ１１		3,120,000		3,120,000		3,120,000		2,570,000		550,000		17.63%		82.37%

		4		ＮＳ事 コト		U111003700		AIGﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ		1600030		顧客ｻｰﾋﾞｽ部運用管理業務		0		顧客ｻｰﾋﾞｽ部運用管理業務		5/6/16		NJN22		ＮＳ２２		1,990,000		1,990,000		1,990,000		1,439,626		550,374		27.66%		72.34%

		5		その他 タ		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600053		【ANA】ASY/羽田支店		5		【ANA】ASY/羽田支店4名		9/30/16		EBCS		ＣＳ課		2,408,800		2,408,800		2,408,800		1,858,325		550,475		22.85%		77.15%

		4		ＮＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1600005		【FIS-SE】運用管理業務		3		【FIS-SE】運用管理業務		7/31/16		NJN11		ＮＳ１１		3,120,000		3,120,000		3,120,000		2,569,198		550,802		17.65%		82.35%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600170		【SJNKS･支援】品質管理Ｇ　同席ＳＥ(2016年度）		0		【SJNKS･支援】品質管理Ｇ　同席ＳＥ(2015年04月）		4/30/16		NJF21		ＦＳ２１		1,960,000		1,960,000		1,960,000		1,408,024		551,976		28.16%		71.84%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600164		【SJNKS･支援】契約計上Ｇ　同席ＳＥ(2016年度）		0		【SJNKS･支援】契約計上Ｇ　同席ＳＥ(2015年04月）		4/30/16		NJF21		ＦＳ２１		2,630,000		2,630,000		2,630,000		2,076,729		553,271		21.04%		78.96%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1600034		C-ITS 次期ラップ構築		5		C-ITS 次期ラップ構築 09月		9/28/16		SBSS2		佐原S2		3,680,000		3,680,000		3,680,000		3,125,995		554,005		15.05%		84.95%

		2		ＩＣＴ事 コト		U112000200		ｸｱﾙｺﾑｼｰﾃﾞｨｰｴﾑｴ		1600257		[QCOM]IOT/FT評価業務		3		[QCOM]IOT/FT評価業務(7月)		7/31/16		NJI11		ＩＣＴ１１		2,823,793		2,823,793		2,823,793		2,269,698		554,095		19.62%		80.38%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1600066		CTC(MHBK　WEB基盤ポータル保守)(H28)		0		CTC(MHBK　WEB基盤ポータル保守)(H28)		4/30/16		NJN21		ＮＳ２１		2,252,000		2,252,000		2,252,000		1,697,000		555,000		24.64%		75.36%

		3		ＦＳ事 コト		U103002400		明治安田ｼｽﾃﾑﾃｸ		1600053		【MYL】法人事務ｻｰﾋﾞｽ対応(中長期ｼｽﾃﾑ課題)		4		【MYL】法人事務ｻｰﾋﾞｽ対応(中長期ｼｽﾃﾑ課題)		8/31/16		NJF22		ＦＳ２２		6,080,000		6,080,000		6,080,000		5,524,927		555,073		9.13%		90.87%

		4		ＮＳ事 コト		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1600099		NHKMT インターネット運用業務		3		NHKMT インターネット運用業務		7/31/16		NJN12		ＮＳ１２		2,460,000		2,460,000		2,460,000		1,903,703		556,297		22.61%		77.39%

		1		ＥＳ事 コト		U095026300		ﾌｸﾀﾞ電子		1600247		ＭＢＦ：MBF-1000REPレポート画像連携機能追加		0		ＭＢＦ：MBF-1000REPレポート画像連携機能追加		6/28/16		NJK21		ＥＳ２１		3,500,000		3,500,000		3,500,000		2,942,724		557,276		15.92%		84.08%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1600032		C-ITS PX保守、カスタマイズ対応		1		C-ITS PX保守、カスタマイズ対応 05月		5/31/16		SBSS2		佐原S2		3,489,758		3,489,758		3,489,758		2,931,567		558,191		16.00%		84.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1600082		森永乳業　会計運用業務支援		5		森永乳業　会計運用業務支援他(9月)		9/30/16		NJI21		ＩＣＴ２１		3,166,038		3,166,038		3,166,038		2,607,439		558,599		17.64%		82.36%

		4		ＮＳ事 コト		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1600358		NHKMT 東京都知事選スポット作業		0		NHKMT 東京都知事選スポット作業		8/2/16		NJN12		ＮＳ１２		1,120,000		1,120,000		1,120,000		557,906		562,094		50.19%		49.81%

		2		ＩＣＴ事 コト		U113003900		ｳｫﾙﾄ･ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ		1600385		[WDJ]Dlife フェーズ2		0		[WDJ]Dlife フェーズ2		9/30/16		NJI22		ＩＣＴ２２		4,140,000		4,140,000		4,140,000		3,577,120		562,880		13.60%		86.40%

		1		ＥＳ事 コト		U099004200		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸITS		1500524		PASITS 18MY JLR向けHUD開発(2016)		1		PASITS 18MY JLR向けHUD開発(2016) 2Q		9/20/16		NJK22		ＥＳ２２		4,800,000		4,800,000		4,800,000		4,235,151		564,849		11.77%		88.23%

		4		ＮＳ事 コト		U095023300		三井ﾎｰﾑ		1600006		ｼｽﾃﾑ管理ｾﾝﾀｰ運用管理業務　他		5		ｼｽﾃﾑ管理ｾﾝﾀｰ運用管理業務　他		9/30/16		NJN11		ＮＳ１１		3,150,000		3,150,000		3,150,000		2,585,082		564,918		17.93%		82.07%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1600037		C-ITS RX保守＆NAM顧問周辺		0		C-ITS RX保守＆NAM顧問周辺 04月		4/30/16		SBSS2		佐原S2		5,778,560		5,778,560		5,778,560		5,212,595		565,965		9.79%		90.21%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600190		H28 ITサービスマネジメント部第３チーム		1		H28 ITサービスマネジメント部第３チーム		5/31/16		NJNA1		ＮＡ１		3,532,325		3,532,325		3,532,325		2,965,112		567,213		16.06%		83.94%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600022		「同時同量　離脱増対応」システム構築		3		「同時同量　離脱増対応」システム構築		6/30/16		TBS2		東北S2		4,290,000		4,290,000		4,290,000		3,721,640		568,360		13.25%		86.75%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1600081		森永乳業　統合売上開発支援他【SE】		1		森永乳業　統合売上開発支援他【SE】(5月)		5/31/16		NJI21		ＩＣＴ２１		2,470,000		2,470,000		2,470,000		1,901,343		568,657		23.02%		76.98%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1600065		CTC(SI諸業務)金融ｼｽ1部3課(H28)		3		CTC(SI諸業務)金融ｼｽ1部3課(H28)		7/31/16		NJN21		ＮＳ２１		4,988,324		4,988,324		4,988,324		4,417,878		570,446		11.44%		88.56%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1600048		団体保険Ｇ		0		団体保険Ｇ		4/30/16		NJF22		ＦＳ２２		4,607,263		4,607,263		4,607,263		4,036,772		570,491		12.38%		87.62%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600159		H28 ANA IT構想企画支援作業		0		H28 ANA IT構想企画支援作業		6/30/16		NJNA2		ＮＡ２		2,370,000		2,370,000		2,370,000		1,799,338		570,662		24.08%		75.92%

		2		ＩＣＴ事 コト		U108001200		ﾄﾞｺﾓｼｽﾃﾑｽﾞ		1600242		[DS]ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ技術調査および開発作業支援(2016年度)		6		[DS]ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ技術調査および開発作業支援(2016年8月)		8/31/16		NJI22		ＩＣＴ２２		4,272,822		4,272,822		4,272,822		3,701,925		570,897		13.36%		86.64%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600095		「託送情報連係システム離脱増対応」情報化企画書		1		「託送情報連係システム離脱増対応」情報化企画書		9/30/16		TBS2		東北S2		3,960,000		3,960,000		3,960,000		3,387,983		572,017		14.44%		85.56%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600259		H28 運用企画推進チーム支援作業(電算機NW運用)		1		H28 運用企画推進チーム支援作業(電算機NW運用)		9/30/16		NJNA2		ＮＡ２		2,370,000		2,370,000		2,370,000		1,797,504		572,496		24.16%		75.84%

		2		ＩＣＴ事 コト		U112000200		ｸｱﾙｺﾑｼｰﾃﾞｨｰｴﾑｴ		1600257		[QCOM]IOT/FT評価業務		1		[QCOM]IOT/FT評価業務(5月)		5/31/16		NJI11		ＩＣＴ１１		2,856,895		2,856,895		2,856,895		2,283,630		573,265		20.07%		79.93%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1600064		CTC(SI諸業務)金融ｼｽ1部1･2･4課(H28)		5		CTC(SI諸業務)金融ｼｽ1部1･2･4課(H28)		9/30/16		NJN21		ＮＳ２１		3,013,890		3,013,890		3,013,890		2,439,229		574,661		19.07%		80.93%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1500442		新団年割戻金実施に向けた対応		0		新団年割戻金実施に向けた対応		5/31/16		NJF11		ＦＳ１１		2,104,000		2,104,000		2,104,000		1,529,336		574,664		27.31%		72.69%

		2		ＩＣＴ事 コト		U096005700		ｿﾆｰ		1600003		クライアントライブラリ開発 業務		1		クラウドプラットフォーム・クライアントライブラリ開		5/31/16		SBSS1		佐原S1		1,680,000		1,680,000		1,680,000		1,102,984		577,016		34.35%		65.65%

		3		ＦＳ事 コト		U106001900		NTTｺﾑｳｪｱ		1600110		Ａ生命様契企部業務の委任		4		Ａ生命様契企部業務の委任（８月）		8/31/16		NJF12		ＦＳ１２		1,860,000		1,860,000		1,860,000		1,282,841		577,159		31.03%		68.97%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1600048		団体保険Ｇ		3		団体保険Ｇ		7/31/16		NJF22		ＦＳ２２		4,526,794		4,526,794		4,526,794		3,949,577		577,217		12.75%		87.25%

		4		ＮＳ事 コト		U112001400		AIRDO		1600199		H28 AIRDO社内システム保守運用作業		5		H28 AIRDO社内システム保守運用作業		9/30/16		NJNA1		ＮＡ１		1,552,885		1,552,885		1,552,885		975,342		577,543		37.19%		62.81%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600022		「同時同量　離脱増対応」システム構築		9		「同時同量　離脱増対応」システム構築		8/31/16		TBS2		東北S2		2,310,000		2,310,000		2,310,000		1,731,184		578,816		25.06%		74.94%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600022		「同時同量　離脱増対応」システム構築		0		「同時同量　離脱増対応」システム構築		4/28/16		TBS2		東北S2		4,290,000		4,290,000		4,290,000		3,710,798		579,202		13.50%		86.50%

		2		ＩＣＴ事 コト		U115005100		ｿﾆｰｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｿﾘｭ		1600211		[SSS]LTEソフトウェア開発業務		0		[SSS]LTEソフトウェア開発業務(4月)		4/30/16		NJI11		ＩＣＴ１１		3,350,000		3,350,000		3,350,000		2,770,324		579,676		17.30%		82.70%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1600081		森永乳業　統合売上開発支援他【SE】		0		森永乳業　統合売上開発支援他【SE】(4月)		4/30/16		NJI21		ＩＣＴ２１		3,300,000		3,300,000		3,300,000		2,720,293		579,707		17.57%		82.43%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600152		H28 ANA内部統制(ITGC)保守運用		1		H28 ANA内部統制(ITGC)保守運用		9/30/16		NJNA2		ＮＡ２		2,370,000		2,370,000		2,370,000		1,788,333		581,667		24.54%		75.46%

		2		ＩＣＴ事 コト		U105001200		寺岡精工		1600337		[寺岡]ラベルプリンタソフトウェア評価		1		[寺岡]ラベルプリンタソフトウェア評価_7月		8/18/16		NJI12		ＩＣＴ１２		2,209,687		2,209,687		2,209,687		1,626,893		582,794		26.37%		73.63%

		4		ＮＳ事 コト		U104003100		富士通ｴﾌｻｽ		1500508		ﾌｧｲﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ		1		【Fsus】ﾌｧｲﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ		5/25/16		NJN11		ＮＳ１１		2,110,000		2,110,000		2,110,000		1,526,928		583,072		27.63%		72.37%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600170		【SJNKS･支援】品質管理Ｇ　同席ＳＥ(2016年度）		5		【SJNKS･支援】品質管理Ｇ　同席ＳＥ(2016年09月）		9/30/16		NJF21		ＦＳ２１		1,960,000		1,960,000		1,960,000		1,375,907		584,093		29.80%		70.20%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600170		【SJNKS･支援】品質管理Ｇ　同席ＳＥ(2016年度）		3		【SJNKS･支援】品質管理Ｇ　同席ＳＥ(2016年07月）		7/31/16		NJF21		ＦＳ２１		1,960,000		1,960,000		1,960,000		1,373,766		586,234		29.91%		70.09%

		3		ＦＳ事 コト		U111002800		ｹｰ&ｵｰｴﾅｼﾞｰｸﾞﾙｰ		1600124		K&Oエナジー 定保システム改修		0		K&Oエナジー 定保システム改修		9/30/16		SBSS2		佐原S2		1,686,000		1,686,000		1,686,000		1,099,308		586,692		34.80%		65.20%

		1		ＥＳ事 コト		U095007203		沖電気工業芝浦		1500343		OKI 新AVM端末		3		OKI 新AVM端末システムテスト業務支援 6月		7/29/16		NJK22		ＥＳ２２		3,400,000		3,400,000		3,400,000		2,811,802		588,198		17.30%		82.70%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1600064		CTC(SI諸業務)金融ｼｽ1部1･2･4課(H28)		0		CTC(SI諸業務)金融ｼｽ1部1･2･4課(H28)		4/30/16		NJN21		ＮＳ２１		2,952,310		2,952,310		2,952,310		2,363,694		588,616		19.94%		80.06%

		2		ＩＣＴ事 コト		U115005000		ｿﾆｰｽﾄﾚｰｼﾞﾒﾃﾞｨｱ		1600205		[SSMD]メディア開発サポート業務		2		[SSMD]メディア開発サポート業務(6月)		6/30/16		NJI11		ＩＣＴ１１		3,824,595		3,824,595		3,824,595		3,233,750		590,845		15.45%		84.55%

		3		ＦＳ事 コト		U099000300		川越市		1600055		川越市（維持管理）		0		川越市（維持管理）		4/30/16		NJF22		ＦＳ２２		2,465,000		2,465,000		2,465,000		1,873,738		591,262		23.99%		76.01%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500479		【SJNKS･自賠】2016年度機構改革対応		0		【SJNKS･自賠】2016年度機構改革対応		5/31/16		NJF21		ＦＳ２１		4,488,000		4,488,000		4,488,000		3,896,707		591,293		13.17%		86.83%

		4		ＮＳ事 コト		U097003000		ｱﾒﾘｶﾝﾎｰﾑ医療		1600028		情報ｾｷｭﾘﾃｨ管理業務		5		情報ｾｷｭﾘﾃｨ管理業務		9/30/16		NJN22		ＮＳ２２		2,061,720		2,061,720		2,061,720		1,469,961		591,759		28.70%		71.30%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600060		「Ｇ２Ａ広域機関対応」システム構築		0		「Ｇ２Ａ広域機関対応」システム構築		5/31/16		TBS2		東北S2		3,300,000		3,300,000		3,300,000		2,707,159		592,841		17.96%		82.04%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1600070		CTC(SI委託契約)MH_ｱﾌﾟﾘ仮想化基盤保守(H28)		5		CTC(SI委託契約)MH_ｱﾌﾟﾘ仮想化基盤保守(H28)		9/30/16		NJN21		ＮＳ２１		3,002,000		3,002,000		3,002,000		2,408,520		593,480		19.77%		80.23%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1600085		森永乳業　物流生産運用業務支援１		2		森永乳業　物流生産運用業務支援１(6月)		6/30/16		NJI21		ＩＣＴ２１		4,960,000		4,960,000		4,960,000		4,364,986		595,014		12.00%		88.00%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600186		H28 PS3Tコンテンツ作業		0		H28 PS3Tコンテンツ作業		6/30/16		NJNA1		ＮＡ１		3,840,000		3,840,000		3,840,000		3,244,923		595,077		15.50%		84.50%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600164		【SJNKS･支援】契約計上Ｇ　同席ＳＥ(2016年度）		3		【SJNKS･支援】契約計上Ｇ　同席ＳＥ(2016年07月）		7/31/16		NJF21		ＦＳ２１		2,630,000		2,630,000		2,630,000		2,029,625		600,375		22.83%		77.17%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1600064		CTC(SI諸業務)金融ｼｽ1部1･2･4課(H28)		4		CTC(SI諸業務)金融ｼｽ1部1･2･4課(H28)		8/31/16		NJN21		ＮＳ２１		3,106,150		3,106,150		3,106,150		2,505,552		600,598		19.34%		80.66%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1600032		C-ITS PX保守、カスタマイズ対応		4		C-ITS PX保守、カスタマイズ対応 08月		8/31/16		SBSS2		佐原S2		5,501,600		5,501,600		5,501,600		4,899,878		601,722		10.94%		89.06%

		2		ＩＣＴ事 コト		U112000200		ｸｱﾙｺﾑｼｰﾃﾞｨｰｴﾑｴ		1600256		[QCOM]LTE評価業務		0		[QCOM]LTE評価業務(4月)		4/30/16		NJI11		ＩＣＴ１１		2,966,060		2,966,060		2,966,060		2,363,147		602,913		20.33%		79.67%

		2		ＩＣＴ事 コト		U105001200		寺岡精工		1600287		[寺岡]ラベルプリンタソフトウェア開発		3		[寺岡]ラベルプリンタソフトウェア開発		8/18/16		NJI12		ＩＣＴ１２		1,287,500		1,287,500		1,287,500		683,645		603,855		46.90%		53.10%

		2		ＩＣＴ事 コト		U115005000		ｿﾆｰｽﾄﾚｰｼﾞﾒﾃﾞｨｱ		1600207		[SSMD]メモリーコントローラ用ファームウェア開発業務		3		[SSMD]メモリーコントローラ用FW開発業務(7月)		7/20/16		NJI11		ＩＣＴ１１		2,695,135		2,695,135		2,695,135		2,090,056		605,079		22.45%		77.55%

		2		ＩＣＴ事 コト		U112000200		ｸｱﾙｺﾑｼｰﾃﾞｨｰｴﾑｴ		1600257		[QCOM]IOT/FT評価業務		0		[QCOM]IOT/FT評価業務(4月)		4/30/16		NJI11		ＩＣＴ１１		3,091,999		3,091,999		3,091,999		2,486,770		605,229		19.57%		80.43%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600022		「同時同量　離脱増対応」システム構築		6		「同時同量　離脱増対応」システム構築		7/31/16		TBS2		東北S2		4,620,000		4,620,000		4,620,000		4,014,478		605,522		13.11%		86.89%

		2		ＩＣＴ事 コト		U112000200		ｸｱﾙｺﾑｼｰﾃﾞｨｰｴﾑｴ		1600256		[QCOM]LTE評価業務		2		[QCOM]LTE評価業務(6月)		6/30/16		NJI11		ＩＣＴ１１		2,902,418		2,902,418		2,902,418		2,296,372		606,046		20.88%		79.12%

		3		ＦＳ事 コト		U095010700		ちばぎんｺﾝﾋﾟｭｰ		1600016		CCS　国保システム　ソフトウェア開発		3		CCS　国保システム　ソフトウェア開発		7/29/16		SBCS2		千葉S2		3,500,000		3,500,000		3,500,000		2,893,662		606,338		17.32%		82.68%

		3		ＦＳ事 コト		U095010700		ちばぎんｺﾝﾋﾟｭｰ		1600016		CCS　国保システム　ソフトウェア開発		0		CCS　国保システム　ソフトウェア開発		4/30/16		SBCS2		千葉S2		3,500,000		3,500,000		3,500,000		2,893,083		606,917		17.34%		82.66%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1600085		森永乳業　物流生産運用業務支援１		0		森永乳業　物流生産運用業務支援１(4月)		4/30/16		NJI21		ＩＣＴ２１		4,066,700		4,066,700		4,066,700		3,459,396		607,304		14.93%		85.07%

		2		ＩＣＴ事 コト		U096005700		ｿﾆｰ		1600004		クラウドデータ処理システム開発 業務		4		クラウドデータ処理システム開発 業務		8/31/16		SBSS1		佐原S1		3,323,999		3,323,999		3,323,999		2,716,231		607,768		18.28%		81.72%

		2		ＩＣＴ事 コト		U115005100		ｿﾆｰｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｿﾘｭ		1600211		[SSS]LTEソフトウェア開発業務		4		[SSS]LTEソフトウェア開発業務(8月)		8/31/16		NJI11		ＩＣＴ１１		2,500,000		2,500,000		2,500,000		1,892,053		607,947		24.32%		75.68%

		2		ＩＣＴ事 コト		U096005700		ｿﾆｰ		1600004		クラウドデータ処理システム開発 業務		3		クラウドデータ処理システム開発 業務		7/31/16		SBSS1		佐原S1		3,355,499		3,355,499		3,355,499		2,746,042		609,457		18.16%		81.84%

		3		ＦＳ事 コト		U099000300		川越市		1600055		川越市（維持管理）		5		川越市（維持管理）		9/30/16		NJF22		ＦＳ２２		2,465,000		2,465,000		2,465,000		1,855,447		609,553		24.73%		75.27%

		2		ＩＣＴ事 コト		U115005100		ｿﾆｰｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｿﾘｭ		1600210		[SSS]AGPSソフトウェア開発業務		3		[SSS]GPSソフトウェア開発業務(7月)		7/31/16		NJI11		ＩＣＴ１１		2,500,000		2,500,000		2,500,000		1,890,259		609,741		24.39%		75.61%

		1		ＥＳ事 コト		U095006500		横河電機		1600231		Ｙ：ADSuite R1.04開発		0		Ｙ：ADSuite R1.04開発		6/27/16		NJK21		ＥＳ２１		5,400,000		5,400,000		5,400,000		4,789,517		610,483		11.31%		88.69%

		1		ＥＳ事 コト		U095017100		富士ｾﾞﾛｯｸｽ情報		1500005		新・審査登録業務支援システム開発		23		JSAID導入による審査登録業務支援ｼｽﾃﾑ拡張		4/8/16		TBS1		東北S1		610,987		610,987		610,987		0		610,987		100.00%		0.00%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500428		【SJNKS･ﾏﾘﾝ 】運内ﾛｽ３帳票の移植・合算対応		1		【SJNKS･ﾏﾘﾝ 】運送内航システム対応（2016年3月分）		6/30/16		NJF21		ＦＳ２１		3,394,875		3,394,875		3,394,875		2,782,077		612,798		18.05%		81.95%

		2		ＩＣＴ事 コト		U115005000		ｿﾆｰｽﾄﾚｰｼﾞﾒﾃﾞｨｱ		1600208		[SSMD]新規商品ソフトウェア開発サポート業務		1		[SSMD]新規商品ソフトウェア開発サポート業務(5月)		5/20/16		NJI11		ＩＣＴ１１		1,712,830		1,712,830		1,712,830		1,098,954		613,876		35.84%		64.16%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600142		H28 ITｿﾘｭｰｼｮﾝ部第三ﾁｰﾑ支援作業		1		H28 ITｿﾘｭｰｼｮﾝ部第三ﾁｰﾑ支援作業		9/30/16		NJNA2		ＮＡ２		2,370,000		2,370,000		2,370,000		1,755,318		614,682		25.94%		74.06%

		4		ＮＳ事 コト		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1600100		NHKMT IT運用部（放送系）		1		NHKMT IT運用部（放送系）		5/31/16		NJN12		ＮＳ１２		5,176,214		5,176,214		5,176,214		4,561,337		614,877		11.88%		88.12%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600167		【SJNKS･支援】代理店計上Ｇ　同席ＳＥ(2016年度）		0		【SJNKS･支援】代理店計上Ｇ　同席ＳＥ(2015年04月）		4/30/16		NJF21		ＦＳ２１		1,960,000		1,960,000		1,960,000		1,344,612		615,388		31.40%		68.60%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600170		【SJNKS･支援】品質管理Ｇ　同席ＳＥ(2016年度）		1		【SJNKS･支援】品質管理Ｇ　同席ＳＥ(2016年05月）		5/31/16		NJF21		ＦＳ２１		1,960,000		1,960,000		1,960,000		1,343,791		616,209		31.44%		68.56%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1600070		CTC(SI委託契約)MH_ｱﾌﾟﾘ仮想化基盤保守(H28)		2		CTC(SI委託契約)MH_ｱﾌﾟﾘ仮想化基盤保守(H28)		6/30/16		NJN21		ＮＳ２１		2,952,000		2,952,000		2,952,000		2,334,892		617,108		20.90%		79.10%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600259		H28 運用企画推進チーム支援作業(電算機NW運用)		0		H28 運用企画推進チーム支援作業(電算機NW運用)		6/30/16		NJNA2		ＮＡ２		2,370,000		2,370,000		2,370,000		1,751,650		618,350		26.09%		73.91%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1600048		団体保険Ｇ		4		団体保険Ｇ		8/31/16		NJF22		ＦＳ２２		4,533,193		4,533,193		4,533,193		3,913,622		619,571		13.67%		86.33%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1500308		ＺＳ　2015年度上半期　業務支援		23		2015年度下半期業務支援(保守業務)【追加分】(4月)		4/30/16		NJF11		ＦＳ１１		3,380,000		3,380,000		3,380,000		2,756,979		623,021		18.43%		81.57%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1600034		C-ITS 次期ラップ構築		4		C-ITS 次期ラップ構築 08月		8/31/16		SBSS2		佐原S2		3,686,900		3,686,900		3,686,900		3,061,703		625,197		16.96%		83.04%

		3		ＦＳ事 コト		U115000800		日鉄住金ﾃｯｸｽｴﾝ		1600108		TEXENG 原料ヤードプロコン画面・帳票対応		0		TEXENG 原料ヤードプロコン(画面・帳票設計)		9/28/16		SBSS2		佐原S2		2,800,000		2,800,000		2,800,000		2,173,530		626,470		22.37%		77.63%

		2		ＩＣＴ事 コト		U113003900		ｳｫﾙﾄ･ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ		1600371		[WDJ]HomeApp 2016年秋モデル向け開発		1		[WDJ]HomeApp DMP連携対応①		9/15/16		NJI22		ＩＣＴ２２		2,000,000		2,000,000		2,000,000		1,373,364		626,636		31.33%		68.67%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1600034		C-ITS 次期ラップ構築		3		C-ITS 次期ラップ構築 07月		7/31/16		SBSS2		佐原S2		3,736,350		3,736,350		3,736,350		3,108,619		627,731		16.80%		83.20%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1600066		CTC(MHBK　WEB基盤ポータル保守)(H28)		1		CTC(MHBK　WEB基盤ポータル保守)(H28)		5/31/16		NJN21		ＮＳ２１		2,252,000		2,252,000		2,252,000		1,622,512		629,488		27.95%		72.05%

		2		ＩＣＴ事 コト		U096005700		ｿﾆｰ		1600004		クラウドデータ処理システム開発 業務		5		クラウドデータ処理システム開発 業務		9/30/16		SBSS1		佐原S1		3,464,343		3,464,343		3,464,343		2,831,746		632,597		18.26%		81.74%

		3		ＦＳ事 コト		U101000201		日立ｼｽﾃﾑｽﾞ		1600052		三井住友海上プライマリー生命		0		三井住友海上プライマリー生命		4/30/16		NJF22		ＦＳ２２		2,750,917		2,750,917		2,750,917		2,117,287		633,630		23.03%		76.97%

		4		ＮＳ事 コト		U105002900		三菱総研DCS		1600105		MUMSS/MUMSPBSｼｽﾃﾑ基盤構築・維持管理業務		2		MUMSS/MUMSPBSｼｽﾃﾑ基盤構築・維持管理業務		6/30/16		NJN12		ＮＳ１２		5,140,965		5,140,965		5,140,965		4,506,236		634,729		12.35%		87.65%

		4		ＮＳ事 コト		U104002900		長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮ		1600040		（長谷工-IT H28）ｻｰﾊﾞｰ･N/W･PC運用管理		1		（長谷工-IT H28）PC運用／技術支援作業		5/31/16		NJN22		ＮＳ２２		4,026,200		4,026,200		4,026,200		3,391,133		635,067		15.77%		84.23%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500503		【SJNKS･自賠】日常（２０１６年度）		1		【SJNKS･自賠】日常（2016年06月）		6/30/16		NJF21		ＦＳ２１		1,843,875		1,843,875		1,843,875		1,206,804		637,071		34.55%		65.45%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600095		「託送情報連係システム離脱増対応」情報化企画書		0		「託送情報連係システム離脱増対応」情報化企画書		8/31/16		TBS2		東北S2		3,960,000		3,960,000		3,960,000		3,319,793		640,207		16.17%		83.83%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1600037		C-ITS RX保守＆NAM顧問周辺		5		C-ITS RX保守＆NAMSI保守 09月		9/29/16		SBSS2		佐原S2		3,828,764		3,828,764		3,828,764		3,188,258		640,506		16.73%		83.27%

		2		ＩＣＴ事 コト		U097001401		富士通(川崎)		1600217		[MTC]CBBU開発(SCD)		1		[MTC]CBBU MIMOエンハンス開発(256QAM)(SCD)-3		9/30/16		NJI11		ＩＣＴ１１		2,400,000		2,400,000		2,400,000		1,759,128		640,872		26.70%		73.30%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1400596		[KC]KA4344 CAMERA_EntryHome		22		[KC]CA04 EntryHome機能		6/30/16		NJI12		ＩＣＴ１２		2,496,000		2,496,000		2,496,000		1,854,767		641,233		25.69%		74.31%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600190		H28 ITサービスマネジメント部第３チーム		3		H28 ITサービスマネジメント部第３チーム		7/31/16		NJNA1		ＮＡ１		3,500,000		3,500,000		3,500,000		2,858,517		641,483		18.33%		81.67%

		1		ＥＳ事 コト		U099004200		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸITS		1600328		PASITS M7G AppFW先行開発(2016)		2		PASITS M7G AppFW先行開発(2016) 7月		7/20/16		NJK22		ＥＳ２２		1,600,000		1,600,000		1,600,000		958,064		641,936		40.12%		59.88%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600149		H28 ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部第一ﾁｰﾑ支援		0		H28 ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部第一ﾁｰﾑ支援		6/30/16		NJNA2		ＮＡ２		2,220,000		2,220,000		2,220,000		1,577,402		642,598		28.95%		71.05%

		2		ＩＣＴ事 コト		U115005000		ｿﾆｰｽﾄﾚｰｼﾞﾒﾃﾞｨｱ		1600207		[SSMD]メモリーコントローラ用ファームウェア開発業務		1		[SSMD]メモリーコントローラ用FW開発業務(5月)		5/20/16		NJI11		ＩＣＴ１１		2,600,000		2,600,000		2,600,000		1,955,012		644,988		24.81%		75.19%

		3		ＦＳ事 コト		U099000300		川越市		1600055		川越市（維持管理）		3		川越市（維持管理）		7/31/16		NJF22		ＦＳ２２		2,465,000		2,465,000		2,465,000		1,818,867		646,133		26.21%		73.79%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600170		【SJNKS･支援】品質管理Ｇ　同席ＳＥ(2016年度）		4		【SJNKS･支援】品質管理Ｇ　同席ＳＥ(2016年08月）		8/31/16		NJF21		ＦＳ２１		1,960,000		1,960,000		1,960,000		1,311,674		648,326		33.08%		66.92%

		2		ＩＣＴ事 コト		U115005100		ｿﾆｰｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｿﾘｭ		1600210		[SSS]AGPSソフトウェア開発業務		1		[SSS]AGPSソフトウェア開発業務(5月)		5/31/16		NJI11		ＩＣＴ１１		2,500,000		2,500,000		2,500,000		1,851,189		648,811		25.95%		74.05%

		4		ＮＳ事 コト		U105002900		三菱総研DCS		1600105		MUMSS/MUMSPBSｼｽﾃﾑ基盤構築・維持管理業務		3		MUMSS/MUMSPBSｼｽﾃﾑ基盤構築・維持管理業務		7/31/16		NJN12		ＮＳ１２		4,864,332		4,864,332		4,864,332		4,215,377		648,955		13.34%		86.66%

		1		ＥＳ事 コト		U095045000		ｳｪｻﾞｰﾆｭｰｽﾞ		1600070		WNI　NEXCO西/中日本iHighway保守		1		WNI　NEXCO西/中日本iHighway H28年度保守 5月		5/31/16		SBCS1		千葉S1		2,150,000		2,150,000		2,150,000		1,500,568		649,432		30.21%		69.79%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1600037		C-ITS RX保守＆NAM顧問周辺		2		C-ITS RX保守＆NAM顧問周辺 06月		6/29/16		SBSS2		佐原S2		7,134,280		7,134,280		7,134,280		6,483,980		650,300		9.12%		90.88%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1600065		CTC(SI諸業務)金融ｼｽ1部3課(H28)		2		CTC(SI諸業務)金融ｼｽ1部3課(H28)		6/30/16		NJN21		ＮＳ２１		5,091,918		5,091,918		5,091,918		4,441,152		650,766		12.78%		87.22%

		2		ＩＣＴ事 コト		U104002000		ｿﾆｰｺﾝﾋﾟｭｰﾀｴﾝﾀﾃ		1500244		[SCE]PSPF機器における設定関連機能における開発業務		11		[SCE]PSPF機器における設定関連機能開発(4月)		4/25/16		NJI11		ＩＣＴ１１		2,800,000		2,800,000		2,800,000		2,148,639		651,361		23.26%		76.74%

		3		ＦＳ事 コト		U108003100		ｴﾑﾕｰﾌﾛﾝﾃｨｱ債権		1600113		業務システムの開発支援		2		ＭＵＦＲ業務システムの開発支援（６月）		6/30/16		NJF12		ＦＳ１２		5,360,000		5,360,000		5,360,000		4,705,497		654,503		12.21%		87.79%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600187		H28 Web1T 開発保守支援作業		0		H28 Web1T 開発保守支援作業		6/30/16		NJNA1		ＮＡ１		4,110,000		4,110,000		4,110,000		3,455,448		654,552		15.93%		84.07%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600352		H28　MARVEL運用支援業務		0		H28　MARVEL運用支援業務		9/30/16		NJNA2		ＮＡ２		2,372,000		2,372,000		2,372,000		1,714,966		657,034		27.70%		72.30%

		2		ＩＣＴ事 コト		U096005700		ｿﾆｰ		1600008		クラウドデータ処理システム開発 業務		1		クラウドデータ処理システム開発 業務		5/20/16		SBSS1		佐原S1		2,240,000		2,240,000		2,240,000		1,582,135		657,865		29.37%		70.63%

		2		ＩＣＴ事 コト		U103000200		ｼｬｰﾌﾟﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾋ		1600030		DL75/GP11D MTF/UM試験		7		DL96/DF40 MTF/UM試験		9/23/16		SBSS1		佐原S1		2,504,000		2,504,000		2,504,000		1,845,100		658,900		26.31%		73.69%

		2		ＩＣＴ事 コト		U110000100		NTTﾄﾞｺﾓ		1600303		[DCM]次世代CSシステム開発		1		[DCM]次世代型CSｼｽﾃﾑ 東京広域連携 ｴﾘｱ毎ﾌﾟﾗﾝ対応		7/29/16		NJI22		ＩＣＴ２２		3,618,750		3,618,750		3,618,750		2,959,687		659,063		18.21%		81.79%

		1		ＥＳ事 コト		U095006501		横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻ		1600225		ＹＪＰ：三愛石油羽田_航空燃料貯油基地工事その１		2		ＹＪＰ：三愛石油羽田_ソフトウェア構築助成作業２		7/26/16		NJK21		ＥＳ２１		2,762,500		2,762,500		2,762,500		2,102,734		659,766		23.88%		76.12%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1600203		[NMSE]移動機(IOT L1特性)評価(H28上)		1		[NMSE]移動機(IOT L1特性)評価(H28上)_5月		5/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		2,790,000		2,790,000		2,790,000		2,130,101		659,899		23.65%		76.35%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1600237		[NMSE]ドコモメールアプリ評価		3		SL推アプリ試験 ドコモメール評価(7月)		7/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		1,941,500		1,941,500		1,941,500		1,281,100		660,400		34.01%		65.99%

		1		ＥＳ事 コト		U095026300		ﾌｸﾀﾞ電子		1600272		ＭＩＲ：機器ドライバ開発		2		ＭＩＲ：九州医療センターMetaVision更新MyExport対応		9/28/16		NJK21		ＥＳ２１		2,840,000		2,840,000		2,840,000		2,176,356		663,644		23.37%		76.63%

		2		ＩＣＴ事 コト		U115005000		ｿﾆｰｽﾄﾚｰｼﾞﾒﾃﾞｨｱ		1600205		[SSMD]メディア開発サポート業務		1		[SSMD]メディア開発サポート業務(5月)		5/20/16		NJI11		ＩＣＴ１１		2,433,750		2,433,750		2,433,750		1,768,144		665,606		27.35%		72.65%

		2		ＩＣＴ事 コト		U115005000		ｿﾆｰｽﾄﾚｰｼﾞﾒﾃﾞｨｱ		1600206		[SSMD]メディアプラットフォーム開発サポート業務		5		[SSMD]メディアPF開発サポート業務(9月)		9/30/16		NJI11		ＩＣＴ１１		3,444,650		3,444,650		3,444,650		2,778,969		665,681		19.33%		80.67%

		4		ＮＳ事 コト		U095023200		石油資源開発		1600103		石油資源開発 情報ｼｽﾃﾑ部ｼｽﾃﾑ運用支援業務		1		石油資源開発 情報ｼｽﾃﾑ部ｼｽﾃﾑ運用支援業務		5/31/16		NJN12		ＮＳ１２		3,250,000		3,250,000		3,250,000		2,583,519		666,481		20.51%		79.49%

		1		ＥＳ事 コト		U095006601		日立国際小金井		1600136		HiKE 個別案件(2016)		2		HiKE 岐阜県防災　SE支援作業②		6/30/16		NJK22		ＥＳ２２		2,500,000		2,500,000		2,500,000		1,832,588		667,412		26.70%		73.30%

		1		ＥＳ事 コト		U095006500		横河電機		1600231		Ｙ：ADSuite R1.04開発		2		Ｙ：CENTUMVP R6.04 ADSuite 機能改善		9/29/16		NJK21		ＥＳ２１		4,500,000		4,500,000		4,500,000		3,831,826		668,174		14.85%		85.15%

		3		ＦＳ事 コト		U099000300		川越市		1600055		川越市（維持管理）		1		川越市（維持管理）		5/31/16		NJF22		ＦＳ２２		2,465,000		2,465,000		2,465,000		1,794,480		670,520		27.20%		72.80%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1600070		CTC(SI委託契約)MH_ｱﾌﾟﾘ仮想化基盤保守(H28)		3		CTC(SI委託契約)MH_ｱﾌﾟﾘ仮想化基盤保守(H28)		7/31/16		NJN21		ＮＳ２１		3,002,000		3,002,000		3,002,000		2,331,264		670,736		22.34%		77.66%

		2		ＩＣＴ事 コト		U112000200		ｸｱﾙｺﾑｼｰﾃﾞｨｰｴﾑｴ		1600257		[QCOM]IOT/FT評価業務		5		[QCOM]IOT/FT評価業務(9月)		9/30/16		NJI11		ＩＣＴ１１		3,395,472		3,395,472		3,395,472		2,722,869		672,603		19.81%		80.19%

		3		ＦＳ事 コト		U101000201		日立ｼｽﾃﾑｽﾞ		1600052		三井住友海上プライマリー生命		1		三井住友海上プライマリー生命		5/31/16		NJF22		ＦＳ２２		2,750,306		2,750,306		2,750,306		2,076,642		673,664		24.49%		75.51%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1600248		[NMSE]HD-BDE基地局開発(準委任)		1		HD-BDE開発(準委任) 共通部・LTEソフト保守_5月		5/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		5,563,350		5,563,350		5,563,350		4,889,000		674,350		12.12%		87.88%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1600049		営業管理Ｇ		2		営業管理Ｇ		6/30/16		NJF22		ＦＳ２２		6,660,902		6,660,902		6,660,902		5,986,279		674,623		10.13%		89.87%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1600064		CTC(SI諸業務)金融ｼｽ1部1･2･4課(H28)		3		CTC(SI諸業務)金融ｼｽ1部1･2･4課(H28)		7/31/16		NJN21		ＮＳ２１		3,472,944		3,472,944		3,472,944		2,796,639		676,305		19.47%		80.53%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1600235		[NMSE]eNB開発に付帯する業務委託		1		[NMSE]eNB開発に付帯する業務委託(H28年度第2四半期)		9/30/16		NJI12		ＩＣＴ１２		4,110,000		4,110,000		4,110,000		3,432,650		677,350		16.48%		83.52%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600164		【SJNKS･支援】契約計上Ｇ　同席ＳＥ(2016年度）		1		【SJNKS･支援】契約計上Ｇ　同席ＳＥ(2016年05月）		5/31/16		NJF21		ＦＳ２１		2,630,000		2,630,000		2,630,000		1,952,545		677,455		25.76%		74.24%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1600064		CTC(SI諸業務)金融ｼｽ1部1･2･4課(H28)		1		CTC(SI諸業務)金融ｼｽ1部1･2･4課(H28)		5/31/16		NJN21		ＮＳ２１		2,843,174		2,843,174		2,843,174		2,164,724		678,450		23.86%		76.14%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1600238		[NMSE]ＰＢ推セキ企アプリ評価		3		2016年度上期アプリ確認業務(PB推セキ企)_7月		7/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		1,532,750		1,532,750		1,532,750		853,625		679,125		44.31%		55.69%

		4		ＮＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1600005		【FIS-SE】運用管理業務		1		【FIS-SE】運用管理業務		5/31/16		NJN11		ＮＳ１１		3,120,000		3,120,000		3,120,000		2,436,172		683,828		21.92%		78.08%

		1		ＥＳ事 コト		U095026300		ﾌｸﾀﾞ電子		1600267		ＭＥ：DS-8600機能改良　開発支援作業		5		ＭＥ：DS-8700機能追加(V02)		9/30/16		NJK21		ＥＳ２１		6,250,000		6,250,000		6,250,000		5,565,979		684,021		10.94%		89.06%

		2		ＩＣＴ事 コト		U115002500		ｿﾆｰﾋﾞﾃﾞｵ&ｻｳﾝﾄﾞ		1600209		[SVS]オーディオ機器向けソフトウェア設計業務		2		[SVS]オーディオ機器向けソフトウェア設計業務(6月)		6/30/16		NJI11		ＩＣＴ１１		3,524,500		3,524,500		3,524,500		2,838,358		686,142		19.47%		80.53%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600157		H28 次期ASW基盤開発支援作業		1		H28 次期ASW基盤開発支援作業		9/30/16		NJNA2		ＮＡ２		4,740,000		4,740,000		4,740,000		4,051,349		688,651		14.53%		85.47%

		1		ＥＳ事 コト		U095006501		横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻ		1600335		ＹＪＰ：出光興産　オフラス更新プロジェクト		1		ＹＪＰ：出光興産　オフラス更新プロジェクト２		7/27/16		NJK21		ＥＳ２１		2,635,320		2,635,320		2,635,320		1,945,249		690,071		26.19%		73.81%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1600070		CTC(SI委託契約)MH_ｱﾌﾟﾘ仮想化基盤保守(H28)		1		CTC(SI委託契約)MH_ｱﾌﾟﾘ仮想化基盤保守(H28)		5/31/16		NJN21		ＮＳ２１		2,952,000		2,952,000		2,952,000		2,261,212		690,788		23.40%		76.60%

		2		ＩＣＴ事 コト		U115002500		ｿﾆｰﾋﾞﾃﾞｵ&ｻｳﾝﾄﾞ		1600209		[SVS]オーディオ機器向けソフトウェア設計業務		5		[SVS]オーディオ機器向けソフトウェア設計業務(9月)		9/30/16		NJI11		ＩＣＴ１１		3,524,500		3,524,500		3,524,500		2,833,349		691,151		19.61%		80.39%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600082		「大口・高圧自動検針対応」の情報化企画書		2		「大口・高圧自動検針対応」の情報化企画書		9/30/16		TBS2		東北S2		3,200,000		3,200,000		3,200,000		2,508,252		691,748		21.62%		78.38%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1600032		C-ITS PX保守、カスタマイズ対応		0		C-ITS PX保守、カスタマイズ対応 04月		4/30/16		SBSS2		佐原S2		3,262,580		3,262,580		3,262,580		2,570,256		692,324		21.22%		78.78%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600187		H28 Web1T 開発保守支援作業		1		H28 Web1T 開発保守支援作業		9/30/16		NJNA1		ＮＡ１		3,948,801		3,948,801		3,948,801		3,256,471		692,330		17.53%		82.47%

		2		ＩＣＴ事 コト		U112000200		ｸｱﾙｺﾑｼｰﾃﾞｨｰｴﾑｴ		1600257		[QCOM]IOT/FT評価業務		2		[QCOM]IOT/FT評価業務(6月)		6/30/16		NJI11		ＩＣＴ１１		3,436,128		3,436,128		3,436,128		2,740,067		696,061		20.26%		79.74%

		4		ＮＳ事 コト		U095023200		石油資源開発		1600103		石油資源開発 情報ｼｽﾃﾑ部ｼｽﾃﾑ運用支援業務		5		石油資源開発 情報ｼｽﾃﾑ部ｼｽﾃﾑ運用支援業務		9/30/16		NJN12		ＮＳ１２		3,250,000		3,250,000		3,250,000		2,552,154		697,846		21.47%		78.53%

		4		ＮＳ事 コト		U105002900		三菱総研DCS		1600105		MUMSS/MUMSPBSｼｽﾃﾑ基盤構築・維持管理業務		0		MUMSS/MUMSPBSｼｽﾃﾑ基盤構築・維持管理業務		4/30/16		NJN12		ＮＳ１２		4,940,677		4,940,677		4,940,677		4,238,779		701,898		14.21%		85.79%

		3		ＦＳ事 コト		U101000201		日立ｼｽﾃﾑｽﾞ		1600052		三井住友海上プライマリー生命		2		三井住友海上プライマリー生命		6/30/16		NJF22		ＦＳ２２		3,550,761		3,550,761		3,550,761		2,848,254		702,507		19.78%		80.22%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1600070		CTC(SI委託契約)MH_ｱﾌﾟﾘ仮想化基盤保守(H28)		0		CTC(SI委託契約)MH_ｱﾌﾟﾘ仮想化基盤保守(H28)		4/30/16		NJN21		ＮＳ２１		2,952,000		2,952,000		2,952,000		2,248,607		703,393		23.83%		76.17%

		3		ＦＳ事 コト		U101000201		日立ｼｽﾃﾑｽﾞ		1600052		三井住友海上プライマリー生命		4		三井住友海上プライマリー生命		8/31/16		NJF22		ＦＳ２２		4,340,971		4,340,971		4,340,971		3,634,513		706,458		16.27%		83.73%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600167		【SJNKS･支援】代理店計上Ｇ　同席ＳＥ(2016年度）		4		【SJNKS･支援】代理店計上Ｇ　同席ＳＥ(2016年08月）		8/31/16		NJF21		ＦＳ２１		2,940,000		2,940,000		2,940,000		2,233,493		706,507		24.03%		75.97%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1600048		団体保険Ｇ		1		団体保険Ｇ		5/31/16		NJF22		ＦＳ２２		4,566,403		4,566,403		4,566,403		3,859,657		706,746		15.48%		84.52%

		3		ＦＳ事 コト		U095010700		ちばぎんｺﾝﾋﾟｭｰ		1600016		CCS　国保システム　ソフトウェア開発		5		CCS　国保システム　ソフトウェア開発		9/30/16		SBCS2		千葉S2		3,260,000		3,260,000		3,260,000		2,552,886		707,114		21.69%		78.31%

		3		ＦＳ事 コト		U095010900		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰS		1500229		FIPS　日本郵便）新業務支援システム		4		FIPS　日本郵便）新業務支援システム開発		4/28/16		SBCS2		千葉S2		15,710,000		15,710,000		15,710,000		15,002,087		707,913		4.51%		95.49%

		2		ＩＣＴ事 コト		U115005100		ｿﾆｰｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｿﾘｭ		1600210		[SSS]AGPSソフトウェア開発業務		4		[SSS]GPSソフトウェア開発業務(8月)		8/31/16		NJI11		ＩＣＴ１１		2,500,000		2,500,000		2,500,000		1,791,083		708,917		28.36%		71.64%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600190		H28 ITサービスマネジメント部第３チーム		0		H28 ITサービスマネジメント部第３チーム		4/30/16		NJNA1		ＮＡ１		4,375,658		4,375,658		4,375,658		3,663,308		712,350		16.28%		83.72%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600154		H28 ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部第一ﾁｰﾑ支援(OCEAN)		0		H28 ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部第一ﾁｰﾑ支援(OCEAN)		6/30/16		NJNA2		ＮＡ２		2,370,000		2,370,000		2,370,000		1,656,272		713,728		30.12%		69.88%

		3		ＦＳ事 コト		U095010700		ちばぎんｺﾝﾋﾟｭｰ		1500211		CCS　新聞社向けＥＣサイト決済基盤開発		22		CCS　読売新聞共通課員課金システム決済基盤開発		6/30/16		SBCS2		千葉S2		5,600,000		5,600,000		5,600,000		4,883,338		716,662		12.80%		87.20%

		1		ＥＳ事 コト		U095017100		富士ｾﾞﾛｯｸｽ情報		1600038		NECネッツSI様向け　教育支援システム開発業務		1		NECネッツSI様向け　教育支援システム開発業務		5/31/16		TBS1		東北S1		717,603		717,603		717,603		0		717,603		100.00%		0.00%

		4		ＮＳ事 コト		U105002900		三菱総研DCS		1600105		MUMSS/MUMSPBSｼｽﾃﾑ基盤構築・維持管理業務		4		MUMSS/MUMSPBSｼｽﾃﾑ基盤構築・維持管理業務		8/31/16		NJN12		ＮＳ１２		5,289,315		5,289,315		5,289,315		4,571,073		718,242		13.58%		86.42%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600152		H28 ANA内部統制(ITGC)保守運用		0		H28 ANA内部統制(ITGC)保守運用		6/30/16		NJNA2		ＮＡ２		2,370,000		2,370,000		2,370,000		1,648,935		721,065		30.42%		69.58%

		1		ＥＳ事 コト		U116002400		東海理化電機製		1600099		TR8　ハザードSWの結合テスト仕様書作成、実施		0		TR8　ハザードSWの結合テスト仕様書作成、実施		9/30/16		TBS1		東北S1		2,856,000		2,856,000		2,856,000		2,134,219		721,781		25.27%		74.73%

		3		ＦＳ事 コト		U101000201		日立ｼｽﾃﾑｽﾞ		1600052		三井住友海上プライマリー生命		3		三井住友海上プライマリー生命		7/31/16		NJF22		ＦＳ２２		4,340,360		4,340,360		4,340,360		3,618,254		722,106		16.64%		83.36%

		2		ＩＣＴ事 コト		U115005100		ｿﾆｰｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｿﾘｭ		1600212		[SSS]IOT App開発/不具合解析業務		4		[SSS]IOT App開発/不具合解析業務(8月)		8/31/16		NJI11		ＩＣＴ１１		2,450,000		2,450,000		2,450,000		1,726,305		723,695		29.54%		70.46%

		4		ＮＳ事 コト		U105002900		三菱総研DCS		1600105		MUMSS/MUMSPBSｼｽﾃﾑ基盤構築・維持管理業務		1		MUMSS/MUMSPBSｼｽﾃﾑ基盤構築・維持管理業務		5/31/16		NJN12		ＮＳ１２		4,632,145		4,632,145		4,632,145		3,906,611		725,534		15.66%		84.34%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1600235		[NMSE]eNB開発に付帯する業務委託		0		[NMSE]eNB開発に付帯する業務委託(H28年度第1四半期)		6/30/16		NJI12		ＩＣＴ１２		4,315,500		4,315,500		4,315,500		3,588,024		727,476		16.86%		83.14%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1600085		森永乳業　物流生産運用業務支援１		4		森永乳業　物流生産運用業務支援１(8月)		8/31/16		NJI21		ＩＣＴ２１		4,970,000		4,970,000		4,970,000		4,232,963		737,037		14.83%		85.17%

		2		ＩＣＴ事 コト		U105001200		寺岡精工		1600337		[寺岡]ラベルプリンタソフトウェア評価		2		[寺岡]ラベルプリンタソフトウェア評価_8月		9/20/16		NJI12		ＩＣＴ１２		2,191,406		2,191,406		2,191,406		1,453,075		738,331		33.69%		66.31%

		2		ＩＣＴ事 コト		U103000200		ｼｬｰﾌﾟﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾋ		1600030		DL75/GP11D MTF/UM試験		6		DF40 フィールド試験		9/23/16		SBSS1		佐原S1		2,883,941		2,883,941		2,883,941		2,145,465		738,476		25.61%		74.39%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600164		【SJNKS･支援】契約計上Ｇ　同席ＳＥ(2016年度）		5		【SJNKS･支援】契約計上Ｇ　同席ＳＥ(2016年09月）		9/30/16		NJF21		ＦＳ２１		2,630,000		2,630,000		2,630,000		1,891,524		738,476		28.08%		71.92%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1500492		[KC]春夏Browser開発		1		[KC]CA37Browser開発1		6/30/16		NJI12		ＩＣＴ１２		3,463,200		3,463,200		3,463,200		2,724,384		738,816		21.33%		78.67%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600060		「Ｇ２Ａ広域機関対応」システム構築		3		「Ｇ２Ａ広域機関対応」システム構築		8/31/16		TBS2		東北S2		1,650,000		1,650,000		1,650,000		904,663		745,337		45.17%		54.83%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1500308		ＺＳ　2015年度上半期　業務支援		24		2015年度下半期業務支援(保守業務)【追加分】(5月)		5/31/16		NJF11		ＦＳ１１		3,380,000		3,380,000		3,380,000		2,632,245		747,755		22.12%		77.88%

		2		ＩＣＴ事 コト		U115002500		ｿﾆｰﾋﾞﾃﾞｵ&ｻｳﾝﾄﾞ		1600209		[SVS]オーディオ機器向けソフトウェア設計業務		4		[SVS]オーディオ機器向けソフトウェア設計業務(8月)		8/20/16		NJI11		ＩＣＴ１１		2,647,365		2,647,365		2,647,365		1,898,106		749,259		28.30%		71.70%

		1		ＥＳ事 コト		U095006601		日立国際小金井		1600136		HiKE 個別案件(2016)		18		HiKE 列車　SE支援作業		9/30/16		NJK22		ＥＳ２２		3,000,000		3,000,000		3,000,000		2,249,230		750,770		25.03%		74.97%

		3		ＦＳ事 コト		U095010900		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰS		1600027		FIPS　日本郵便）新業務支援システム		1		FIPS　日本郵便）新業務支援システム		9/29/16		SBCS2		千葉S2		18,302,000		18,302,000		18,302,000		17,549,676		752,324		4.11%		95.89%

		2		ＩＣＴ事 コト		U101003200		ｿﾆｰﾓﾊﾞｲﾙｺﾐｭﾆｹｰ		1500279		SOMC（次世代ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開発）		10		SOMC（次世代ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開発）3/21～4/20		4/20/16		NJI12		ＩＣＴ１２		9,750,000		9,750,000		9,750,000		8,997,106		752,894		7.72%		92.28%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1600307		元トヨタ契約のシステム21への契約移管		0		元トヨタ契約のシステム21への契約移管		5/31/16		NJF11		ＦＳ１１		3,261,700		3,261,700		3,261,700		2,506,926		754,774		23.14%		76.86%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600083		「低圧自動検針対応」のシステム構築		2		「低圧自動検針対応」のシステム構築		9/30/16		TBS2		東北S2		1,920,000		1,920,000		1,920,000		1,164,117		755,883		39.37%		60.63%

		1		ＥＳ事 コト		U095026300		ﾌｸﾀﾞ電子		1600249		ＭＩＲ：東京医科大学病院　機能追加対応		1		ＭＩＲ：長崎みなと病院様向けMirrel改修		6/30/16		NJK21		ＥＳ２１		2,026,400		2,026,400		2,026,400		1,270,113		756,287		37.32%		62.68%

		2		ＩＣＴ事 コト		U116000500		ｿﾆｰ･ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞｴ		1600131		[SIE]PSPF機器における設定関連機能における開発業務		2		[SIE]PSPF機器における設定関連機能開発(7月)		7/25/16		NJI11		ＩＣＴ１１		2,750,000		2,750,000		2,750,000		1,991,541		758,459		27.58%		72.42%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1600264		[KC]音声読み上げ機能拡張IF開発		0		CA37 音声読み上げ機能拡張IF開発(2)		8/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		3,217,500		3,217,500		3,217,500		2,456,912		760,588		23.64%		76.36%

		2		ＩＣＴ事 コト		U103000200		ｼｬｰﾌﾟﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾋ		1600075		DTV 開発対応		5		16 秋冬機種 DTV 共通開発対応		9/13/16		SBSS1		佐原S1		2,718,300		2,718,300		2,718,300		1,954,836		763,464		28.09%		71.91%

		3		ＦＳ事 コト		U106001900		NTTｺﾑｳｪｱ		1600112		Ａ生命様契約部ユーザー対応業務の委任		2		Ａ生命様契約部ユーザー対応業務の委任（６月）		6/30/16		NJF12		ＦＳ１２		3,920,000		3,920,000		3,920,000		3,154,453		765,547		19.53%		80.47%

		3		ＦＳ事 コト		U106001900		NTTｺﾑｳｪｱ		1600109		Ａ生命様新契約ＰＴの委任		0		Ａ生命様新契約ＰＴの委任（４月）		4/30/16		NJF12		ＦＳ１２		2,000,000		2,000,000		2,000,000		1,230,960		769,040		38.45%		61.55%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1600085		森永乳業　物流生産運用業務支援１		3		森永乳業　物流生産運用業務支援１(7月)		7/31/16		NJI21		ＩＣＴ２１		4,926,448		4,926,448		4,926,448		4,156,638		769,810		15.63%		84.37%

		3		ＦＳ事 コト		U103002400		明治安田ｼｽﾃﾑﾃｸ		1600053		【MYL】法人事務ｻｰﾋﾞｽ対応(中長期ｼｽﾃﾑ課題)		5		【MYL】法人事務ｻｰﾋﾞｽ対応(中長期ｼｽﾃﾑ課題)		9/30/16		NJF22		ＦＳ２２		6,007,500		6,007,500		6,007,500		5,234,626		772,874		12.87%		87.13%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1600263		[KC]カメラアプリ開発		0		CA37 Camera機能2(設計/製造/評価)		7/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		3,120,000		3,120,000		3,120,000		2,345,644		774,356		24.82%		75.18%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1600048		団体保険Ｇ		2		団体保険Ｇ		6/30/16		NJF22		ＦＳ２２		4,960,943		4,960,943		4,960,943		4,184,780		776,163		15.65%		84.35%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600172		【SJNKS･支援】ＩＦＲＳ　同席ＳＥ(2016年度）		2		【SJNKS･支援】ＩＦＲＳ　同席ＳＥ(2016年06月）		6/30/16		NJF21		ＦＳ２１		4,820,000		4,820,000		4,820,000		4,043,545		776,455		16.11%		83.89%

		3		ＦＳ事 コト		U114003300		ﾁｭｰﾘｯﾋ保険会社		1600254		【Zurich】ＤＭシステム対応／ＳＨＩ（2016年度対応）		1		【Zurich】ＤＭシステム対応／ＳＨＩ（2016年05月）		5/31/16		NJF21		ＦＳ２１		4,538,395		4,538,395		4,538,395		3,761,384		777,011		17.12%		82.88%

		3		ＦＳ事 コト		U095010700		ちばぎんｺﾝﾋﾟｭｰ		1600016		CCS　国保システム　ソフトウェア開発		1		CCS　国保システム　ソフトウェア開発		5/31/16		SBCS2		千葉S2		3,500,000		3,500,000		3,500,000		2,719,183		780,817		22.31%		77.69%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500099		「Ｇ２Ａ広域機関対応」情報化企画書		5		「Ｇ２Ａ広域機関対応」システム構築		4/28/16		TBS2		東北S2		6,600,000		6,600,000		6,600,000		5,818,577		781,423		11.84%		88.16%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1400643		[KC]KA66 Graphics開発(設計)		6		[KC]CA02 Graphics開発(結合試験～不具合対応)		4/30/16		NJI12		ＩＣＴ１２		3,393,000		3,393,000		3,393,000		2,609,193		783,807		23.10%		76.90%

		2		ＩＣＴ事 コト		U115005100		ｿﾆｰｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｿﾘｭ		1600215		[SSS]次世代メモリコントローラ用FWの開発		3		[SSS]次世代メモリコントローラ用FWの開発(7月)		7/20/16		NJI11		ＩＣＴ１１		2,247,000		2,247,000		2,247,000		1,460,597		786,403		35.00%		65.00%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600167		【SJNKS･支援】代理店計上Ｇ　同席ＳＥ(2016年度）		1		【SJNKS･支援】代理店計上Ｇ　同席ＳＥ(2016年05月）		5/31/16		NJF21		ＦＳ２１		1,960,000		1,960,000		1,960,000		1,169,042		790,958		40.36%		59.64%

		2		ＩＣＴ事 コト		U115002500		ｿﾆｰﾋﾞﾃﾞｵ&ｻｳﾝﾄﾞ		1600209		[SVS]オーディオ機器向けソフトウェア設計業務		1		[SVS]オーディオ機器向けソフトウェア設計業務(5月)		5/20/16		NJI11		ＩＣＴ１１		2,529,743		2,529,743		2,529,743		1,734,315		795,428		31.44%		68.56%

		1		ＥＳ事 コト		U095026300		ﾌｸﾀﾞ電子		1600267		ＭＥ：DS-8600機能改良　開発支援作業		1		ＭＥ：DS-8005V01-01フェーズ1に関する開発		8/31/16		NJK21		ＥＳ２１		2,640,000		2,640,000		2,640,000		1,833,443		806,557		30.55%		69.45%

		1		ＥＳ事 コト		U099004200		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸITS		1500524		PASITS 18MY JLR向けHUD開発(2016)		0		PASITS 18MY JLR向けHUD開発(2016) 1Q		6/20/16		NJK22		ＥＳ２２		6,400,000		6,400,000		6,400,000		5,592,675		807,325		12.61%		87.39%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600101		「小売30分値データベース構築」の情報化企画書作成		0		「小売30分値データベース構築」の情報化企画書作成		8/31/16		TBS2		東北S2		3,200,000		3,200,000		3,200,000		2,387,846		812,154		25.38%		74.62%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1600034		C-ITS 次期ラップ構築		1		C-ITS 次期ラップ構築 05月		5/31/16		SBSS2		佐原S2		6,172,300		6,172,300		6,172,300		5,359,300		813,000		13.17%		86.83%

		4		ＮＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1500017		オープン系システムの業務課題支援		12		オープン系システムの業務課題支援		4/30/16		NJN11		ＮＳ１１		4,630,000		4,630,000		4,630,000		3,812,191		817,809		17.66%		82.34%

		2		ＩＣＴ事 コト		U116000500		ｿﾆｰ･ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞｴ		1600131		[SIE]PSPF機器における設定関連機能における開発業務		3		[SIE]PSPF機器における設定関連機能開発(8月)		8/25/16		NJI11		ＩＣＴ１１		2,750,000		2,750,000		2,750,000		1,929,431		820,569		29.84%		70.16%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600172		【SJNKS･支援】ＩＦＲＳ　同席ＳＥ(2016年度）		4		【SJNKS･支援】ＩＦＲＳ　同席ＳＥ(2016年08月）		8/31/16		NJF21		ＦＳ２１		4,820,000		4,820,000		4,820,000		3,997,011		822,989		17.07%		82.93%

		5		その他 タ		U095009802		全日本空輸DFDR		1600082		【ANA】ANA/DFDRｼｽﾃﾑ運用管理		2		【ANA】ANA/DFDRｼｽﾃﾑ運用業務		6/30/16		EBCS		ＣＳ課		2,875,000		2,875,000		2,875,000		2,051,872		823,128		28.63%		71.37%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1500442		新団年割戻金実施に向けた対応		1		新団年割戻金実施に向けた対応		5/31/16		NJF11		ＦＳ１１		3,303,900		3,303,900		3,303,900		2,477,749		826,151		25.01%		74.99%

		4		ＮＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1600005		【FIS-SE】運用管理業務		5		【FIS-SE】運用管理業務		9/30/16		NJN11		ＮＳ１１		3,120,000		3,120,000		3,120,000		2,291,232		828,768		26.56%		73.44%

		3		ＦＳ事 コト		U106001900		NTTｺﾑｳｪｱ		1600112		Ａ生命様契約部ユーザー対応業務の委任		0		Ａ生命様契約部ユーザー対応業務の委任（４月）		4/30/16		NJF12		ＦＳ１２		3,920,000		3,920,000		3,920,000		3,090,798		829,202		21.15%		78.85%

		2		ＩＣＴ事 コト		U097001401		富士通(川崎)		1600304		[MTC]CBBU開発(TRXINF)		1		[MTC]高密度BDE エンハンス開発TM9 DEM-TRXINF-2		8/31/16		NJI11		ＩＣＴ１１		4,800,000		4,800,000		4,800,000		3,969,058		830,942		17.31%		82.69%

		3		ＦＳ事 コト		U114003300		ﾁｭｰﾘｯﾋ保険会社		1500046		【Zurich】ＤＭシステム対応		13		【Zurich】ＤＭシステム対応(2016年03月仕掛分）		4/30/16		NJF21		ＦＳ２１		3,894,113		3,894,113		3,894,113		3,062,715		831,398		21.35%		78.65%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1600033		C-ITS WrapFlow保守		2		C-ITS WrapFlow保守 06月		6/30/16		SBSS2		佐原S2		10,035,000		10,035,000		10,035,000		9,194,618		840,382		8.37%		91.63%

		5		その他 タ		U095009802		全日本空輸DFDR		1600082		【ANA】ANA/DFDRｼｽﾃﾑ運用管理		4		【ANA】ANA/DFDRｼｽﾃﾑ運用業務		8/31/16		EBCS		ＣＳ課		2,875,000		2,875,000		2,875,000		2,032,584		842,416		29.30%		70.70%

		1		ＥＳ事 コト		U095017100		富士ｾﾞﾛｯｸｽ情報		1600038		NECネッツSI様向け　教育支援システム開発業務		7		NECネッツSI様向け　教育支援システム開発業務		8/31/16		TBS1		東北S1		842,632		842,632		842,632		0		842,632		100.00%		0.00%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1600065		CTC(SI諸業務)金融ｼｽ1部3課(H28)		4		CTC(SI諸業務)金融ｼｽ1部3課(H28)		8/31/16		NJN21		ＮＳ２１		5,368,433		5,368,433		5,368,433		4,524,733		843,700		15.72%		84.28%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600172		【SJNKS･支援】ＩＦＲＳ　同席ＳＥ(2016年度）		3		【SJNKS･支援】ＩＦＲＳ　同席ＳＥ(2016年07月）		7/31/16		NJF21		ＦＳ２１		4,820,000		4,820,000		4,820,000		3,975,030		844,970		17.53%		82.47%

		2		ＩＣＴ事 コト		U115005100		ｿﾆｰｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｿﾘｭ		1600211		[SSS]LTEソフトウェア開発業務		1		[SSS]LTEソフトウェア開発業務(5月)		5/31/16		NJI11		ＩＣＴ１１		3,350,000		3,350,000		3,350,000		2,503,140		846,860		25.28%		74.72%

		1		ＥＳ事 コト		U095026300		ﾌｸﾀﾞ電子		1600267		ＭＥ：DS-8600機能改良　開発支援作業		2		ＭＥ：DS-8900DS-8700データ連携機能拡張		9/30/16		NJK21		ＥＳ２１		7,880,000		7,880,000		7,880,000		7,032,617		847,383		10.75%		89.25%

		1		ＥＳ事 コト		U114002500		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾈｯﾄ開		1600076		掃除機ロボット開発		0		掃除機ロボット開発		9/25/16		TBS1		東北S1		6,345,000		6,345,000		6,345,000		5,494,357		850,643		13.41%		86.59%

		3		ＦＳ事 コト		U106001900		NTTｺﾑｳｪｱ		1600112		Ａ生命様契約部ユーザー対応業務の委任		1		Ａ生命様契約部ユーザー対応業務の委任（５月）		5/31/16		NJF12		ＦＳ１２		3,920,000		3,920,000		3,920,000		3,068,917		851,083		21.71%		78.29%

		1		ＥＳ事 コト		U095006803		日立製作 公共		1600106		日立　NAPSツール開発		0		日立　NAPSツール開発（要件定義）		7/29/16		SBCS1		千葉S1		2,550,000		2,550,000		2,550,000		1,695,100		854,900		33.53%		66.47%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1600049		営業管理Ｇ		3		営業管理Ｇ		7/31/16		NJF22		ＦＳ２２		6,620,037		6,620,037		6,620,037		5,762,731		857,306		12.95%		87.05%

		2		ＩＣＴ事 コト		U103000200		ｼｬｰﾌﾟﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾋ		1600076		AQUOSクラウド拡張開発		0		AQUOSクラウド拡張開発・評価		9/16/16		SBSS1		佐原S1		4,482,000		4,482,000		4,482,000		3,617,397		864,603		19.29%		80.71%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600347		H28 able-Dエンハンス支援作業		1		H28 able-Dエンハンス支援作業		9/30/16		NJNA2		ＮＡ２		2,370,000		2,370,000		2,370,000		1,504,034		865,966		36.54%		63.46%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1600320		ＺＳ　2016年度上半期業務支援(保守業務)		0		2016年度上半期業務支援(保守業務)(6月)		6/30/16		NJF11		ＦＳ１１		5,175,000		5,175,000		5,175,000		4,308,019		866,981		16.75%		83.25%

		4		ＮＳ事 コト		U100002400		そんぽ24損保		1600061		（そんぽ-OP H28）電子計算機システム運用業務		1		（そんぽ-OP H28）電子計算機システム運用業務		5/31/16		NJN21		ＮＳ２１		5,980,000		5,980,000		5,980,000		5,108,892		871,108		14.57%		85.43%

		4		ＮＳ事 コト		U100002400		そんぽ24損保		1600061		（そんぽ-OP H28）電子計算機システム運用業務		4		（そんぽ-OP H28）電子計算機システム運用業務		8/31/16		NJN21		ＮＳ２１		5,980,000		5,980,000		5,980,000		5,108,892		871,108		14.57%		85.43%

		2		ＩＣＴ事 コト		U103000200		ｼｬｰﾌﾟﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾋ		1600075		DTV 開発対応		0		16 春夏機種 DTV 共通開発対応		6/20/16		SBSS1		佐原S1		3,833,500		3,833,500		3,833,500		2,959,785		873,715		22.79%		77.21%

		4		ＮＳ事 コト		U100002400		そんぽ24損保		1600061		（そんぽ-OP H28）電子計算機システム運用業務		3		（そんぽ-OP H28）電子計算機システム運用業務		7/31/16		NJN21		ＮＳ２１		5,980,000		5,980,000		5,980,000		5,105,207		874,793		14.63%		85.37%

		5		その他 タ		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600089		【ANA】ASY/PC管理		1		【ANA】ASY/PC管理		9/30/16		EBCS		ＣＳ課		4,925,922		4,925,922		4,925,922		4,050,536		875,386		17.77%		82.23%

		4		ＮＳ事 コト		U095023300		三井ﾎｰﾑ		1600007		設計ｼｽﾃﾑに係わる運用業務支援		20		設計ｼｽﾃﾑに係わる定常開発支援		9/30/16		NJN11		ＮＳ１１		3,984,000		3,984,000		3,984,000		3,097,333		886,667		22.26%		77.74%

		3		ＦＳ事 コト		U108003100		ｴﾑﾕｰﾌﾛﾝﾃｨｱ債権		1600113		業務システムの開発支援		0		ＭＵＦＲ業務システムの開発支援（４月）		4/30/16		NJF12		ＦＳ１２		5,360,000		5,360,000		5,360,000		4,463,667		896,333		16.72%		83.28%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1600049		営業管理Ｇ		0		営業管理Ｇ		4/30/16		NJF22		ＦＳ２２		7,450,216		7,450,216		7,450,216		6,552,053		898,163		12.06%		87.94%

		4		ＮＳ事 コト		U097001500		長谷工ｼｽﾃﾑｽﾞ　		1600043		（長谷工ｼｽﾃﾑｽﾞ H28）ﾊﾟｿｺﾝﾚﾝﾀﾙ運用管理業務委託		2		（長谷工ｼｽﾃﾑｽﾞ H28）ﾊﾟｿｺﾝﾚﾝﾀﾙ運用管理業務委託		6/30/16		NJN22		ＮＳ２２		4,918,364		4,918,364		4,918,364		4,017,250		901,114		18.32%		81.68%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600172		【SJNKS･支援】ＩＦＲＳ　同席ＳＥ(2016年度）		0		【SJNKS･支援】ＩＦＲＳ　同席ＳＥ(2015年04月）		4/30/16		NJF21		ＦＳ２１		4,820,000		4,820,000		4,820,000		3,911,197		908,803		18.85%		81.15%

		4		ＮＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1500017		オープン系システムの業務課題支援		13		オープン系システムの業務課題支援		5/31/16		NJN11		ＮＳ１１		4,630,000		4,630,000		4,630,000		3,719,895		910,105		19.66%		80.34%

		2		ＩＣＴ事 コト		U115005000		ｿﾆｰｽﾄﾚｰｼﾞﾒﾃﾞｨｱ		1600207		[SSMD]メモリーコントローラ用ファームウェア開発業務		4		[SSMD]メモリーコントローラ用FW開発業務(8月)		8/20/16		NJI11		ＩＣＴ１１		3,611,510		3,611,510		3,611,510		2,699,830		911,680		25.24%		74.76%

		3		ＦＳ事 コト		U101000201		日立ｼｽﾃﾑｽﾞ		1600052		三井住友海上プライマリー生命		5		三井住友海上プライマリー生命		9/30/16		NJF22		ＦＳ２２		4,340,666		4,340,666		4,340,666		3,427,223		913,443		21.04%		78.96%

		2		ＩＣＴ事 コト		U113003900		ｳｫﾙﾄ･ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ		1500352		WDJ（HomeApp 2015秋冬モデル）		9		[WDJ]HomeApp 2016年夏端末向け開発		5/31/16		NJI22		ＩＣＴ２２		4,590,000		4,590,000		4,590,000		3,672,225		917,775		20.00%		80.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U115005100		ｿﾆｰｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｿﾘｭ		1600215		[SSS]次世代メモリコントローラ用FWの開発		1		[SSS]次世代メモリコントローラ用FWの開発(5月)		5/20/16		NJI11		ＩＣＴ１１		2,615,603		2,615,603		2,615,603		1,696,016		919,587		35.16%		64.84%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600020		「H72サーバ保守切れ対応」システム構築		2		「H72サーバ保守切れ対応」システム構築		9/30/16		TBS2		東北S2		4,752,000		4,752,000		4,752,000		3,830,392		921,608		19.39%		80.61%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1600085		森永乳業　物流生産運用業務支援１		1		森永乳業　物流生産運用業務支援１(5月)		5/31/16		NJI21		ＩＣＴ２１		4,870,850		4,870,850		4,870,850		3,948,290		922,560		18.94%		81.06%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095031800		東京農業大学		1600372		２０１７年度　入試管理システム		0		２０１７年度　入試管理システムカスタマイズ対応		9/30/16		NJI21		ＩＣＴ２１		3,515,050		3,515,050		3,515,050		2,592,060		922,990		26.26%		73.74%

		1		ＥＳ事 コト		U095006501		横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻ		1600225		ＹＪＰ：三愛石油羽田_航空燃料貯油基地工事その１		0		ＹＪＰ：三愛石油羽田_ソフトウェア要件定義助成作業		5/23/16		NJK21		ＥＳ２１		4,250,000		4,250,000		4,250,000		3,326,023		923,977		21.74%		78.26%

		2		ＩＣＴ事 コト		U115005000		ｿﾆｰｽﾄﾚｰｼﾞﾒﾃﾞｨｱ		1600207		[SSMD]メモリーコントローラ用ファームウェア開発業務		2		[SSMD]メモリーコントローラ用FW開発業務(6月)		6/30/16		NJI11		ＩＣＴ１１		4,917,340		4,917,340		4,917,340		3,990,990		926,350		18.84%		81.16%

		3		ＦＳ事 コト		U115002400		富士ﾌｲﾙﾑﾛｼﾞｽﾃｨ		1600078		ＦＦＬ（保守・ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ）		2		ＦＦＬ（保守・ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ）（06月）		6/30/16		NJF12		ＦＳ１２		5,676,457		5,676,457		5,676,457		4,746,511		929,946		16.38%		83.62%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600157		H28 次期ASW基盤開発支援作業		0		H28 次期ASW基盤開発支援		6/30/16		NJNA2		ＮＡ２		4,186,640		4,186,640		4,186,640		3,255,839		930,801		22.23%		77.77%

		5		その他 タ		U095009802		全日本空輸DFDR		1600082		【ANA】ANA/DFDRｼｽﾃﾑ運用管理		5		【ANA】ANA/DFDRｼｽﾃﾑ運用業務		9/30/16		EBCS		ＣＳ課		2,875,000		2,875,000		2,875,000		1,940,799		934,201		32.49%		67.51%

		1		ＥＳ事 コト		U099004200		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸITS		1500526		PASITS ﾄﾖﾀDA 13CY DA／AVN改善ﾓﾃﾞﾙ開発(2016)		2		PASITS ﾄﾖﾀDA 13CY DA／AVN改善ﾓﾃﾞﾙ開発(2016) 2Q		9/20/16		NJK22		ＥＳ２２		2,966,250		2,966,250		2,966,250		2,031,900		934,350		31.50%		68.50%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600101		「小売30分値データベース構築」の情報化企画書作成		1		「小売30分値データベース構築」の情報化企画書作成		9/30/16		TBS2		東北S2		4,480,000		4,480,000		4,480,000		3,543,613		936,387		20.90%		79.10%

		4		ＮＳ事 コト		U097001500		長谷工ｼｽﾃﾑｽﾞ　		1600043		（長谷工ｼｽﾃﾑｽﾞ H28）ﾊﾟｿｺﾝﾚﾝﾀﾙ運用管理業務委託		0		（長谷工ｼｽﾃﾑｽﾞ H28）ﾊﾟｿｺﾝﾚﾝﾀﾙ運用管理業務委託		4/30/16		NJN22		ＮＳ２２		5,278,769		5,278,769		5,278,769		4,341,941		936,828		17.75%		82.25%

		2		ＩＣＴ事 コト		U116000500		ｿﾆｰ･ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞｴ		1600132		[SIE]PS Nowｸﾗｳﾄﾞｹﾞｰﾐﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽに関わるｿﾌﾄｳｪｱの開発		1		[SIE]PS Nowｸﾗｳﾄﾞｹﾞｰﾐﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽに関わる開発(6月)		6/25/16		NJI11		ＩＣＴ１１		7,050,000		7,050,000		7,050,000		6,112,980		937,020		13.29%		86.71%

		1		ＥＳ事 コト		U095026300		ﾌｸﾀﾞ電子		1600227		ＣＶＷ：沖縄県立中部病院　院内トリアージ開発		0		ＣＶＷ：沖縄県立中部病院　院内トリアージ開発		5/24/16		NJK21		ＥＳ２１		5,000,000		5,000,000		5,000,000		4,060,793		939,207		18.78%		81.22%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500509		ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ部運用業務設計支援		0		ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ部運用業務設計支援		6/30/16		NJNA2		ＮＡ２		2,370,000		2,370,000		2,370,000		1,428,533		941,467		39.72%		60.28%

		3		ＦＳ事 コト		U115000800		日鉄住金ﾃｯｸｽｴﾝ		1600108		TEXENG 原料ヤードプロコン画面・帳票対応		1		TEXENG 原料ヤードプロコン(画面・帳票製造)		9/28/16		SBSS2		佐原S2		4,890,000		4,890,000		4,890,000		3,944,651		945,349		19.33%		80.67%

		3		ＦＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1600038		IBM 生産管理		0		IBM 生産管理 04月		4/30/16		SBSS2		佐原S2		11,705,000		11,705,000		11,705,000		10,759,048		945,952		8.08%		91.92%

		3		ＦＳ事 コト		U115002400		富士ﾌｲﾙﾑﾛｼﾞｽﾃｨ		1600078		ＦＦＬ（保守・ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ）		3		ＦＦＬ（保守・ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ）（07月）		7/31/16		NJF12		ＦＳ１２		5,733,694		5,733,694		5,733,694		4,786,123		947,571		16.53%		83.47%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600172		【SJNKS･支援】ＩＦＲＳ　同席ＳＥ(2016年度）		1		【SJNKS･支援】ＩＦＲＳ　同席ＳＥ(2016年05月）		5/31/16		NJF21		ＦＳ２１		4,820,000		4,820,000		4,820,000		3,868,662		951,338		19.74%		80.26%

		3		ＦＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1600038		IBM 生産管理		1		IBM 生産管理 05月		5/31/16		SBSS2		佐原S2		10,650,000		10,650,000		10,650,000		9,698,210		951,790		8.94%		91.06%

		2		ＩＣＴ事 コト		U116000500		ｿﾆｰ･ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞｴ		1600131		[SIE]PSPF機器における設定関連機能における開発業務		0		[SIE]PSPF機器における設定関連機能開発(5月)		5/25/16		NJI11		ＩＣＴ１１		2,800,000		2,800,000		2,800,000		1,841,274		958,726		34.24%		65.76%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600022		「同時同量　離脱増対応」システム構築		2		「同時同量　離脱増対応」システム構築		5/31/16		TBS2		東北S2		4,290,000		4,290,000		4,290,000		3,326,848		963,152		22.45%		77.55%

		2		ＩＣＴ事 コト		U106000200		KDDI		1600175		[KDDI]ツール開発ＥＵＣアプリ対応(2016年度)		2		[KDDI]ツール開発ＥＵＣアプリ対応(2016年6月)		6/30/16		NJI22		ＩＣＴ２２		7,150,000		7,150,000		7,150,000		6,186,025		963,975		13.48%		86.52%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1600248		[NMSE]HD-BDE基地局開発(準委任)		0		HD-BDE開発(準委任) 共通部・LTEソフト保守_4月		4/30/16		NJI12		ＩＣＴ１２		6,271,200		6,271,200		6,271,200		5,307,006		964,194		15.37%		84.63%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1600079		森永乳業　一般開発業務支援【開発】		3		森永乳業　一般開発業務支援【開発】(7月)		7/31/16		NJI21		ＩＣＴ２１		6,390,000		6,390,000		6,390,000		5,425,282		964,718		15.10%		84.90%

		4		ＮＳ事 コト		U100002400		そんぽ24損保		1600061		（そんぽ-OP H28）電子計算機システム運用業務		5		（そんぽ-OP H28）電子計算機システム運用業務		9/30/16		NJN21		ＮＳ２１		5,980,000		5,980,000		5,980,000		5,013,091		966,909		16.17%		83.83%

		1		ＥＳ事 コト		U114003800		ﾄﾖﾀ自動車		1600126		HV統合ECU開発[2016]		0		HV統合ECU開発[2016.04-06]		6/30/16		NJK11		ＥＳ１１		8,823,000		8,823,000		8,823,000		7,844,461		978,539		11.09%		88.91%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600167		【SJNKS･支援】代理店計上Ｇ　同席ＳＥ(2016年度）		5		【SJNKS･支援】代理店計上Ｇ　同席ＳＥ(2016年09月）		9/30/16		NJF21		ＦＳ２１		2,940,000		2,940,000		2,940,000		1,957,290		982,710		33.43%		66.57%

		3		ＦＳ事 コト		U115000800		日鉄住金ﾃｯｸｽｴﾝ		1600138		TEXENG 特性値管理　ソフト開発(3CC)		0		TEXENG 特性値管理 (3CC) 詳細設計～結合試験		9/28/16		SBSS2		佐原S2		4,123,000		4,123,000		4,123,000		3,139,781		983,219		23.85%		76.15%

		4		ＮＳ事 コト		U097001500		長谷工ｼｽﾃﾑｽﾞ　		1600043		（長谷工ｼｽﾃﾑｽﾞ H28）ﾊﾟｿｺﾝﾚﾝﾀﾙ運用管理業務委託		1		（長谷工ｼｽﾃﾑｽﾞ H28）ﾊﾟｿｺﾝﾚﾝﾀﾙ運用管理業務委託		5/31/16		NJN22		ＮＳ２２		4,865,596		4,865,596		4,865,596		3,881,549		984,047		20.22%		79.78%

		4		ＮＳ事 コト		U097001500		長谷工ｼｽﾃﾑｽﾞ　		1600043		（長谷工ｼｽﾃﾑｽﾞ H28）ﾊﾟｿｺﾝﾚﾝﾀﾙ運用管理業務委託		3		（長谷工ｼｽﾃﾑｽﾞ H28）ﾊﾟｿｺﾝﾚﾝﾀﾙ運用管理業務委託		7/31/16		NJN22		ＮＳ２２		4,909,633		4,909,633		4,909,633		3,921,637		987,996		20.12%		79.88%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1500308		ＺＳ　2015年度上半期　業務支援		10		2015年度下半期業務支援(保守業務)（04月）		4/30/16		NJF11		ＦＳ１１		5,175,000		5,175,000		5,175,000		4,186,626		988,374		19.10%		80.90%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1600044		個人保険２Ｇ		1		個人保険２Ｇ		5/31/16		NJF22		ＦＳ２２		9,859,317		9,859,317		9,859,317		8,870,533		988,784		10.03%		89.97%

		4		ＮＳ事 コト		U104002900		長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮ		1600040		（長谷工-IT H28）ｻｰﾊﾞｰ･N/W･PC運用管理		4		（長谷工-IT H28）PC運用／技術支援作業		8/31/16		NJN22		ＮＳ２２		3,960,200		3,960,200		3,960,200		2,968,123		992,077		25.05%		74.95%

		1		ＥＳ事 コト		U095045000		ｳｪｻﾞｰﾆｭｰｽﾞ		1600040		WNI　Nx総研開発		1		WNI　Nx総研1st_Phase2開発		7/29/16		SBCS1		千葉S1		2,252,500		2,252,500		2,252,500		1,259,895		992,605		44.07%		55.93%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1600236		[NMSE]SEF16A eNB/eNB(高密度)評価試験		0		[NMSE]SEF16A eNB/eNB(高密度)評価試験_4-6		6/30/16		NJI12		ＩＣＴ１２		4,260,000		4,260,000		4,260,000		3,266,612		993,388		23.32%		76.68%

		3		ＦＳ事 コト		U103002400		明治安田ｼｽﾃﾑﾃｸ		1600053		【MYL】法人事務ｻｰﾋﾞｽ対応(中長期ｼｽﾃﾑ課題)		1		【MYL】法人事務ｻｰﾋﾞｽ対応(中長期ｼｽﾃﾑ課題)		5/31/16		NJF22		ＦＳ２２		6,732,500		6,732,500		6,732,500		5,736,172		996,328		14.80%		85.20%

		4		ＮＳ事 コト		U100002400		そんぽ24損保		1600061		（そんぽ-OP H28）電子計算機システム運用業務		2		（そんぽ-OP H28）電子計算機システム運用業務		6/30/16		NJN21		ＮＳ２１		5,980,000		5,980,000		5,980,000		4,983,614		996,386		16.66%		83.34%

		3		ＦＳ事 コト		U108003100		ｴﾑﾕｰﾌﾛﾝﾃｨｱ債権		1600113		業務システムの開発支援		3		ＭＵＦＲ業務システムの開発支援（７月）		7/31/16		NJF12		ＦＳ１２		5,460,000		5,460,000		5,460,000		4,462,075		997,925		18.28%		81.72%

		4		ＮＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1500424		2015年度 次世代ｼｽﾃﾑ 拠点端末の環境整備作業		5		2015年度 次世代ｼｽﾃﾑ 拠点端末の環境整備作業		4/30/16		NJN11		ＮＳ１１		2,184,000		2,184,000		2,184,000		1,183,510		1,000,490		45.81%		54.19%

		4		ＮＳ事 コト		U097001500		長谷工ｼｽﾃﾑｽﾞ　		1600043		（長谷工ｼｽﾃﾑｽﾞ H28）ﾊﾟｿｺﾝﾚﾝﾀﾙ運用管理業務委託		5		（長谷工ｼｽﾃﾑｽﾞ H28）ﾊﾟｿｺﾝﾚﾝﾀﾙ運用管理業務委託		9/30/16		NJN22		ＮＳ２２		4,916,779		4,916,779		4,916,779		3,914,995		1,001,784		20.37%		79.63%

		4		ＮＳ事 コト		U100002400		そんぽ24損保		1600061		（そんぽ-OP H28）電子計算機システム運用業務		0		（そんぽ-OP H28）電子計算機システム運用業務		4/30/16		NJN21		ＮＳ２１		5,980,000		5,980,000		5,980,000		4,977,399		1,002,601		16.77%		83.23%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1600320		ＺＳ　2016年度上半期業務支援(保守業務)		2		2016年度上半期業務支援(保守業務)(8月)		8/31/16		NJF11		ＦＳ１１		5,175,000		5,175,000		5,175,000		4,172,148		1,002,852		19.38%		80.62%

		2		ＩＣＴ事 コト		U103000200		ｼｬｰﾌﾟﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾋ		1600030		DL75/GP11D MTF/UM試験		3		DL90 フィールド試験		6/24/16		SBSS1		佐原S1		5,139,185		5,139,185		5,139,185		4,136,184		1,003,001		19.52%		80.48%

		5		その他 タ		U095009802		全日本空輸DFDR		1600082		【ANA】ANA/DFDRｼｽﾃﾑ運用管理		0		【ANA】ANA/DFDRｼｽﾃﾑ運用管理		4/30/16		EBCS		ＣＳ課		2,875,000		2,875,000		2,875,000		1,870,297		1,004,703		34.95%		65.05%

		4		ＮＳ事 コト		U095035900		国民年金基金連		1600060		【KNkR】運用管理業務（2016年度）		2		【KNkR】運用管理業務（2016年度）		6/30/16		NJN21		ＮＳ２１		5,979,915		5,979,915		5,979,915		4,967,860		1,012,055		16.92%		83.08%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1600236		[NMSE]SEF16A eNB/eNB(高密度)評価試験		1		[NMSE]SEF16B eNB/eNB(高密度)評価試験_7-9		9/30/16		NJI12		ＩＣＴ１２		4,260,000		4,260,000		4,260,000		3,247,566		1,012,434		23.77%		76.23%

		1		ＥＳ事 コト		U109000900		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑﾈｯﾄ		1600270		P：QP/iD開発		1		P：ＫＦＣ向けＱＰ／ｉＤ先行着手作業		6/27/16		NJK21		ＥＳ２１		4,800,000		4,800,000		4,800,000		3,786,674		1,013,326		21.11%		78.89%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1600317		[NMSE]移開部ドコモメール評価		2		移開部ドコモメール評価_7月		7/31/16		NJI12		ＩＣＴ１２		5,441,950		5,441,950		5,441,950		4,421,628		1,020,322		18.75%		81.25%

		3		ＦＳ事 コト		U108003100		ｴﾑﾕｰﾌﾛﾝﾃｨｱ債権		1600113		業務システムの開発支援		1		ＭＵＦＲ業務システムの開発支援（５月）		5/31/16		NJF12		ＦＳ１２		5,360,000		5,360,000		5,360,000		4,338,278		1,021,722		19.06%		80.94%

		2		ＩＣＴ事 コト		U103000200		ｼｬｰﾌﾟﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾋ		1600030		DL75/GP11D MTF/UM試験		8		DF40 フィールド試験		9/23/16		SBSS1		佐原S1		3,929,467		3,929,467		3,929,467		2,905,731		1,023,736		26.05%		73.95%

		1		ＥＳ事 コト		U098003100		ｱｽﾞﾋﾞﾙﾋﾞﾙｼｽﾃﾑｶ		1600221		Ａ：クラウドBM V1.0の総合試験		1		Ａ：クラウドTS V1.0管理画面の開発		6/2/16		NJK21		ＥＳ２１		5,220,000		5,220,000		5,220,000		4,193,267		1,026,733		19.67%		80.33%

		2		ＩＣＴ事 コト		U115005000		ｿﾆｰｽﾄﾚｰｼﾞﾒﾃﾞｨｱ		1600207		[SSMD]メモリーコントローラ用ファームウェア開発業務		5		[SSMD]メモリーコントローラ用FW開発業務(9月)		9/30/16		NJI11		ＩＣＴ１１		5,072,240		5,072,240		5,072,240		4,043,842		1,028,398		20.28%		79.72%

		1		ＥＳ事 コト		U098003100		ｱｽﾞﾋﾞﾙﾋﾞﾙｼｽﾃﾑｶ		1500216		Ａ：拠点通信確認ツール		5		Ａ：環境サマリグラフ機能		5/13/16		NJK21		ＥＳ２１		1,914,000		1,914,000		1,914,000		884,577		1,029,423		53.78%		46.22%

		3		ＦＳ事 コト		U115002400		富士ﾌｲﾙﾑﾛｼﾞｽﾃｨ		1600078		ＦＦＬ（保守・ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ）		4		ＦＦＬ（保守・ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ）（08月）		8/31/16		NJF12		ＦＳ１２		5,946,732		5,946,732		5,946,732		4,913,884		1,032,848		17.37%		82.63%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600016		用地再構築　システム構築		0		用地再構築　システム構築		4/28/16		TBS2		東北S2		5,715,000		5,715,000		5,715,000		4,681,858		1,033,142		18.08%		81.92%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1600049		営業管理Ｇ		5		営業管理Ｇ		9/30/16		NJF22		ＦＳ２２		7,313,203		7,313,203		7,313,203		6,278,744		1,034,459		14.15%		85.85%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600168		【SJNKS･支援】団体サービス　同席ＳＥ(2016年度）		0		【SJNKS･支援】団体サービス　同席ＳＥ(2015年04月）		4/30/16		NJF21		ＦＳ２１		5,390,000		5,390,000		5,390,000		4,353,791		1,036,209		19.22%		80.78%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1600065		CTC(SI諸業務)金融ｼｽ1部3課(H28)		5		CTC(SI諸業務)金融ｼｽ1部3課(H28)		9/30/16		NJN21		ＮＳ２１		4,637,656		4,637,656		4,637,656		3,599,889		1,037,767		22.38%		77.62%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1600049		営業管理Ｇ		1		営業管理Ｇ		5/31/16		NJF22		ＦＳ２２		6,591,200		6,591,200		6,591,200		5,553,409		1,037,791		15.75%		84.25%

		2		ＩＣＴ事 コト		U106000200		KDDI		1600175		[KDDI]ツール開発ＥＵＣアプリ対応(2016年度)		5		[KDDI]ツール開発ＥＵＣアプリ対応(2016年9月)		9/30/16		NJI22		ＩＣＴ２２		7,150,000		7,150,000		7,150,000		6,110,592		1,039,408		14.54%		85.46%

		4		ＮＳ事 コト		U095023300		三井ﾎｰﾑ		1600007		設計ｼｽﾃﾑに係わる運用業務支援		2		設計ｼｽﾃﾑに係わる運用業務支援		6/30/16		NJN11		ＮＳ１１		5,046,000		5,046,000		5,046,000		4,005,731		1,040,269		20.62%		79.38%

		2		ＩＣＴ事 コト		U115005100		ｿﾆｰｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｿﾘｭ		1600215		[SSS]次世代メモリコントローラ用FWの開発		2		[SSS]次世代メモリコントローラ用FWの開発(6月)		6/30/16		NJI11		ＩＣＴ１１		4,173,000		4,173,000		4,173,000		3,127,562		1,045,438		25.05%		74.95%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1600044		個人保険２Ｇ		0		個人保険２Ｇ		4/30/16		NJF22		ＦＳ２２		10,363,147		10,363,147		10,363,147		9,311,310		1,051,837		10.15%		89.85%

		4		ＮＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1500424		2015年度 次世代ｼｽﾃﾑ 拠点端末の環境整備作業		6		2015年度 次世代ｼｽﾃﾑ 拠点端末の環境整備作業		5/31/16		NJN11		ＮＳ１１		2,184,000		2,184,000		2,184,000		1,129,815		1,054,185		48.27%		51.73%

		2		ＩＣＴ事 コト		U113003900		ｳｫﾙﾄ･ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ		1600371		[WDJ]HomeApp 2016年秋モデル向け開発		0		[WDJ]HomeApp NEONバンドル追加対応		9/30/16		NJI22		ＩＣＴ２２		3,510,000		3,510,000		3,510,000		2,444,248		1,065,752		30.36%		69.64%

		5		その他 タ		U095009802		全日本空輸DFDR		1600082		【ANA】ANA/DFDRｼｽﾃﾑ運用管理		3		【ANA】ANA/DFDRｼｽﾃﾑ運用業務		7/31/16		EBCS		ＣＳ課		2,875,000		2,875,000		2,875,000		1,807,776		1,067,224		37.12%		62.88%

		2		ＩＣＴ事 コト		U115005100		ｿﾆｰｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｿﾘｭ		1600215		[SSS]次世代メモリコントローラ用FWの開発		4		[SSS]次世代メモリコントローラ用FWの開発(8月)		8/20/16		NJI11		ＩＣＴ１１		3,079,375		3,079,375		3,079,375		2,007,570		1,071,805		34.81%		65.19%

		1		ＥＳ事 コト		U109000900		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑﾈｯﾄ		1600270		P：QP/iD開発		4		P：SBG改修		9/23/16		NJK21		ＥＳ２１		2,560,000		2,560,000		2,560,000		1,486,681		1,073,319		41.93%		58.07%

		4		ＮＳ事 コト		U095029400		KADOKAWA		1600026		システム部支援・ＣＣＲ運用業務		3		システム部支援・ＣＣＲ運用業務		7/31/16		NJN22		ＮＳ２２		3,680,000		3,680,000		3,680,000		2,606,236		1,073,764		29.18%		70.82%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1600037		C-ITS RX保守＆NAM顧問周辺		3		C-ITS RX保守＆NAM顧問周辺 07月		7/29/16		SBSS2		佐原S2		7,836,420		7,836,420		7,836,420		6,761,890		1,074,530		13.71%		86.29%

		4		ＮＳ事 コト		U095029400		KADOKAWA		1600026		システム部支援・ＣＣＲ運用業務		5		システム部支援・ＣＣＲ運用業務		9/30/16		NJN22		ＮＳ２２		3,680,000		3,680,000		3,680,000		2,604,230		1,075,770		29.23%		70.77%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600015		「28.4自由化開発(小売)フォロー」の情報化企画書		4		「28.4自由化開発(小売・NW)ﾌｫﾛｰ」のｼｽﾃﾑ構築(総括用)		9/30/16		TBS2		東北S2		4,787,200		4,787,200		4,787,200		3,707,290		1,079,910		22.56%		77.44%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1600320		ＺＳ　2016年度上半期業務支援(保守業務)		3		2016年度上半期業務支援(保守業務)(9月)		9/30/16		NJF11		ＦＳ１１		5,175,000		5,175,000		5,175,000		4,094,190		1,080,810		20.89%		79.11%

		5		その他 タ		U095009802		全日本空輸DFDR		1600082		【ANA】ANA/DFDRｼｽﾃﾑ運用管理		1		【ANA】ANA/DFDRｼｽﾃﾑ運用業務		5/31/16		EBCS		ＣＳ課		2,875,000		2,875,000		2,875,000		1,793,144		1,081,856		37.63%		62.37%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600016		用地再構築　システム構築		4		用地再構築　システム構築		8/31/16		TBS2		東北S2		3,075,000		3,075,000		3,075,000		1,987,650		1,087,350		35.36%		64.64%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600189		H28 ANADAS保守運用		4		H28 ANADAS保守運用(危機管理改修)		9/30/16		NJNA1		ＮＡ１		2,370,000		2,370,000		2,370,000		1,280,000		1,090,000		45.99%		54.01%

		1		ＥＳ事 コト		U107003600		ｸﾞﾛｰﾘｰ		1600255		Ｇ：RT-CVS ソフトウェア開発		0		Ｇ：RT-CVSファームウェアソフトの開発		6/21/16		NJK21		ＥＳ２１		3,100,000		3,100,000		3,100,000		1,999,140		1,100,860		35.51%		64.49%

		2		ＩＣＴ事 コト		U106000200		KDDI		1600175		[KDDI]ツール開発ＥＵＣアプリ対応(2016年度)		4		[KDDI]ツール開発ＥＵＣアプリ対応(2016年8月)		8/31/16		NJI22		ＩＣＴ２２		7,150,000		7,150,000		7,150,000		6,047,574		1,102,426		15.42%		84.58%

		4		ＮＳ事 コト		U108003100		ｴﾑﾕｰﾌﾛﾝﾃｨｱ債権		1600017		基盤ﾁｰﾑのｼｽﾃﾑ導入・運用支援		0		基盤ﾁｰﾑのｼｽﾃﾑ導入・運用支援		4/30/16		NJN11		ＮＳ１１		4,418,000		4,418,000		4,418,000		3,312,568		1,105,432		25.02%		74.98%

		1		ＥＳ事 コト		U114003800		ﾄﾖﾀ自動車		1600127		FC・FCDCソフト開発[2016]		0		FC・FCDCソフト開発[2016.04-06]		6/30/16		NJK11		ＥＳ１１		17,193,500		17,193,500		17,193,500		16,087,705		1,105,795		6.43%		93.57%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1600044		個人保険２Ｇ		5		個人保険２Ｇ		9/30/16		NJF22		ＦＳ２２		9,708,794		9,708,794		9,708,794		8,594,147		1,114,647		11.48%		88.52%

		4		ＮＳ事 コト		U095023300		三井ﾎｰﾑ		1600007		設計ｼｽﾃﾑに係わる運用業務支援		0		設計ｼｽﾃﾑに係わる運用業務支援		4/30/16		NJN11		ＮＳ１１		5,056,815		5,056,815		5,056,815		3,942,070		1,114,745		22.04%		77.96%

		4		ＮＳ事 コト		U097001500		長谷工ｼｽﾃﾑｽﾞ　		1600043		（長谷工ｼｽﾃﾑｽﾞ H28）ﾊﾟｿｺﾝﾚﾝﾀﾙ運用管理業務委託		4		（長谷工ｼｽﾃﾑｽﾞ H28）ﾊﾟｿｺﾝﾚﾝﾀﾙ運用管理業務委託		8/31/16		NJN22		ＮＳ２２		4,834,682		4,834,682		4,834,682		3,718,239		1,116,443		23.09%		76.91%

		1		ＥＳ事 コト		U114003800		ﾄﾖﾀ自動車		1600126		HV統合ECU開発[2016]		1		HV統合ECU開発[2016.07-09]		9/30/16		NJK11		ＥＳ１１		8,823,000		8,823,000		8,823,000		7,698,376		1,124,624		12.75%		87.25%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1600032		C-ITS PX保守、カスタマイズ対応		5		C-ITS PX保守、カスタマイズ対応 09月		9/29/16		SBSS2		佐原S2		5,986,500		5,986,500		5,986,500		4,855,105		1,131,395		18.90%		81.10%

		2		ＩＣＴ事 コト		U097001401		富士通(川崎)		1600304		[MTC]CBBU開発(TRXINF)		0		[MTC]CBBU MIMOエンハンス設計(8MIMO)(TRXINF)-1		6/30/16		NJI11		ＩＣＴ１１		5,600,000		5,600,000		5,600,000		4,467,945		1,132,055		20.22%		79.78%

		4		ＮＳ事 コト		U095029400		KADOKAWA		1600026		システム部支援・ＣＣＲ運用業務		4		システム部支援・ＣＣＲ運用業務		8/31/16		NJN22		ＮＳ２２		3,680,000		3,680,000		3,680,000		2,544,304		1,135,696		30.86%		69.14%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1600079		森永乳業　一般開発業務支援【開発】		4		森永乳業　一般開発業務支援【開発】(8月)		8/31/16		NJI21		ＩＣＴ２１		7,530,000		7,530,000		7,530,000		6,391,143		1,138,857		15.12%		84.88%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1600049		営業管理Ｇ		4		営業管理Ｇ		8/31/16		NJF22		ＦＳ２２		7,147,338		7,147,338		7,147,338		6,005,151		1,142,187		15.98%		84.02%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1600033		ｻﾝﾘｵ殿他向けｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ運用		2		ｻﾝﾘｵ殿他向けｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ運用		6/30/16		NJN22		ＮＳ２２		6,391,400		6,391,400		6,391,400		5,248,772		1,142,628		17.88%		82.12%

		2		ＩＣＴ事 コト		U106000200		KDDI		1600175		[KDDI]ツール開発ＥＵＣアプリ対応(2016年度)		0		[KDDI]ツール開発ＥＵＣアプリ対応(2016年4月)		4/28/16		NJI22		ＩＣＴ２２		7,150,000		7,150,000		7,150,000		6,006,749		1,143,251		15.99%		84.01%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1600044		個人保険２Ｇ		2		個人保険２Ｇ		6/30/16		NJF22		ＦＳ２２		10,715,887		10,715,887		10,715,887		9,569,713		1,146,174		10.70%		89.30%

		4		ＮＳ事 コト		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1600338		NHKMT 参議院選スポット作業		0		NHKMT 参議院選スポット作業		7/29/16		NJN12		ＮＳ１２		2,350,000		2,350,000		2,350,000		1,202,030		1,147,970		48.85%		51.15%

		5		その他 タ		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600089		【ANA】ASY/PC管理		0		【ANA】ASY/PC管理		6/30/16		EBCS		ＣＳ課		6,695,817		6,695,817		6,695,817		5,543,048		1,152,769		17.22%		82.78%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1500308		ＺＳ　2015年度上半期　業務支援		11		2015年度下半期業務支援(保守業務)（05月）		5/31/16		NJF11		ＦＳ１１		5,175,000		5,175,000		5,175,000		4,021,752		1,153,248		22.28%		77.72%

		2		ＩＣＴ事 コト		U104002000		ｿﾆｰｺﾝﾋﾟｭｰﾀｴﾝﾀﾃ		1500245		[SCE]PS Nowｸﾗｳﾄﾞｹﾞｰﾐﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽに関わるｿﾌﾄｳｪｱの開発		11		[SCE]PS Nowｸﾗｳﾄﾞｹﾞｰﾐﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽに関わる開発(4月)		4/25/16		NJI11		ＩＣＴ１１		6,200,000		6,200,000		6,200,000		5,046,168		1,153,832		18.61%		81.39%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600147		H28 運用企画推進チーム支援作業		0		H28 運用企画推進チーム支援作業		6/30/16		NJNA2		ＮＡ２		7,110,000		7,110,000		7,110,000		5,951,940		1,158,060		16.29%		83.71%

		1		ＥＳ事 コト		U095006803		日立製作 公共		1600013		千葉県警保守 24H SE業務支援		0		千葉県警保守 24H SE業務支援 4月		4/28/16		SBCS1		千葉S1		1,999,900		1,999,900		1,999,900		841,186		1,158,714		57.94%		42.06%

		1		ＥＳ事 コト		U095045000		ｳｪｻﾞｰﾆｭｰｽﾞ		1600040		WNI　Nx総研開発		0		WNI　Nx総研1st開発		6/30/16		SBCS1		千葉S1		4,292,500		4,292,500		4,292,500		3,121,347		1,171,153		27.28%		72.72%

		2		ＩＣＴ事 コト		U116000500		ｿﾆｰ･ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞｴ		1600131		[SIE]PSPF機器における設定関連機能における開発業務		4		[SIE]PSPF機器における設定関連機能開発(9月)		9/25/16		NJI11		ＩＣＴ１１		2,750,000		2,750,000		2,750,000		1,577,806		1,172,194		42.63%		57.37%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1600248		[NMSE]HD-BDE基地局開発(準委任)		2		HD-BDE開発(準委任) 共通部・LTEソフト保守_6月		6/30/16		NJI12		ＩＣＴ１２		6,815,250		6,815,250		6,815,250		5,642,814		1,172,436		17.20%		82.80%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1600033		C-ITS WrapFlow保守		3		C-ITS WrapFlow保守 07月		7/31/16		SBSS2		佐原S2		10,140,000		10,140,000		10,140,000		8,965,339		1,174,661		11.58%		88.42%

		4		ＮＳ事 コト		U108003100		ｴﾑﾕｰﾌﾛﾝﾃｨｱ債権		1600017		基盤ﾁｰﾑのｼｽﾃﾑ導入・運用支援		2		基盤ﾁｰﾑのｼｽﾃﾑ導入・運用支援		6/30/16		NJN11		ＮＳ１１		4,340,000		4,340,000		4,340,000		3,164,441		1,175,559		27.09%		72.91%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600167		【SJNKS･支援】代理店計上Ｇ　同席ＳＥ(2016年度）		3		【SJNKS･支援】代理店計上Ｇ　同席ＳＥ(2016年07月）		7/31/16		NJF21		ＦＳ２１		4,640,000		4,640,000		4,640,000		3,462,486		1,177,514		25.38%		74.62%

		4		ＮＳ事 コト		U095023300		三井ﾎｰﾑ		1600007		設計ｼｽﾃﾑに係わる運用業務支援		5		設計ｼｽﾃﾑに係わる運用業務支援		9/30/16		NJN11		ＮＳ１１		5,046,000		5,046,000		5,046,000		3,863,749		1,182,251		23.43%		76.57%

		2		ＩＣＴ事 コト		U113003900		ｳｫﾙﾄ･ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ		1600371		[WDJ]HomeApp 2016年秋モデル向け開発		2		[WDJ]HomeApp DMP連携対応②		9/23/16		NJI22		ＩＣＴ２２		2,860,000		2,860,000		2,860,000		1,677,591		1,182,409		41.34%		58.66%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1600046		新契約Ｇ		1		新契約Ｇ		5/31/16		NJF22		ＦＳ２２		6,365,004		6,365,004		6,365,004		5,181,855		1,183,149		18.59%		81.41%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1600037		C-ITS RX保守＆NAM顧問周辺		1		C-ITS RX保守＆NAM顧問周辺 05月		5/31/16		SBSS2		佐原S2		6,476,272		6,476,272		6,476,272		5,286,211		1,190,061		18.38%		81.62%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1600044		個人保険２Ｇ		3		個人保険２Ｇ		7/31/16		NJF22		ＦＳ２２		9,727,145		9,727,145		9,727,145		8,530,083		1,197,062		12.31%		87.69%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1600320		ＺＳ　2016年度上半期業務支援(保守業務)		1		2016年度上半期業務支援(保守業務)(7月)		7/31/16		NJF11		ＦＳ１１		5,175,000		5,175,000		5,175,000		3,976,138		1,198,862		23.17%		76.83%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600148		H28 BCビルマシン室ファシリティ管理		1		H28 BCビルマシン室ファシリティ管理		9/30/16		NJNA2		ＮＡ２		4,740,000		4,740,000		4,740,000		3,539,983		1,200,017		25.32%		74.68%

		2		ＩＣＴ事 コト		U115005100		ｿﾆｰｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｿﾘｭ		1600215		[SSS]次世代メモリコントローラ用FWの開発		5		[SSS]次世代メモリコントローラ用FWの開発(9月)		9/30/16		NJI11		ＩＣＴ１１		4,173,000		4,173,000		4,173,000		2,972,286		1,200,714		28.77%		71.23%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1600033		C-ITS WrapFlow保守		0		C-ITS WrapFlow保守 04月		4/30/16		SBSS2		佐原S2		9,400,000		9,400,000		9,400,000		8,191,512		1,208,488		12.86%		87.14%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600016		用地再構築　システム構築		1		用地再構築　システム構築		5/31/16		TBS2		東北S2		5,715,000		5,715,000		5,715,000		4,505,306		1,209,694		21.17%		78.83%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600183		H28 CAP2 共通基盤APL保守運用(PS1)		0		H28 CAP2 共通基盤APL保守運用(PS1)		6/30/16		NJNA1		ＮＡ１		4,740,000		4,740,000		4,740,000		3,530,064		1,209,936		25.53%		74.47%

		4		ＮＳ事 コト		U095023300		三井ﾎｰﾑ		1600007		設計ｼｽﾃﾑに係わる運用業務支援		3		設計ｼｽﾃﾑに係わる運用業務支援		7/31/16		NJN11		ＮＳ１１		5,046,000		5,046,000		5,046,000		3,835,953		1,210,047		23.98%		76.02%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600191		H28 ステーションITサービス部 羽田支店		2		H28 ステーションITサービス部 羽田支店		6/30/16		NJNA1		ＮＡ１		8,376,225		8,376,225		8,376,225		7,164,947		1,211,278		14.46%		85.54%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1600079		森永乳業　一般開発業務支援【開発】		5		森永乳業　一般開発業務支援【開発】(9月)		9/30/16		NJI21		ＩＣＴ２１		7,530,000		7,530,000		7,530,000		6,315,336		1,214,664		16.13%		83.87%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1600065		CTC(SI諸業務)金融ｼｽ1部3課(H28)		1		CTC(SI諸業務)金融ｼｽ1部3課(H28)		5/31/16		NJN21		ＮＳ２１		4,771,849		4,771,849		4,771,849		3,555,674		1,216,175		25.49%		74.51%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600015		「28.4自由化開発(小売)フォロー」の情報化企画書		0		「28.4自由化開発(小売)フォロー」の情報化企画書		4/28/16		TBS2		東北S2		6,400,000		6,400,000		6,400,000		5,183,415		1,216,585		19.01%		80.99%

		1		ＥＳ事 コト		U095006803		日立製作 公共		1600014		気象庁HP改修		0		気ＨＰ＿Ｈ２８Ｋ改修＿ＵＰ開発		7/29/16		SBCS1		千葉S1		3,168,800		3,168,800		3,168,800		1,938,717		1,230,083		38.82%		61.18%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1600365		ゆうゆう共済事務支援ｼｽﾃﾑ2016度8月年次開発		0		ゆうゆう共済事務支援ｼｽﾃﾑ2016度8月年次開発(7,8月)		8/31/16		NJF11		ＦＳ１１		3,979,950		3,979,950		3,979,950		2,749,712		1,230,238		30.91%		69.09%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600158		H28 MIGエンハンス支援作業		1		H28 MIGエンハンス支援作業		9/30/16		NJNA2		ＮＡ２		4,740,000		4,740,000		4,740,000		3,505,133		1,234,867		26.05%		73.95%

		3		ＦＳ事 コト		U115002400		富士ﾌｲﾙﾑﾛｼﾞｽﾃｨ		1600078		ＦＦＬ（保守・ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ）		1		ＦＦＬ（保守・ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ）（05月）		5/31/16		NJF12		ＦＳ１２		5,525,155		5,525,155		5,525,155		4,289,288		1,235,867		22.37%		77.63%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1600033		C-ITS WrapFlow保守		4		C-ITS WrapFlow保守 08月		8/31/16		SBSS2		佐原S2		10,110,000		10,110,000		10,110,000		8,871,531		1,238,469		12.25%		87.75%

		2		ＩＣＴ事 コト		U106000200		KDDI		1600175		[KDDI]ツール開発ＥＵＣアプリ対応(2016年度)		3		[KDDI]ツール開発ＥＵＣアプリ対応(2016年7月)		7/29/16		NJI22		ＩＣＴ２２		7,150,000		7,150,000		7,150,000		5,900,769		1,249,231		17.47%		82.53%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1600044		個人保険２Ｇ		4		個人保険２Ｇ		8/31/16		NJF22		ＦＳ２２		10,276,247		10,276,247		10,276,247		9,020,582		1,255,665		12.22%		87.78%

		4		ＮＳ事 コト		U095029400		KADOKAWA		1600026		システム部支援・ＣＣＲ運用業務		2		システム部支援・ＣＣＲ運用業務		6/30/16		NJN22		ＮＳ２２		4,480,000		4,480,000		4,480,000		3,223,459		1,256,541		28.05%		71.95%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600191		H28 ステーションITサービス部 羽田支店		4		H28 ステーションITサービス部 羽田支店		8/31/16		NJNA1		ＮＡ１		7,556,900		7,556,900		7,556,900		6,294,423		1,262,477		16.71%		83.29%

		2		ＩＣＴ事 コト		U116000500		ｿﾆｰ･ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞｴ		1600132		[SIE]PS Nowｸﾗｳﾄﾞｹﾞｰﾐﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽに関わるｿﾌﾄｳｪｱの開発		3		[SIE]PS Nowｸﾗｳﾄﾞｹﾞｰﾐﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽに関わる開発(8月)		8/25/16		NJI11		ＩＣＴ１１		7,534,500		7,534,500		7,534,500		6,269,511		1,264,989		16.79%		83.21%

		4		ＮＳ事 コト		U095026701		日本出版 王子		1600092		運用管理		2		王子　運用管理業務		6/30/16		NJN12		ＮＳ１２		11,880,000		11,880,000		11,880,000		10,613,392		1,266,608		10.66%		89.34%

		4		ＮＳ事 コト		U108003100		ｴﾑﾕｰﾌﾛﾝﾃｨｱ債権		1600017		基盤ﾁｰﾑのｼｽﾃﾑ導入・運用支援		5		基盤ﾁｰﾑのｼｽﾃﾑ導入・運用支援		9/30/16		NJN11		ＮＳ１１		4,340,000		4,340,000		4,340,000		3,061,196		1,278,804		29.47%		70.53%

		1		ＥＳ事 コト		U095017100		富士ｾﾞﾛｯｸｽ情報		1600038		NECネッツSI様向け　教育支援システム開発業務		5		NECネッツSI様向け　教育支援システム開発業務		7/31/16		TBS1		東北S1		1,285,874		1,285,874		1,285,874		0		1,285,874		100.00%		0.00%

		3		ＦＳ事 コト		U102003400		東京ｶﾞｽiﾈｯﾄ		1600123		ACROSS SUBARU対応(暗きょ管理)(設計・開発-本番稼働)		0		ACROSS SUBARU対応(暗きょ管理)(設計・開発-本番稼働)		9/30/16		SBSS2		佐原S2		7,300,000		7,300,000		7,300,000		6,010,210		1,289,790		17.67%		82.33%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1600046		新契約Ｇ		5		新契約Ｇ		9/30/16		NJF22		ＦＳ２２		6,610,221		6,610,221		6,610,221		5,317,504		1,292,717		19.56%		80.44%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1600046		新契約Ｇ		3		新契約Ｇ		7/31/16		NJF22		ＦＳ２２		6,672,324		6,672,324		6,672,324		5,369,853		1,302,471		19.52%		80.48%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1600046		新契約Ｇ		4		新契約Ｇ		8/31/16		NJF22		ＦＳ２２		6,750,767		6,750,767		6,750,767		5,446,321		1,304,446		19.32%		80.68%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600143		H28 ITｿﾘｭｰｼｮﾝ部第二ﾁｰﾑ開発支援作業		0		H28 ITｿﾘｭｰｼｮﾝ部第二ﾁｰﾑ開発支援作業		6/30/16		NJNA2		ＮＡ２		8,540,000		8,540,000		8,540,000		7,232,332		1,307,668		15.31%		84.69%

		1		ＥＳ事 コト		U099004200		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸITS		1500527		PASITS T社17CY DA SI(2016)		0		PASITS T社17CY DA SI(2016) 1Q		6/20/16		NJK22		ＥＳ２２		7,800,000		7,800,000		7,800,000		6,489,445		1,310,555		16.80%		83.20%

		4		ＮＳ事 コト		U108003100		ｴﾑﾕｰﾌﾛﾝﾃｨｱ債権		1600017		基盤ﾁｰﾑのｼｽﾃﾑ導入・運用支援		3		基盤ﾁｰﾑのｼｽﾃﾑ導入・運用支援		7/31/16		NJN11		ＮＳ１１		4,340,000		4,340,000		4,340,000		3,029,429		1,310,571		30.20%		69.80%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1600033		ｻﾝﾘｵ殿他向けｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ運用		4		ｻﾝﾘｵ殿他向けｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ運用		8/31/16		NJN22		ＮＳ２２		6,391,400		6,391,400		6,391,400		5,079,568		1,311,832		20.52%		79.48%

		1		ＥＳ事 コト		U095006803		日立製作 公共		1600106		日立　NAPSツール開発		1		日立　NAPSツール開発（基本設計）		9/29/16		SBCS1		千葉S1		6,113,200		6,113,200		6,113,200		4,800,608		1,312,592		21.47%		78.53%

		1		ＥＳ事 コト		U114002500		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾈｯﾄ開		1600074		車載Andorid PF開発		0		車載Andorid PF開発		9/25/16		TBS1		東北S1		6,345,000		6,345,000		6,345,000		5,031,154		1,313,846		20.71%		79.29%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600183		H28 CAP2 共通基盤APL保守運用(PS1)		1		H28 CAP2 共通基盤APL保守運用(PS1)		9/30/16		NJNA1		ＮＡ１		4,740,000		4,740,000		4,740,000		3,418,140		1,321,860		27.89%		72.11%

		4		ＮＳ事 コト		U095029400		KADOKAWA		1600026		システム部支援・ＣＣＲ運用業務		0		システム部支援・ＣＣＲ運用業務		4/30/16		NJN22		ＮＳ２２		4,480,000		4,480,000		4,480,000		3,151,179		1,328,821		29.66%		70.34%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600150		H28 ITｿﾘｭｰｼｮﾝ部第一ﾁｰﾑ開発支援作業		1		H28 ITｿﾘｭｰｼｮﾝ部第一ﾁｰﾑ開発支援作業		9/30/16		NJNA2		ＮＡ２		7,110,000		7,110,000		7,110,000		5,780,444		1,329,556		18.70%		81.30%

		4		ＮＳ事 コト		U108003100		ｴﾑﾕｰﾌﾛﾝﾃｨｱ債権		1600017		基盤ﾁｰﾑのｼｽﾃﾑ導入・運用支援		4		基盤ﾁｰﾑのｼｽﾃﾑ導入・運用支援		8/31/16		NJN11		ＮＳ１１		4,340,000		4,340,000		4,340,000		3,008,949		1,331,051		30.67%		69.33%

		4		ＮＳ事 コト		U095023300		三井ﾎｰﾑ		1600007		設計ｼｽﾃﾑに係わる運用業務支援		4		設計ｼｽﾃﾑに係わる運用業務支援		8/31/16		NJN11		ＮＳ１１		5,046,000		5,046,000		5,046,000		3,710,868		1,335,132		26.46%		73.54%

		4		ＮＳ事 コト		U108003100		ｴﾑﾕｰﾌﾛﾝﾃｨｱ債権		1600017		基盤ﾁｰﾑのｼｽﾃﾑ導入・運用支援		1		基盤ﾁｰﾑのｼｽﾃﾑ導入・運用支援		5/31/16		NJN11		ＮＳ１１		4,340,000		4,340,000		4,340,000		3,001,632		1,338,368		30.84%		69.16%

		4		ＮＳ事 コト		U095026701		日本出版 王子		1600092		運用管理		5		王子　運用管理業務		9/30/16		NJN12		ＮＳ１２		10,631,906		10,631,906		10,631,906		9,288,430		1,343,476		12.64%		87.36%

		2		ＩＣＴ事 コト		U113003900		ｳｫﾙﾄ･ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ		1500445		WDJ（Dlifeアプリケーション開発）		4		[WDJ]Dlifeアプリケーション開発 フェーズ1 追加(2nd)		6/30/16		NJI22		ＩＣＴ２２		5,355,000		5,355,000		5,355,000		3,992,618		1,362,382		25.44%		74.56%

		2		ＩＣＴ事 コト		U115005100		ｿﾆｰｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｿﾘｭ		1600213		[SSS]NFCファームウェア/ドライバ開発業務		0		[SSS]NFCファームウェア/ドライバ開発業務(4-6月)		6/30/16		NJI11		ＩＣＴ１１		9,950,000		9,950,000		9,950,000		8,584,690		1,365,310		13.72%		86.28%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1600046		新契約Ｇ		0		新契約Ｇ		4/30/16		NJF22		ＦＳ２２		7,322,693		7,322,693		7,322,693		5,950,773		1,371,920		18.74%		81.26%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600168		【SJNKS･支援】団体サービス　同席ＳＥ(2016年度）		4		【SJNKS･支援】団体サービス　同席ＳＥ(2016年08月）		8/31/16		NJF21		ＦＳ２１		5,880,000		5,880,000		5,880,000		4,506,466		1,373,534		23.36%		76.64%

		3		ＦＳ事 コト		U115002400		富士ﾌｲﾙﾑﾛｼﾞｽﾃｨ		1600078		ＦＦＬ（保守・ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ）		0		ＦＦＬ（保守・ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ）（04月）		4/30/16		NJF12		ＦＳ１２		5,730,000		5,730,000		5,730,000		4,351,865		1,378,135		24.05%		75.95%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600147		H28 運用企画推進チーム支援作業		1		H28 運用企画推進チーム支援作業		9/30/16		NJNA2		ＮＡ２		7,110,000		7,110,000		7,110,000		5,730,003		1,379,997		19.41%		80.59%

		4		ＮＳ事 コト		U095035900		国民年金基金連		1600060		【KNkR】運用管理業務（2016年度）		0		【KNkR】運用管理業務（2016年度）		4/30/16		NJN21		ＮＳ２１		6,066,150		6,066,150		6,066,150		4,685,151		1,380,999		22.77%		77.23%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600150		H28 ITｿﾘｭｰｼｮﾝ部第一ﾁｰﾑ開発支援作業		0		H28 ITｿﾘｭｰｼｮﾝ部第一ﾁｰﾑ開発支援作業		6/30/16		NJNA2		ＮＡ２		7,196,275		7,196,275		7,196,275		5,810,708		1,385,567		19.25%		80.75%

		4		ＮＳ事 コト		U096000800		日本HP		1500150		H27 ASY OMC業務作業支援		11		H27 ASY OMC業務作業支援		4/20/16		NJNA2		ＮＡ２		7,826,800		7,826,800		7,826,800		6,434,976		1,391,824		17.78%		82.22%

		2		ＩＣＴ事 コト		U103000200		ｼｬｰﾌﾟﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾋ		1600077		ARIB 放送ネットソフトスタック再構築の先行要素開発		3		(GW-5861)16下期モデル Android 端末のベアラ／USIM 		9/30/16		SBSS1		佐原S1		1,394,000		1,394,000		1,394,000		0		1,394,000		100.00%		0.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U112000900		ｱｲ･ｴﾑ･ｼﾞｪｲ		1600369		[IMJ]LEONETアプリ・マイルームアプリ改修		0		[IMJ]LEONETアプリ・マイルームアプリ改修対応		9/30/16		NJI22		ＩＣＴ２２		3,690,000		3,690,000		3,690,000		2,291,755		1,398,245		37.89%		62.11%

		2		ＩＣＴ事 コト		U115005100		ｿﾆｰｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｿﾘｭ		1600214		[SSS]NFCドライバ開発業務		1		[SSS]NFCドライバ開発業務(7-9月)		9/30/16		NJI11		ＩＣＴ１１		8,550,000		8,550,000		8,550,000		7,148,712		1,401,288		16.39%		83.61%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600148		H28 BCビルマシン室ファシリティ管理		0		H28 BCビルマシン室ファシリティ管理		6/30/16		NJNA2		ＮＡ２		4,740,000		4,740,000		4,740,000		3,336,388		1,403,612		29.61%		70.39%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600015		「28.4自由化開発(小売)フォロー」の情報化企画書		1		「28.4自由化開発(小売)フォロー」の情報化企画書		5/31/16		TBS2		東北S2		6,400,000		6,400,000		6,400,000		4,994,258		1,405,742		21.96%		78.04%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600139		H28 ASYNETインフラ運用業務(派遣）		0		H28 ASYNETインフラ運用業務(派遣）		6/30/16		NJNA1		ＮＡ１		4,797,558		4,797,558		4,797,558		3,391,491		1,406,067		29.31%		70.69%

		2		ＩＣＴ事 コト		U112000900		ｱｲ･ｴﾑ･ｼﾞｪｲ		1500291		IMJ LEONET開発		13		[IMJ]LEONETｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ ﾌﾙﾘﾆｭｰｱﾙCMS追加機能対応		7/31/16		NJI22		ＩＣＴ２２		2,880,000		2,880,000		2,880,000		1,468,121		1,411,879		49.02%		50.98%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600168		【SJNKS･支援】団体サービス　同席ＳＥ(2016年度）		2		【SJNKS･支援】団体サービス　同席ＳＥ(2016年06月）		6/30/16		NJF21		ＦＳ２１		5,880,000		5,880,000		5,880,000		4,467,926		1,412,074		24.01%		75.99%

		4		ＮＳ事 コト		U095026701		日本出版 王子		1600092		運用管理		4		王子　運用管理業務		8/31/16		NJN12		ＮＳ１２		11,105,600		11,105,600		11,105,600		9,689,578		1,416,022		12.75%		87.25%

		2		ＩＣＴ事 コト		U106000200		KDDI		1600175		[KDDI]ツール開発ＥＵＣアプリ対応(2016年度)		1		[KDDI]ツール開発ＥＵＣアプリ対応(2016年5月)		5/31/16		NJI22		ＩＣＴ２２		7,150,000		7,150,000		7,150,000		5,733,517		1,416,483		19.81%		80.19%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1600033		C-ITS WrapFlow保守		1		C-ITS WrapFlow保守 05月		5/31/16		SBSS2		佐原S2		9,482,960		9,482,960		9,482,960		8,064,527		1,418,433		14.96%		85.04%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600168		【SJNKS･支援】団体サービス　同席ＳＥ(2016年度）		5		【SJNKS･支援】団体サービス　同席ＳＥ(2016年09月）		9/30/16		NJF21		ＦＳ２１		5,880,000		5,880,000		5,880,000		4,452,938		1,427,062		24.27%		75.73%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600168		【SJNKS･支援】団体サービス　同席ＳＥ(2016年度）		1		【SJNKS･支援】団体サービス　同席ＳＥ(2016年05月）		5/31/16		NJF21		ＦＳ２１		5,880,000		5,880,000		5,880,000		4,452,282		1,427,718		24.28%		75.72%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1600033		C-ITS WrapFlow保守		5		C-ITS WrapFlow保守 09月		9/30/16		SBSS2		佐原S2		10,117,590		10,117,590		10,117,590		8,681,069		1,436,521		14.20%		85.80%

		3		ＦＳ事 コト		U108003100		ｴﾑﾕｰﾌﾛﾝﾃｨｱ債権		1600113		業務システムの開発支援		4		ＭＵＦＲ業務システムの開発支援（８月）		8/31/16		NJF12		ＦＳ１２		5,430,000		5,430,000		5,430,000		3,988,383		1,441,617		26.55%		73.45%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600356		H28 PS2ﾁｰﾑ 保守運用作業（準委任）		0		H28 PS2ﾁｰﾑ 保守運用作業（準委任）		9/30/16		NJNA1		ＮＡ１		4,740,000		4,740,000		4,740,000		3,298,196		1,441,804		30.42%		69.58%

		1		ＥＳ事 コト		U109000900		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑﾈｯﾄ		1600270		P：QP/iD開発		0		P：QP/iD開発		9/16/16		NJK21		ＥＳ２１		11,200,000		11,200,000		11,200,000		9,757,097		1,442,903		12.88%		87.12%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1600033		ｻﾝﾘｵ殿他向けｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ運用		1		ｻﾝﾘｵ殿他向けｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ運用		5/31/16		NJN22		ＮＳ２２		6,391,400		6,391,400		6,391,400		4,946,324		1,445,076		22.61%		77.39%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600191		H28 ステーションITサービス部 羽田支店		5		H28 ステーションITサービス部 羽田支店		9/30/16		NJNA1		ＮＡ１		7,425,380		7,425,380		7,425,380		5,979,968		1,445,412		19.47%		80.53%

		5		その他 タ		U096005700		ｿﾆｰ		1600056		【SSG】SONY/ｸﾗｳﾄﾞﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ開発業務		0		【SSG】SONY/ｸﾗｳﾄﾞﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ開発		4/30/16		EBCS		ＣＳ課		4,112,813		4,112,813		4,112,813		2,656,245		1,456,568		35.42%		64.58%

		2		ＩＣＴ事 コト		U115005100		ｿﾆｰｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｿﾘｭ		1600213		[SSS]NFCファームウェア/ドライバ開発業務		1		[SSS]NFCファームウェア/ドライバ開発業務(7-9月)		9/30/16		NJI11		ＩＣＴ１１		7,000,000		7,000,000		7,000,000		5,540,558		1,459,442		20.85%		79.15%

		4		ＮＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1600004		【FIS-OP】電子計算機オペレーション業務		2		【FIS-OP】電子計算機オペレーション業務		6/30/16		NJN11		ＮＳ１１		7,560,000		7,560,000		7,560,000		6,099,827		1,460,173		19.31%		80.69%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1600046		新契約Ｇ		2		新契約Ｇ		6/30/16		NJF22		ＦＳ２２		7,262,711		7,262,711		7,262,711		5,802,466		1,460,245		20.11%		79.89%

		4		ＮＳ事 コト		U095029400		KADOKAWA		1600026		システム部支援・ＣＣＲ運用業務		1		システム部支援・ＣＣＲ運用業務		5/31/16		NJN22		ＮＳ２２		4,480,000		4,480,000		4,480,000		3,019,729		1,460,271		32.60%		67.40%

		1		ＥＳ事 コト		U095026300		ﾌｸﾀﾞ電子		1600227		ＣＶＷ：沖縄県立中部病院　院内トリアージ開発		1		ＣＶＷ：院内トリアージ支援システム　開発支援作業		9/27/16		NJK21		ＥＳ２１		13,000,000		13,000,000		13,000,000		11,535,174		1,464,826		11.27%		88.73%

		1		ＥＳ事 コト		U114003800		ﾄﾖﾀ自動車		1500523		HMIフレームワーク		1		HMIフレームワーク[2016.06-07]		8/4/16		NJK12		ＥＳ１２		11,300,000		11,300,000		11,300,000		9,832,917		1,467,083		12.98%		87.02%

		4		ＮＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1600004		【FIS-OP】電子計算機オペレーション業務		0		【FIS-OP】電子計算機オペレーション業務		4/30/16		NJN11		ＮＳ１１		7,560,000		7,560,000		7,560,000		6,091,885		1,468,115		19.42%		80.58%

		4		ＮＳ事 コト		U095026701		日本出版 王子		1600092		運用管理		3		王子　運用管理業務		7/31/16		NJN12		ＮＳ１２		11,750,000		11,750,000		11,750,000		10,279,631		1,470,369		12.51%		87.49%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600196		H28 次期共通基盤（CAP3）開発-ISE		1		H28 次期共通基盤（CAP3）開発-ISE		9/30/16		NJNA1		ＮＡ１		7,110,000		7,110,000		7,110,000		5,638,865		1,471,135		20.69%		79.31%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1600033		ｻﾝﾘｵ殿他向けｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ運用		0		ｻﾝﾘｵ殿他向けｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ運用		4/30/16		NJN22		ＮＳ２２		6,579,800		6,579,800		6,579,800		5,104,953		1,474,847		22.41%		77.59%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1600033		ｻﾝﾘｵ殿他向けｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ運用		5		ｻﾝﾘｵ殿他向けｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ運用		9/30/16		NJN22		ＮＳ２２		6,391,400		6,391,400		6,391,400		4,910,363		1,481,037		23.17%		76.83%

		4		ＮＳ事 コト		U095035900		国民年金基金連		1600060		【KNkR】運用管理業務（2016年度）		4		【KNkR】運用管理業務（2016年度）		8/31/16		NJN21		ＮＳ２１		6,075,180		6,075,180		6,075,180		4,590,845		1,484,335		24.43%		75.57%

		3		ＦＳ事 コト		U115002400		富士ﾌｲﾙﾑﾛｼﾞｽﾃｨ		1600078		ＦＦＬ（保守・ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ）		5		ＦＦＬ（保守・ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ）（09月）		9/30/16		NJF12		ＦＳ１２		6,101,949		6,101,949		6,101,949		4,614,661		1,487,288		24.37%		75.63%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600168		【SJNKS･支援】団体サービス　同席ＳＥ(2016年度）		3		【SJNKS･支援】団体サービス　同席ＳＥ(2016年07月）		7/31/16		NJF21		ＦＳ２１		5,880,000		5,880,000		5,880,000		4,380,141		1,499,859		25.51%		74.49%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500394		森永乳業　次期メール共通基盤構築		3		森永乳業　次期メールセキュリティ課題対応		9/30/16		NJI21		ＩＣＴ２１		6,000,000		6,000,000		6,000,000		4,499,495		1,500,505		25.01%		74.99%

		1		ＥＳ事 コト		U114003800		ﾄﾖﾀ自動車		1500505		先進安全構造分析		0		先安構造分析[2016.03-05]		6/1/16		NJK12		ＥＳ１２		9,750,000		9,750,000		9,750,000		8,241,913		1,508,087		15.47%		84.53%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1500307		ＺＳ　ｼｽﾃﾑ21（ｵｰﾌﾟﾝ系）保守業務		11		ｼｽﾃﾑ21（ｵｰﾌﾟﾝ系）保守業務(05月)		5/31/16		NJF11		ＦＳ１１		8,528,000		8,528,000		8,528,000		7,016,069		1,511,931		17.73%		82.27%

		4		ＮＳ事 コト		U095035900		国民年金基金連		1600060		【KNkR】運用管理業務（2016年度）		3		【KNkR】運用管理業務（2016年度）		7/31/16		NJN21		ＮＳ２１		6,031,785		6,031,785		6,031,785		4,519,607		1,512,178		25.07%		74.93%

		1		ＥＳ事 コト		U114003800		ﾄﾖﾀ自動車		1600124		PF機種,PSE[2016]		0		PF機種,PSE[2016.04-06]		6/30/16		NJK11		ＥＳ１１		17,768,700		17,768,700		17,768,700		16,245,458		1,523,242		8.57%		91.43%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1600033		ｻﾝﾘｵ殿他向けｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ運用		3		ｻﾝﾘｵ殿他向けｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ運用		7/31/16		NJN22		ＮＳ２２		6,391,400		6,391,400		6,391,400		4,868,062		1,523,338		23.83%		76.17%

		4		ＮＳ事 コト		U096000800		日本HP		1600162		H28 ASY　OMC業務作業支援		4		H28 ASY　OMC業務作業支援		9/20/16		NJNA2		ＮＡ２		7,849,810		7,849,810		7,849,810		6,324,145		1,525,665		19.44%		80.56%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600182		H28 C2サポートデスク		0		H28 C2サポートデスク		6/30/16		NJNA1		ＮＡ１		7,110,000		7,110,000		7,110,000		5,580,238		1,529,762		21.52%		78.48%

		4		ＮＳ事 コト		U095033200		地方公共団体		1600180		J-LIS) H28年度地方･交付税等運用管理		2		J-LIS) H28.6 地方･交付税等運用管理		6/30/16		NJN23		ＮＳ２３		8,051,939		8,051,939		8,051,939		6,519,912		1,532,027		19.03%		80.97%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600196		H28 次期共通基盤（CAP3）開発-ISE		0		H28 次期共通基盤（CAP3）開発-ISE		6/30/16		NJNA1		ＮＡ１		7,110,000		7,110,000		7,110,000		5,576,685		1,533,315		21.57%		78.43%

		4		ＮＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1600004		【FIS-OP】電子計算機オペレーション業務		5		【FIS-OP】電子計算機オペレーション業務		9/30/16		NJN11		ＮＳ１１		7,560,000		7,560,000		7,560,000		6,013,579		1,546,421		20.46%		79.54%

		1		ＥＳ事 コト		U095007203		沖電気工業芝浦		1500343		OKI 新AVM端末		1		OKI 新AVM端末2		7/29/16		NJK22		ＥＳ２２		60,930,000		60,930,000		60,930,000		59,377,828		1,552,172		2.55%		97.45%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1500307		ＺＳ　ｼｽﾃﾑ21（ｵｰﾌﾟﾝ系）保守業務		10		ｼｽﾃﾑ21（ｵｰﾌﾟﾝ系）保守業務(04月)		4/30/16		NJF11		ＦＳ１１		8,528,000		8,528,000		8,528,000		6,964,244		1,563,756		18.34%		81.66%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600020		「H72サーバ保守切れ対応」システム構築		1		「H72サーバ保守切れ対応」システム構築		8/31/16		TBS2		東北S2		4,752,000		4,752,000		4,752,000		3,185,146		1,566,854		32.97%		67.03%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600191		H28 ステーションITサービス部 羽田支店		3		H28 ステーションITサービス部 羽田支店		7/31/16		NJNA1		ＮＡ１		7,512,830		7,512,830		7,512,830		5,939,107		1,573,723		20.95%		79.05%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600158		H28 MIGエンハンス支援作業		0		H28 MIGエンハンス支援作業		6/30/16		NJNA2		ＮＡ２		4,740,000		4,740,000		4,740,000		3,165,809		1,574,191		33.21%		66.79%

		4		ＮＳ事 コト		U095033200		地方公共団体		1600180		J-LIS) H28年度地方･交付税等運用管理		0		J-LIS) H28.4 地方･交付税等運用管理		4/30/16		NJN23		ＮＳ２３		7,280,000		7,280,000		7,280,000		5,702,998		1,577,002		21.66%		78.34%

		1		ＥＳ事 コト		U098003100		ｱｽﾞﾋﾞﾙﾋﾞﾙｼｽﾃﾑｶ		1600221		Ａ：クラウドBM V1.0の総合試験		2		Ａ：クラウドBM V1.1の開発		9/23/16		NJK21		ＥＳ２１		12,180,000		12,180,000		12,180,000		10,601,839		1,578,161		12.96%		87.04%

		1		ＥＳ事 コト		U095006500		横河電機		1600230		Ｙ：F&G対応PROFIsafe+Hilscher製チップ通信評価		2		Ｙ：ProSafe-RS R4.03.00 GasSecure対応 SCS開発		9/28/16		NJK21		ＥＳ２１		5,500,000		5,500,000		5,500,000		3,921,553		1,578,447		28.70%		71.30%

		2		ＩＣＴ事 コト		U116000500		ｿﾆｰ･ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞｴ		1600132		[SIE]PS Nowｸﾗｳﾄﾞｹﾞｰﾐﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽに関わるｿﾌﾄｳｪｱの開発		4		[SIE]PS Nowｸﾗｳﾄﾞｹﾞｰﾐﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽに関わる開発(9月)		9/25/16		NJI11		ＩＣＴ１１		7,050,000		7,050,000		7,050,000		5,463,768		1,586,232		22.50%		77.50%

		4		ＮＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1600004		【FIS-OP】電子計算機オペレーション業務		4		【FIS-OP】電子計算機オペレーション業務		8/31/16		NJN11		ＮＳ１１		7,560,000		7,560,000		7,560,000		5,973,360		1,586,640		20.99%		79.01%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1500303		全労済システムズ オープン系運用業務		8		全労済システムズ オープン系運用業務		4/1/16		NJN11		ＮＳ１１		8,056,000		8,056,000		8,056,000		6,464,005		1,591,995		19.76%		80.24%

		2		ＩＣＴ事 コト		U116000500		ｿﾆｰ･ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞｴ		1600132		[SIE]PS Nowｸﾗｳﾄﾞｹﾞｰﾐﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽに関わるｿﾌﾄｳｪｱの開発		2		[SIE]PS Nowｸﾗｳﾄﾞｹﾞｰﾐﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽに関わる開発(7月)		7/25/16		NJI11		ＩＣＴ１１		7,050,000		7,050,000		7,050,000		5,455,916		1,594,084		22.61%		77.39%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600191		H28 ステーションITサービス部 羽田支店		0		H28 エアポート統括部 羽田支店		4/30/16		NJNA1		ＮＡ１		8,311,190		8,311,190		8,311,190		6,701,260		1,609,930		19.37%		80.63%

		3		ＦＳ事 コト		U108003100		ｴﾑﾕｰﾌﾛﾝﾃｨｱ債権		1600113		業務システムの開発支援		5		ＭＵＦＲ業務システムの開発支援（９月）		9/30/16		NJF12		ＦＳ１２		5,530,000		5,530,000		5,530,000		3,914,756		1,615,244		29.21%		70.79%

		5		その他 タ		U115001400		土地改良区保守		1600047		保守 土地改良区		1		保守　土地改良区　07月～09月		9/30/16		SB01G		MIPR原		5,215,611		5,215,611		5,215,611		3,596,133		1,619,478		31.05%		68.95%

		1		ＥＳ事 コト		U095006500		横河電機		1600230		Ｙ：F&G対応PROFIsafe+Hilscher製チップ通信評価		1		Ｙ：ProSafe-RS R4.03.22 SIL2無線対応の内部仕様作成		7/26/16		NJK21		ＥＳ２１		6,350,000		6,350,000		6,350,000		4,717,739		1,632,261		25.70%		74.30%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600139		H28 ASYNETインフラ運用業務(派遣）		1		H28 ASYNETインフラ運用業務(派遣）		9/30/16		NJNA1		ＮＡ１		4,796,916		4,796,916		4,796,916		3,148,100		1,648,816		34.37%		65.63%

		4		ＮＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1600004		【FIS-OP】電子計算機オペレーション業務		3		【FIS-OP】電子計算機オペレーション業務		7/31/16		NJN11		ＮＳ１１		7,560,000		7,560,000		7,560,000		5,894,931		1,665,069		22.02%		77.98%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600069		「送配電ＦＩＴ買取対応システム構築」情報化企画書		2		「送配電ＦＩＴ買取対応システム構築」情報化企画書		8/31/16		TBS2		東北S2		4,514,400		4,514,400		4,514,400		2,847,810		1,666,590		36.92%		63.08%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600101		「小売30分値データベース構築」の情報化企画書作成		2		「小売30分値データベース構築」の情報化企画書作成		9/30/16		TBS2		東北S2		4,480,000		4,480,000		4,480,000		2,809,224		1,670,776		37.29%		62.71%

		1		ＥＳ事 コト		U095026300		ﾌｸﾀﾞ電子		1600249		ＭＩＲ：東京医科大学病院　機能追加対応		2		ＭＩＲ：金沢大学付属病院向けMirrel導入開発		9/16/16		NJK21		ＥＳ２１		10,320,000		10,320,000		10,320,000		8,644,285		1,675,715		16.24%		83.76%

		1		ＥＳ事 コト		U099004200		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸITS		1600328		PASITS M7G AppFW先行開発(2016)		3		PASITS M7G AppFW先行開発(2016) 9月		9/20/16		NJK22		ＥＳ２２		5,600,000		5,600,000		5,600,000		3,918,968		1,681,032		30.02%		69.98%

		4		ＮＳ事 コト		U095023300		三井ﾎｰﾑ		1600007		設計ｼｽﾃﾑに係わる運用業務支援		1		設計ｼｽﾃﾑに係わる運用業務支援		5/31/16		NJN11		ＮＳ１１		5,046,000		5,046,000		5,046,000		3,359,440		1,686,560		33.42%		66.58%

		4		ＮＳ事 コト		U095033200		地方公共団体		1600180		J-LIS) H28年度地方･交付税等運用管理		4		J-LIS) H28.8 地方･交付税等運用管理		8/31/16		NJN23		ＮＳ２３		6,775,010		6,775,010		6,775,010		5,086,321		1,688,689		24.93%		75.07%

		3		ＦＳ事 コト		U115000800		日鉄住金ﾃｯｸｽｴﾝ		1600086		TEXENG 33CC特性値管理ソフト開発		0		TEXENG 33CC特性値管理ソフト開発		9/28/16		SBSS2		佐原S2		9,478,000		9,478,000		9,478,000		7,786,175		1,691,825		17.85%		82.15%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1600014		全労済システムズ オープン系運用業務		1		全労済システムズ オープン系運用業務		9/2/16		NJN11		ＮＳ１１		8,056,000		8,056,000		8,056,000		6,355,370		1,700,630		21.11%		78.89%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1500303		全労済システムズ オープン系運用業務		11		全労済システムズ オープン系運用業務		7/4/16		NJN11		ＮＳ１１		8,056,000		8,056,000		8,056,000		6,347,428		1,708,572		21.21%		78.79%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500482		【SJNKS･火満】2016年度機構改革改定		0		【SJNKS･火満】2016年度機構改革改定		4/30/16		NJF21		ＦＳ２１		7,425,000		7,425,000		7,425,000		5,713,623		1,711,377		23.05%		76.95%

		1		ＥＳ事 コト		U099004200		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸITS		1500527		PASITS T社17CY DA SI(2016)		1		PASITS T社17CY DA SI(2016) 2Q		9/20/16		NJK22		ＥＳ２２		7,800,000		7,800,000		7,800,000		6,086,807		1,713,193		21.96%		78.04%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600185		H28 PS3T 保守運用		0		H28 PS3T 保守運用		6/30/16		NJNA1		ＮＡ１		8,649,204		8,649,204		8,649,204		6,925,109		1,724,095		19.93%		80.07%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600143		H28 ITｿﾘｭｰｼｮﾝ部第二ﾁｰﾑ開発支援作業		1		H28 ITｿﾘｭｰｼｮﾝ部第二ﾁｰﾑ開発支援作業		9/30/16		NJNA2		ＮＡ２		11,454,230		11,454,230		11,454,230		9,728,008		1,726,222		15.07%		84.93%

		4		ＮＳ事 コト		U095033600		日本私学振共団		1600106		（私学H28）電子計算機運用管理業務委託		0		（私学H28）電子計算機運用管理業務委託		4/30/16		NJN12		ＮＳ１２		8,280,000		8,280,000		8,280,000		6,544,951		1,735,049		20.95%		79.05%

		1		ＥＳ事 コト		U095026300		ﾌｸﾀﾞ電子		1600247		ＭＢＦ：MBF-1000REPレポート画像連携機能追加		1		ＭＢＦ：MBF-1000_健診機能強化		9/27/16		NJK21		ＥＳ２１		9,000,000		9,000,000		9,000,000		7,264,033		1,735,967		19.29%		80.71%

		1		ＥＳ事 コト		U114002500		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾈｯﾄ開		1500098		Android端末用デバイスドライバ開発		5		Android端末デバイスドライバ開発		5/25/16		TBS1		東北S1		8,460,000		8,460,000		8,460,000		6,707,718		1,752,282		20.71%		79.29%

		1		ＥＳ事 コト		U114003800		ﾄﾖﾀ自動車		1600125		ダイアグ仕様開発[2016]		0		ダイアグ部品開発[2016.04-06]		6/27/16		NJK11		ＥＳ１１		14,657,340		14,657,340		14,657,340		12,876,272		1,781,068		12.15%		87.85%

		4		ＮＳ事 コト		U095026701		日本出版 王子		1600092		運用管理		0		王子　運用管理業務		4/30/16		NJN12		ＮＳ１２		12,380,000		12,380,000		12,380,000		10,593,326		1,786,674		14.43%		85.57%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1500303		全労済システムズ オープン系運用業務		9		全労済システムズ オープン系運用業務		5/6/16		NJN11		ＮＳ１１		8,056,000		8,056,000		8,056,000		6,238,518		1,817,482		22.56%		77.44%

		3		ＦＳ事 コト		U095010900		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰS		1600025		FIPS　競輪情報提供システム開発		2		FIPS　ＪＫＡ）次期ＶＩＳ　Ａブロック		9/30/16		SBCS2		千葉S2		5,110,000		5,110,000		5,110,000		3,280,983		1,829,017		35.79%		64.21%

		4		ＮＳ事 コト		U095035900		国民年金基金連		1600060		【KNkR】運用管理業務（2016年度）		1		【KNkR】運用管理業務（2016年度）		5/31/16		NJN21		ＮＳ２１		6,107,730		6,107,730		6,107,730		4,272,471		1,835,259		30.05%		69.95%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500489		【SJNKS･個商】日常（２０１６年度）		2		【SJNKS･個商】日常（2016年06月）		6/30/16		NJF21		ＦＳ２１		10,188,750		10,188,750		10,188,750		8,334,948		1,853,802		18.19%		81.81%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600191		H28 ステーションITサービス部 羽田支店		1		H28 ステーションITサービス部 羽田支店		5/31/16		NJNA1		ＮＡ１		8,814,860		8,814,860		8,814,860		6,944,651		1,870,209		21.22%		78.78%

		4		ＮＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1600004		【FIS-OP】電子計算機オペレーション業務		1		【FIS-OP】電子計算機オペレーション業務		5/31/16		NJN11		ＮＳ１１		7,560,000		7,560,000		7,560,000		5,689,739		1,870,261		24.74%		75.26%

		4		ＮＳ事 コト		U095026701		日本出版 王子		1600092		運用管理		1		王子　運用管理業務		5/31/16		NJN12		ＮＳ１２		12,395,269		12,395,269		12,395,269		10,511,913		1,883,356		15.19%		84.81%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600145		H28 ウイルス対応運用		0		H28 ウイルス対応運用		6/30/16		NJNA2		ＮＡ２		6,721,600		6,721,600		6,721,600		4,829,417		1,892,183		28.15%		71.85%

		3		ＦＳ事 コト		U095010700		ちばぎんｺﾝﾋﾟｭｰ		1600018		CCS　介護保険　ソフトウェア開発		0		CCS　介護保険　ソフトウェア開発		6/30/16		SBCS2		千葉S2		14,070,000		14,070,000		14,070,000		12,174,505		1,895,495		13.47%		86.53%

		4		ＮＳ事 コト		U095033200		地方公共団体		1600180		J-LIS) H28年度地方･交付税等運用管理		3		J-LIS) H28.7 地方･交付税等運用管理		7/31/16		NJN23		ＮＳ２３		7,264,050		7,264,050		7,264,050		5,367,468		1,896,582		26.11%		73.89%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1600014		全労済システムズ オープン系運用業務		0		全労済システムズ オープン系運用業務		8/2/16		NJN11		ＮＳ１１		8,056,000		8,056,000		8,056,000		6,154,837		1,901,163		23.60%		76.40%

		4		ＮＳ事 コト		U095033600		日本私学振共団		1600106		（私学H28）電子計算機運用管理業務委託		2		（私学H28）電子計算機運用管理業務委託		6/30/16		NJN12		ＮＳ１２		8,280,000		8,280,000		8,280,000		6,378,325		1,901,675		22.97%		77.03%

		1		ＥＳ事 コト		U114003800		ﾄﾖﾀ自動車		1500505		先進安全構造分析		1		先安構造分析[2016.06-08]		9/1/16		NJK12		ＥＳ１２		9,750,000		9,750,000		9,750,000		7,840,957		1,909,043		19.58%		80.42%

		4		ＮＳ事 コト		U095035900		国民年金基金連		1600060		【KNkR】運用管理業務（2016年度）		5		【KNkR】運用管理業務（2016年度）		9/30/16		NJN21		ＮＳ２１		6,148,755		6,148,755		6,148,755		4,235,324		1,913,431		31.12%		68.88%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600166		【SJNKS･支援】保険金サービス　同席ＳＥ(2016年度）		0		【SJNKS･支援】保険金サービス　同席SE(2015年04月）		4/30/16		NJF21		ＦＳ２１		7,840,000		7,840,000		7,840,000		5,924,490		1,915,510		24.43%		75.57%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600166		【SJNKS･支援】保険金サービス　同席ＳＥ(2016年度）		1		【SJNKS･支援】保険金サービス　同席SE(2016年05月）		5/31/16		NJF21		ＦＳ２１		6,860,000		6,860,000		6,860,000		4,930,086		1,929,914		28.13%		71.87%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1500303		全労済システムズ オープン系運用業務		10		全労済システムズ オープン系運用業務		6/17/16		NJN11		ＮＳ１１		8,090,580		8,090,580		8,090,580		6,129,151		1,961,429		24.24%		75.76%

		4		ＮＳ事 コト		U095033600		日本私学振共団		1600106		（私学H28）電子計算機運用管理業務委託		1		（私学H28）電子計算機運用管理業務委託		5/31/16		NJN12		ＮＳ１２		8,280,000		8,280,000		8,280,000		6,317,555		1,962,445		23.70%		76.30%

		1		ＥＳ事 コト		U114003800		ﾄﾖﾀ自動車		1600123		TNGA部品開発[2016]		0		TNGA部品開発[2016.04-06]		6/24/16		NJK11		ＥＳ１１		17,482,500		17,482,500		17,482,500		15,483,100		1,999,400		11.44%		88.56%

		1		ＥＳ事 コト		U095006803		日立製作 公共		1600013		千葉県警保守 24H SE業務支援		3		千葉県警保守 24H SE業務支援 7月		7/29/16		SBCS1		千葉S1		2,999,350		2,999,350		2,999,350		992,236		2,007,114		66.92%		33.08%

		2		ＩＣＴ事 コト		U116000500		ｿﾆｰ･ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞｴ		1600132		[SIE]PS Nowｸﾗｳﾄﾞｹﾞｰﾐﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽに関わるｿﾌﾄｳｪｱの開発		0		[SIE]PS Nowｸﾗｳﾄﾞｹﾞｰﾐﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽに関わる開発(5月)		5/25/16		NJI11		ＩＣＴ１１		7,050,000		7,050,000		7,050,000		5,031,221		2,018,779		28.64%		71.36%

		4		ＮＳ事 コト		U095033600		日本私学振共団		1600106		（私学H28）電子計算機運用管理業務委託		3		（私学H28）電子計算機運用管理業務委託		7/31/16		NJN12		ＮＳ１２		8,280,000		8,280,000		8,280,000		6,258,746		2,021,254		24.41%		75.59%

		4		ＮＳ事 コト		U095033600		日本私学振共団		1600106		（私学H28）電子計算機運用管理業務委託		4		（私学H28）電子計算機運用管理業務委託		8/31/16		NJN12		ＮＳ１２		8,280,000		8,280,000		8,280,000		6,254,825		2,025,175		24.46%		75.54%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600153		H28 運用システム開発支援及び保守運用		1		H28 運用システム開発支援及び保守運用		9/30/16		NJNA2		ＮＡ２		9,480,000		9,480,000		9,480,000		7,444,969		2,035,031		21.47%		78.53%

		1		ＥＳ事 コト		U114003800		ﾄﾖﾀ自動車		1500498		ADAS制御モデル		0		ADAS制御モデル[2016.03-08]		9/6/16		NJK12		ＥＳ１２		19,800,000		19,800,000		19,800,000		17,718,826		2,081,174		10.51%		89.49%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600165		【SJNKS･支援】個別商品管理Ｇ　同席ＳＥ(2016年度）		0		【SJNKS･支援】個別商品管理G  同席SE(2015年04月）		4/30/16		NJF21		ＦＳ２１		9,040,000		9,040,000		9,040,000		6,945,906		2,094,094		23.16%		76.84%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1600319		ＺＳ　ｼｽﾃﾑ21（ｵｰﾌﾟﾝ系）保守業務		0		ｼｽﾃﾑ21（ｵｰﾌﾟﾝ系）保守業務(6月)		6/30/16		NJF11		ＦＳ１１		7,462,000		7,462,000		7,462,000		5,355,240		2,106,760		28.23%		71.77%

		5		その他 タ		U115001400		土地改良区保守		1600047		保守 土地改良区		0		保守　土地改良区　04月～06月		6/30/16		SB01G		MIPR原		5,098,454		5,098,454		5,098,454		2,984,058		2,114,396		41.47%		58.53%

		4		ＮＳ事 コト		U095033200		地方公共団体		1600180		J-LIS) H28年度地方･交付税等運用管理		1		J-LIS) H28.5 地方･交付税等運用管理		5/31/16		NJN23		ＮＳ２３		7,274,925		7,274,925		7,274,925		5,152,778		2,122,147		29.17%		70.83%

		1		ＥＳ事 コト		U095026300		ﾌｸﾀﾞ電子		1600249		ＭＩＲ：東京医科大学病院　機能追加対応		0		ＭＩＲ：東京医科大学病院　機能追加対応		9/16/16		NJK21		ＥＳ２１		10,600,000		10,600,000		10,600,000		8,464,300		2,135,700		20.15%		79.85%

		4		ＮＳ事 コト		U096000800		日本HP		1600162		H28 ASY　OMC業務作業支援		1		H28 ASY　OMC業務作業支援		6/20/16		NJNA2		ＮＡ２		7,838,800		7,838,800		7,838,800		5,689,516		2,149,284		27.42%		72.58%

		1		ＥＳ事 コト		U098003100		ｱｽﾞﾋﾞﾙﾋﾞﾙｼｽﾃﾑｶ		1600221		Ａ：クラウドBM V1.0の総合試験		0		Ａ：クラウドBM V1.0の総合試験		6/2/16		NJK21		ＥＳ２１		8,700,000		8,700,000		8,700,000		6,545,889		2,154,111		24.76%		75.24%

		2		ＩＣＴ事 コト		U113003900		ｳｫﾙﾄ･ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ		1500544		[WDJ]海外向けSTYLEホーム		1		[WDJ]Marvel Home アプリケーション開発		7/29/16		NJI22		ＩＣＴ２２		8,820,000		8,820,000		8,820,000		6,662,735		2,157,265		24.46%		75.54%

		4		ＮＳ事 コト		U095033600		日本私学振共団		1600106		（私学H28）電子計算機運用管理業務委託		5		（私学H28）電子計算機運用管理業務委託		9/30/16		NJN12		ＮＳ１２		8,280,000		8,280,000		8,280,000		6,109,762		2,170,238		26.21%		73.79%

		4		ＮＳ事 コト		U096000800		日本HP		1600162		H28 ASY　OMC業務作業支援		3		H28 ASY　OMC業務作業支援		8/20/16		NJNA2		ＮＡ２		7,852,410		7,852,410		7,852,410		5,680,345		2,172,065		27.66%		72.34%

		4		ＮＳ事 コト		U095033200		地方公共団体		1600180		J-LIS) H28年度地方･交付税等運用管理		5		J-LIS) H28.9 地方･交付税等運用管理		9/30/16		NJN23		ＮＳ２３		7,110,298		7,110,298		7,110,298		4,932,193		2,178,105		30.63%		69.37%

		1		ＥＳ事 コト		U095006803		日立製作 公共		1600013		千葉県警保守 24H SE業務支援		2		千葉県警保守 24H SE業務支援 6月		6/30/16		SBCS1		千葉S1		2,999,350		2,999,350		2,999,350		817,282		2,182,068		72.75%		27.25%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600165		【SJNKS･支援】個別商品管理Ｇ　同席ＳＥ(2016年度）		2		【SJNKS･支援】個別商品管理G  同席SE(2016年06月）		6/30/16		NJF21		ＦＳ２１		9,040,000		9,040,000		9,040,000		6,810,980		2,229,020		24.66%		75.34%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600185		H28 PS3T 保守運用		1		H28 PS3T 保守運用		9/30/16		NJNA1		ＮＡ１		10,965,024		10,965,024		10,965,024		8,733,667		2,231,357		20.35%		79.65%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600182		H28 C2サポートデスク		1		H28 C2サポートデスク		9/30/16		NJNA1		ＮＡ１		7,110,000		7,110,000		7,110,000		4,871,382		2,238,618		31.49%		68.51%

		4		ＮＳ事 コト		U108002700		楽天		1600096		楽天　Edyｻｰﾋﾞｽ保守・評価		1		楽天　Edyｻｰﾋﾞｽ保守・評価		9/30/16		NJN12		ＮＳ１２		11,115,000		11,115,000		11,115,000		8,875,257		2,239,743		20.15%		79.85%

		4		ＮＳ事 コト		U096000800		日本HP		1600162		H28 ASY　OMC業務作業支援		2		H28 ASY　OMC業務作業支援		7/20/16		NJNA2		ＮＡ２		7,835,210		7,835,210		7,835,210		5,573,962		2,261,248		28.86%		71.14%

		2		ＩＣＴ事 コト		U101003200		ｿﾆｰﾓﾊﾞｲﾙｺﾐｭﾆｹｰ		1600261		SOMC（次世代ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開発）		0		SOMC（次世代ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開発）		6/20/16		NJI12		ＩＣＴ１２		19,500,000		19,500,000		19,500,000		17,222,709		2,277,291		11.68%		88.32%

		3		ＦＳ事 コト		U095010700		ちばぎんｺﾝﾋﾟｭｰ		1600021		CCS　障がい者システム開発		1		CCS　障がい者Ｖ２　業務共通管理　番号制度対応		6/30/16		SBCS2		千葉S2		7,657,000		7,657,000		7,657,000		5,374,376		2,282,624		29.81%		70.19%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600153		H28 運用システム開発支援及び保守運用		0		H28 運用システム開発支援及び保守運用		6/30/16		NJNA2		ＮＡ２		9,480,000		9,480,000		9,480,000		7,197,354		2,282,646		24.08%		75.92%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600165		【SJNKS･支援】個別商品管理Ｇ　同席ＳＥ(2016年度）		4		【SJNKS･支援】個別商品管理G  同席SE(2016年08月）		8/31/16		NJF21		ＦＳ２１		9,040,000		9,040,000		9,040,000		6,748,866		2,291,134		25.34%		74.66%

		1		ＥＳ事 コト		U114003800		ﾄﾖﾀ自動車		1600122		PF部品開発[2016]		1		PF部品開発[2016.07-09]		9/30/16		NJK11		ＥＳ１１		27,798,000		27,798,000		27,798,000		25,502,515		2,295,485		8.26%		91.74%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600195		H28 ITソリューション部支援作業（CAP ｴﾝﾊﾝｽ IS1）		1		H28 ITソリューション部支援作業（CAP ｴﾝﾊﾝｽ IS1）		9/30/16		NJNA1		ＮＡ１		9,480,000		9,480,000		9,480,000		7,158,425		2,321,575		24.49%		75.51%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600165		【SJNKS･支援】個別商品管理Ｇ　同席ＳＥ(2016年度）		5		【SJNKS･支援】個別商品管理G  同席SE(2016年09月）		9/30/16		NJF21		ＦＳ２１		9,040,000		9,040,000		9,040,000		6,707,681		2,332,319		25.80%		74.20%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600165		【SJNKS･支援】個別商品管理Ｇ　同席ＳＥ(2016年度）		3		【SJNKS･支援】個別商品管理G  同席SE(2016年07月）		7/31/16		NJF21		ＦＳ２１		9,040,000		9,040,000		9,040,000		6,700,731		2,339,269		25.88%		74.12%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600165		【SJNKS･支援】個別商品管理Ｇ　同席ＳＥ(2016年度）		1		【SJNKS･支援】個別商品管理G  同席SE(2016年05月）		5/31/16		NJF21		ＦＳ２１		9,040,000		9,040,000		9,040,000		6,682,949		2,357,051		26.07%		73.93%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1600020		「H72サーバ保守切れ対応」システム構築		0		「H72サーバ保守切れ対応」システム構築		7/31/16		TBS2		東北S2		13,728,000		13,728,000		13,728,000		11,365,167		2,362,833		17.21%		82.79%

		1		ＥＳ事 コト		U114003800		ﾄﾖﾀ自動車		1600129		HVシス担,機能安全[2016]		0		HVシス担,機能安全[2016.04-09]		9/30/16		NJK11		ＥＳ１１		17,088,000		17,088,000		17,088,000		14,694,852		2,393,148		14.00%		86.00%

		3		ＦＳ事 コト		U095010700		ちばぎんｺﾝﾋﾟｭｰ		1600018		CCS　介護保険　ソフトウェア開発		1		CCS　介護保険　ソフトウェア開発		9/30/16		SBCS2		千葉S2		18,610,000		18,610,000		18,610,000		16,192,836		2,417,164		12.99%		87.01%

		1		ＥＳ事 コト		U114003800		ﾄﾖﾀ自動車		1600128		MGソフト開発[2016]		1		MGソフト開発[2016.07-09]		9/30/16		NJK11		ＥＳ１１		7,085,000		7,085,000		7,085,000		4,639,082		2,445,918		34.52%		65.48%

		4		ＮＳ事 コト		U108002700		楽天		1600097		楽天　Rﾎﾟｲﾝﾄ加盟店ｼｽﾃﾑ結合ﾃｽﾄ業務		0		楽天　Rﾎﾟｲﾝﾄ加盟店ｼｽﾃﾑ結合ﾃｽﾄ業務		6/30/16		NJN12		ＮＳ１２		9,945,000		9,945,000		9,945,000		7,473,240		2,471,760		24.85%		75.15%

		1		ＥＳ事 コト		U115004200		豊通ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ		1600202		TMC-1KF先行開発		0		疑似走行評価環境開発[2016.04-06]		7/8/16		NJK12		ＥＳ１２		12,600,000		12,600,000		12,600,000		10,063,751		2,536,249		20.13%		79.87%

		5		その他 タ		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500156		【ANA】ASY/GRAF更新③(解析機)開発展開		0		【ANA】ASY/GRAF更新③(解析機)開発展開		6/30/16		EBCS		ＣＳ課		3,030,000		3,030,000		3,030,000		487,710		2,542,290		83.90%		16.10%

		4		ＮＳ事 コト		U108002700		楽天		1600097		楽天　Rﾎﾟｲﾝﾄ加盟店ｼｽﾃﾑ結合ﾃｽﾄ業務		1		楽天　Rﾎﾟｲﾝﾄ加盟店ｼｽﾃﾑ結合ﾃｽﾄ業務		9/30/16		NJN12		ＮＳ１２		11,700,000		11,700,000		11,700,000		9,129,145		2,570,855		21.97%		78.03%

		1		ＥＳ事 コト		U114003800		ﾄﾖﾀ自動車		1600125		ダイアグ仕様開発[2016]		1		ダイアグ部品開発[2016.07-09]		9/27/16		NJK11		ＥＳ１１		14,587,300		14,587,300		14,587,300		12,004,942		2,582,358		17.70%		82.30%

		4		ＮＳ事 コト		U108002700		楽天		1600096		楽天　Edyｻｰﾋﾞｽ保守・評価		0		楽天　Edyｻｰﾋﾞｽ保守・評価		6/30/16		NJN12		ＮＳ１２		12,765,000		12,765,000		12,765,000		10,173,709		2,591,291		20.30%		79.70%

		1		ＥＳ事 コト		U114003800		ﾄﾖﾀ自動車		1600122		PF部品開発[2016]		0		PF部品開発[2016.04-06]		6/23/16		NJK11		ＥＳ１１		27,798,000		27,798,000		27,798,000		25,166,564		2,631,436		9.47%		90.53%

		3		ＦＳ事 コト		U112003700		ﾌｺｸしんらい		1600051		フコクしんらい		1		フコクしんらい		5/31/16		NJF22		ＦＳ２２		16,139,517		16,139,517		16,139,517		13,478,523		2,660,994		16.49%		83.51%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600151		H28 ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部第二チーム運用支援作業		0		H28 ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部第二チーム運用支援作業		6/30/16		NJNA2		ＮＡ２		10,270,000		10,270,000		10,270,000		7,606,950		2,663,050		25.93%		74.07%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1600114		IBM) NKランオフ運用		3		IBM) NKランオフ運用		8/2/16		NJN23		ＮＳ２３		20,690,000		20,690,000		20,690,000		18,024,594		2,665,406		12.88%		87.12%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600195		H28 ITソリューション部支援作業（CAP ｴﾝﾊﾝｽ IS1）		0		H28 ITソリューション部支援作業（CAP ｴﾝﾊﾝｽ IS1）		6/30/16		NJNA1		ＮＡ１		9,480,000		9,480,000		9,480,000		6,806,183		2,673,817		28.20%		71.80%

		4		ＮＳ事 コト		U096000800		日本HP		1600162		H28 ASY　OMC業務作業支援		0		H28 ASY　OMC業務作業支援		5/20/16		NJNA2		ＮＡ２		7,847,400		7,847,400		7,847,400		5,148,431		2,698,969		34.39%		65.61%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1600319		ＺＳ　ｼｽﾃﾑ21（ｵｰﾌﾟﾝ系）保守業務		3		ｼｽﾃﾑ21（ｵｰﾌﾟﾝ系）保守業務(9月)		9/30/16		NJF11		ＦＳ１１		7,462,000		7,462,000		7,462,000		4,715,698		2,746,302		36.80%		63.20%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1600114		IBM) NKランオフ運用		2		IBM) NKランオフ運用		7/1/16		NJN23		ＮＳ２３		21,245,000		21,245,000		21,245,000		18,493,580		2,751,420		12.95%		87.05%

		3		ＦＳ事 コト		U095010900		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰS		1600025		FIPS　競輪情報提供システム開発		1		FIPS　競輪情報提供システム開発		8/26/16		SBCS2		千葉S2		19,240,000		19,240,000		19,240,000		16,485,270		2,754,730		14.32%		85.68%

		2		ＩＣＴ事 コト		U101003200		ｿﾆｰﾓﾊﾞｲﾙｺﾐｭﾆｹｰ		1600261		SOMC（次世代ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開発）		1		SOMC（次世代ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開発）		9/20/16		NJI12		ＩＣＴ１２		29,250,000		29,250,000		29,250,000		26,456,061		2,793,939		9.55%		90.45%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1600114		IBM) NKランオフ運用		0		IBM) NKランオフ運用		5/10/16		NJN23		ＮＳ２３		21,245,000		21,245,000		21,245,000		18,450,393		2,794,607		13.15%		86.85%

		1		ＥＳ事 コト		U114003800		ﾄﾖﾀ自動車		1600057		ADASパワトレIF[2016]		1		ADASパワトレIF[2016.07-09]		9/23/16		NJK12		ＥＳ１２		12,150,000		12,150,000		12,150,000		9,280,514		2,869,486		23.62%		76.38%

		1		ＥＳ事 コト		U114003800		ﾄﾖﾀ自動車		1500523		HMIフレームワーク		0		HMIフレームワーク[2016.03-06]		6/22/16		NJK12		ＥＳ１２		12,600,000		12,600,000		12,600,000		9,729,849		2,870,151		22.78%		77.22%

		3		ＦＳ事 コト		U112003700		ﾌｺｸしんらい		1600051		フコクしんらい		0		フコクしんらい		4/30/16		NJF22		ＦＳ２２		16,499,101		16,499,101		16,499,101		13,596,273		2,902,828		17.59%		82.41%

		3		ＦＳ事 コト		U112003700		ﾌｺｸしんらい		1600051		フコクしんらい		3		フコクしんらい		7/31/16		NJF22		ＦＳ２２		17,118,726		17,118,726		17,118,726		14,205,842		2,912,884		17.02%		82.98%

		3		ＦＳ事 コト		U112003700		ﾌｺｸしんらい		1600051		フコクしんらい		5		フコクしんらい		9/30/16		NJF22		ＦＳ２２		17,179,447		17,179,447		17,179,447		14,240,276		2,939,171		17.11%		82.89%

		2		ＩＣＴ事 コト		U113003900		ｳｫﾙﾄ･ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ		1500445		WDJ（Dlifeアプリケーション開発）		2		[WDJ]Dlifeアプリケーション開発 フェーズ1 追加		6/30/16		NJI22		ＩＣＴ２２		10,980,000		10,980,000		10,980,000		8,021,796		2,958,204		26.94%		73.06%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1600114		IBM) NKランオフ運用		4		IBM) NKランオフ運用		9/2/16		NJN23		ＮＳ２３		20,690,000		20,690,000		20,690,000		17,670,701		3,019,299		14.59%		85.41%

		1		ＥＳ事 コト		U095006803		日立製作 公共		1600013		千葉県警保守 24H SE業務支援		1		千葉県警保守 24H SE業務支援 5月		5/31/16		SBCS1		千葉S1		3,945,800		3,945,800		3,945,800		878,762		3,067,038		77.73%		22.27%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600145		H28 ウイルス対応運用		1		H28 ウイルス対応運用		9/30/16		NJNA2		ＮＡ２		8,301,600		8,301,600		8,301,600		5,229,566		3,072,034		37.01%		62.99%

		1		ＥＳ事 コト		U116000700		萩原電気		1600315		ＴＭＣ：チップセット実装設計（物理アーキ）検討		0		ＴＭＣ：チップセット実装設計（物理アーキ）検討		7/22/16		NJK21		ＥＳ２１		8,899,200		8,899,200		8,899,200		5,791,541		3,107,659		34.92%		65.08%

		3		ＦＳ事 コト		U112003700		ﾌｺｸしんらい		1600051		フコクしんらい		4		フコクしんらい		8/31/16		NJF22		ＦＳ２２		17,604,775		17,604,775		17,604,775		14,467,700		3,137,075		17.82%		82.18%

		2		ＩＣＴ事 コト		U110000100		NTTﾄﾞｺﾓ		1500277		[DCM]次世代CSシステム開発		5		[DCM]次世代CSシステム開発 ｻｰﾊﾞ冗長化・ｳｲﾙｽ対応		4/1/16		NJI22		ＩＣＴ２２		6,445,000		6,445,000		6,445,000		3,296,730		3,148,270		48.85%		51.15%

		1		ＥＳ事 コト		U114003800		ﾄﾖﾀ自動車		1600127		FC・FCDCソフト開発[2016]		1		FC・FCDCソフト開発[2016.07-09]		9/30/16		NJK11		ＥＳ１１		17,193,500		17,193,500		17,193,500		14,020,262		3,173,238		18.46%		81.54%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600184		H28 able-D保守運用作業(ps2)		2		H28 able-D保守運用作業(ps2)		9/30/16		NJNA1		ＮＡ１		15,588,343		15,588,343		15,588,343		12,379,209		3,209,134		20.59%		79.41%

		1		ＥＳ事 コト		U099004200		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸITS		1500542		PASITS T社17CY DA ｱﾌﾟﾘPF(2016)		0		PASITS T社17CY DA ｱﾌﾟﾘPF(2016) 1Q		6/22/16		NJK22		ＥＳ２２		22,632,000		22,632,000		22,632,000		19,397,219		3,234,781		14.29%		85.71%

		3		ＦＳ事 コト		U095020900		みずほ情報総研		1600076		みずほ情報総研（ｵﾘｺ向け受付与信ｼｽﾃﾑ）		2		みずほ情報総研（ｵﾘｺ向け受付与信ｼｽﾃﾑ）(06月)		6/30/16		NJF12		ＦＳ１２		23,490,000		23,490,000		23,490,000		20,254,743		3,235,257		13.77%		86.23%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1600114		IBM) NKランオフ運用		1		IBM) NKランオフ運用		6/3/16		NJN23		ＮＳ２３		21,245,000		21,245,000		21,245,000		17,962,499		3,282,501		15.45%		84.55%

		3		ＦＳ事 コト		U112003700		ﾌｺｸしんらい		1600051		フコクしんらい		2		フコクしんらい		6/30/16		NJF22		ＦＳ２２		17,509,373		17,509,373		17,509,373		14,223,892		3,285,481		18.76%		81.24%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600151		H28 ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部第二チーム運用支援作業		1		H28 ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部第二チーム運用支援作業		9/30/16		NJNA2		ＮＡ２		11,850,000		11,850,000		11,850,000		8,563,511		3,286,489		27.73%		72.27%

		1		ＥＳ事 コト		U098003100		ｱｽﾞﾋﾞﾙﾋﾞﾙｼｽﾃﾑｶ		1500400		Ａ：クラウドBM、TS V1.0の開発		2		Ａ：クラウドBM V1.0の追加開発		4/4/16		NJK21		ＥＳ２１		13,050,000		13,050,000		13,050,000		9,759,238		3,290,762		25.22%		74.78%

		1		ＥＳ事 コト		U114003800		ﾄﾖﾀ自動車		1600057		ADASパワトレIF[2016]		0		ADASパワトレIF[2016.04-06]		6/24/16		NJK12		ＥＳ１２		12,150,000		12,150,000		12,150,000		8,791,933		3,358,067		27.64%		72.36%

		1		ＥＳ事 コト		U095026300		ﾌｸﾀﾞ電子		1600229		ＣＶＷ：加古川市民病院 CVW-8000フィリップス連携		0		ＣＶＷ：CVW-8000PhilipsDWCサーバ連携　開発支援作業		9/27/16		NJK21		ＥＳ２１		12,820,000		12,820,000		12,820,000		9,439,822		3,380,178		26.37%		73.63%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500300		Canon COPY 複合複写機CopyDevice開発[2015]		2		Canon コントローラソフト開発COPY機能2015-3		9/23/16		NJK22		ＥＳ２２		9,620,000		9,620,000		9,620,000		6,214,522		3,405,478		35.40%		64.60%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1500301		生命系給付自治労課題(要件)		1		生命系給付自治労課題(設計以降)		4/30/16		NJF11		ＦＳ１１		10,922,400		10,922,400		10,922,400		7,497,156		3,425,244		31.36%		68.64%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1500155		IBM)ＮＫひばり運用		11		IBM)ＮＫひばり運用		4/12/16		NJN23		ＮＳ２３		21,850,000		21,850,000		21,850,000		18,416,990		3,433,010		15.71%		84.29%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1600319		ＺＳ　ｼｽﾃﾑ21（ｵｰﾌﾟﾝ系）保守業務		2		ｼｽﾃﾑ21（ｵｰﾌﾟﾝ系）保守業務(8月)		8/31/16		NJF11		ＦＳ１１		7,462,000		7,462,000		7,462,000		4,028,724		3,433,276		46.01%		53.99%

		1		ＥＳ事 コト		U114003800		ﾄﾖﾀ自動車		1600124		PF機種,PSE[2016]		1		PF機種,PSE[2016.07-09]		9/30/16		NJK11		ＥＳ１１		22,622,700		22,622,700		22,622,700		19,134,604		3,488,096		15.42%		84.58%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600181		H28 GP1T開発保守支援作業		0		H28 GP1T開発保守支援作業		6/30/16		NJNA1		ＮＡ１		14,658,500		14,658,500		14,658,500		11,014,796		3,643,704		24.86%		75.14%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600181		H28 GP1T開発保守支援作業		1		H28 GP1T開発保守支援作業		9/30/16		NJNA1		ＮＡ１		15,630,500		15,630,500		15,630,500		11,986,585		3,643,915		23.31%		76.69%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1600330		【SJNKS･個商】料率検証サーバＥＵＣ移行対応		0		【SJNKS･個商】料率検証サーバＥＵＣ移行対応（設計）		9/30/16		NJF21		ＦＳ２１		12,321,375		12,321,375		12,321,375		8,631,211		3,690,164		29.95%		70.05%

		2		ＩＣＴ事 コト		U113003900		ｳｫﾙﾄ･ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ		1500445		WDJ（Dlifeアプリケーション開発）		1		[WDJ]Dlifeアプリケーション開発 フェーズ1 評価		6/30/16		NJI22		ＩＣＴ２２		15,885,000		15,885,000		15,885,000		12,165,819		3,719,181		23.41%		76.59%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600144		H28 Indigo復旧支援作業		0		H28 Indigo復旧支援作業		6/30/16		NJNA2		ＮＡ２		11,850,000		11,850,000		11,850,000		7,899,821		3,950,179		33.33%		66.67%

		2		ＩＣＴ事 コト		U113003900		ｳｫﾙﾄ･ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ		1500544		[WDJ]海外向けSTYLEホーム		0		[WDJ]STAR WARS Home アプリケーション開発		9/20/16		NJI22		ＩＣＴ２２		11,880,000		11,880,000		11,880,000		7,861,593		4,018,407		33.82%		66.18%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600184		H28 able-D保守運用作業(ps2)		0		H28 able-D保守運用作業(ps2)		6/30/16		NJNA1		ＮＡ１		16,370,000		16,370,000		16,370,000		12,301,040		4,068,960		24.86%		75.14%

		3		ＦＳ事 コト		U095020900		みずほ情報総研		1600076		みずほ情報総研（ｵﾘｺ向け受付与信ｼｽﾃﾑ）		0		みずほ情報総研（ｵﾘｺ向け受付与信ｼｽﾃﾑ）(04月)		4/30/16		NJF12		ＦＳ１２		24,240,000		24,240,000		24,240,000		20,110,797		4,129,203		17.03%		82.97%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600192		H28 CAPオペレーション業務		2		H28 CAPオペレーション業務		6/30/16		NJNA1		ＮＡ１		11,590,000		11,590,000		11,590,000		7,436,861		4,153,139		35.83%		64.17%

		2		ＩＣＴ事 コト		U103000200		ｼｬｰﾌﾟﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾋ		1600077		ARIB 放送ネットソフトスタック再構築の先行要素開発		1		ARIB 放送ネットソフトスタック再構築の先行要素開発		6/27/16		SBSS1		佐原S1		17,006,800		17,006,800		17,006,800		12,774,675		4,232,125		24.88%		75.12%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600193		H28 CAP運用SE		1		H28 CAP運用SE		9/30/16		NJNA1		ＮＡ１		11,850,000		11,850,000		11,850,000		7,573,927		4,276,073		36.09%		63.91%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600192		H28 CAPオペレーション業務		5		H28 CAPオペレーション業務		9/30/16		NJNA1		ＮＡ１		11,590,000		11,590,000		11,590,000		7,281,868		4,308,132		37.17%		62.83%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600144		H28 Indigo復旧支援作業		1		H28 Indigo復旧支援作業		9/30/16		NJNA2		ＮＡ２		11,850,000		11,850,000		11,850,000		7,540,811		4,309,189		36.36%		63.64%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1600319		ＺＳ　ｼｽﾃﾑ21（ｵｰﾌﾟﾝ系）保守業務		1		ｼｽﾃﾑ21（ｵｰﾌﾟﾝ系）保守業務(7月)		7/31/16		NJF11		ＦＳ１１		7,462,000		7,462,000		7,462,000		3,122,282		4,339,718		58.16%		41.84%

		3		ＦＳ事 コト		U095020900		みずほ情報総研		1600076		みずほ情報総研（ｵﾘｺ向け受付与信ｼｽﾃﾑ）		3		みずほ情報総研（ｵﾘｺ向け受付与信ｼｽﾃﾑ）(07月)		7/31/16		NJF12		ＦＳ１２		23,490,000		23,490,000		23,490,000		19,098,301		4,391,699		18.70%		81.30%

		1		ＥＳ事 コト		U114003800		ﾄﾖﾀ自動車		1600123		TNGA部品開発[2016]		1		TNGA部品開発[2016.07-09]		9/28/16		NJK11		ＥＳ１１		17,482,500		17,482,500		17,482,500		13,055,971		4,426,529		25.32%		74.68%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500489		【SJNKS･個商】日常（２０１６年度）		3		【SJNKS･個商】日常（2016年09月）		9/30/16		NJF21		ＦＳ２１		11,847,000		11,847,000		11,847,000		7,413,531		4,433,469		37.42%		62.58%

		1		ＥＳ事 コト		U099004200		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸITS		1500542		PASITS T社17CY DA ｱﾌﾟﾘPF(2016)		1		PASITS T社17CY DA ｱﾌﾟﾘPF(2016) 2Q		9/20/16		NJK22		ＥＳ２２		19,200,000		19,200,000		19,200,000		14,696,336		4,503,664		23.46%		76.54%

		3		ＦＳ事 コト		U095020900		みずほ情報総研		1600076		みずほ情報総研（ｵﾘｺ向け受付与信ｼｽﾃﾑ）		4		みずほ情報総研（ｵﾘｺ向け受付与信ｼｽﾃﾑ）(08月)		8/31/16		NJF12		ＦＳ１２		23,910,000		23,910,000		23,910,000		19,349,748		4,560,252		19.07%		80.93%

		2		ＩＣＴ事 コト		U103000200		ｼｬｰﾌﾟﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾋ		1600077		ARIB 放送ネットソフトスタック再構築の先行要素開発		0		ARIB 放送ネットソフトスタック再構築の先行要素開発		6/13/16		SBSS1		佐原S1		17,006,800		17,006,800		17,006,800		12,414,199		4,592,601		27.00%		73.00%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600189		H28 ANADAS保守運用		2		H28 ANADAS保守運用(Q2)		9/30/16		NJNA1		ＮＡ１		13,746,000		13,746,000		13,746,000		9,126,912		4,619,088		33.60%		66.40%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600192		H28 CAPオペレーション業務		3		H28 CAPオペレーション業務		7/31/16		NJNA1		ＮＡ１		11,590,000		11,590,000		11,590,000		6,931,289		4,658,711		40.20%		59.80%

		2		ＩＣＴ事 コト		U109000900		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑﾈｯﾄ		1600354		[PSN]LTEソフトウェア保守の業務委託		0		[PSN]LTEソフトウェア保守の業務委託(2Q)		9/30/16		NJI12		ＩＣＴ１２		20,400,000		20,400,000		20,400,000		15,737,217		4,662,783		22.86%		77.14%

		3		ＦＳ事 コト		U095020900		みずほ情報総研		1600076		みずほ情報総研（ｵﾘｺ向け受付与信ｼｽﾃﾑ）		5		みずほ情報総研（ｵﾘｺ向け受付与信ｼｽﾃﾑ）(09月)		9/30/16		NJF12		ＦＳ１２		23,910,000		23,910,000		23,910,000		19,201,414		4,708,586		19.69%		80.31%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600194		H28  CAP2運用SE		1		H28  CAP2運用SE		9/30/16		NJNA1		ＮＡ１		11,850,000		11,850,000		11,850,000		7,072,190		4,777,810		40.32%		59.68%

		1		ＥＳ事 コト		U114003800		ﾄﾖﾀ自動車		1600058		充電制御・車担[2016]		0		充電制御・車担[2016.04-06]		6/24/16		NJK12		ＥＳ１２		24,184,000		24,184,000		24,184,000		19,306,420		4,877,580		20.17%		79.83%

		3		ＦＳ事 コト		U095020900		みずほ情報総研		1600076		みずほ情報総研（ｵﾘｺ向け受付与信ｼｽﾃﾑ）		1		みずほ情報総研（ｵﾘｺ向け受付与信ｼｽﾃﾑ）(05月)		5/31/16		NJF12		ＦＳ１２		24,290,000		24,290,000		24,290,000		19,366,872		4,923,128		20.27%		79.73%

		1		ＥＳ事 コト		U114003800		ﾄﾖﾀ自動車		1600058		充電制御・車担[2016]		1		充電制御・車担[2016.07-09]		9/26/16		NJK12		ＥＳ１２		24,184,000		24,184,000		24,184,000		19,192,127		4,991,873		20.64%		79.36%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600193		H28 CAP運用SE		0		H28 CAP運用SE		6/30/16		NJNA1		ＮＡ１		11,850,000		11,850,000		11,850,000		6,798,616		5,051,384		42.63%		57.37%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600189		H28 ANADAS保守運用		0		H28 ANADAS保守運用(Q1)		6/30/16		NJNA1		ＮＡ１		13,351,000		13,351,000		13,351,000		8,204,592		5,146,408		38.55%		61.45%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600192		H28 CAPオペレーション業務		4		H28 CAPオペレーション業務		8/31/16		NJNA1		ＮＡ１		11,590,000		11,590,000		11,590,000		6,359,231		5,230,769		45.13%		54.87%

		2		ＩＣＴ事 コト		U113003900		ｳｫﾙﾄ･ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ		1500352		WDJ（HomeApp 2015秋冬モデル）		10		[WDJ]HomeApp UI/UX改善および追加機能対応		6/10/16		NJI22		ＩＣＴ２２		14,265,000		14,265,000		14,265,000		9,000,733		5,264,267		36.90%		63.10%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600192		H28 CAPオペレーション業務		1		H28 CAPオペレーション業務		5/31/16		NJNA1		ＮＡ１		11,590,000		11,590,000		11,590,000		6,227,494		5,362,506		46.27%		53.73%

		1		ＥＳ事 コト		U099004200		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸITS		1500543		PASITS T社17CY DA HMI(2016)		0		PASITS T社17CY DA HMI(2016) 1Q		6/20/16		NJK22		ＥＳ２２		43,672,000		43,672,000		43,672,000		38,233,374		5,438,626		12.45%		87.55%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600194		H28  CAP2運用SE		0		H28  CAP2運用SE		6/30/16		NJNA1		ＮＡ１		11,850,000		11,850,000		11,850,000		6,388,744		5,461,256		46.09%		53.91%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600192		H28 CAPオペレーション業務		0		H28 CAPオペレーション業務		4/30/16		NJNA1		ＮＡ１		11,590,000		11,590,000		11,590,000		6,084,644		5,505,356		47.50%		52.50%

		2		ＩＣＴ事 コト		U112000900		ｱｲ･ｴﾑ･ｼﾞｪｲ		1500291		IMJ LEONET開発		12		[IMJ]LEONETｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ フルリニューアルフェーズ２		7/31/16		NJI22		ＩＣＴ２２		13,500,000		13,500,000		13,500,000		7,818,125		5,681,875		42.09%		57.91%

		1		ＥＳ事 コト		U099004200		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸITS		1500543		PASITS T社17CY DA HMI(2016)		1		PASITS T社17CY DA HMI(2016) 2Q		9/20/16		NJK22		ＥＳ２２		30,928,000		30,928,000		30,928,000		25,149,496		5,778,504		18.68%		81.32%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500465		Canon 複合機セキュリティソフト開発[2015]		0		Canon セキュリティソフト開発(2015.11)		9/20/16		NJK22		ＥＳ２２		16,690,000		16,690,000		16,690,000		10,701,311		5,988,689		35.88%		64.12%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1400318		森永乳業　統合受払システム構築		4		森永乳業　統合受払システム構築（CT-ST)		9/29/16		NJI21		ＩＣＴ２１		64,806,000		64,806,000		64,806,000		58,434,179		6,371,821		9.83%		90.17%

		1		ＥＳ事 コト		U114003800		ﾄﾖﾀ自動車		1600059		先進安全MILS[2016]		0		先進安全MILS[2016.04-06]		7/7/16		NJK12		ＥＳ１２		29,100,000		29,100,000		29,100,000		22,396,763		6,703,237		23.04%		76.96%

		5		その他 タ		U113004600		日立ｼｽﾃﾑｽﾞﾊﾟﾜｰ		1600137		法人団体請求書類の審査業務および付随業務委託		5		法人団体請求書類の審査業務および付随業務委託		9/30/16		NJGPG		ＤＳ（原）		23,089,440		23,089,440		23,089,440		16,035,965		7,053,475		30.55%		69.45%

		5		その他 タ		U113004600		日立ｼｽﾃﾑｽﾞﾊﾟﾜｰ		1600137		法人団体請求書類の審査業務および付随業務委託		1		法人団体請求書類の審査業務および付随業務委託		5/31/16		NJGPG		ＤＳ（原）		22,848,280		22,848,280		22,848,280		15,668,783		7,179,497		31.42%		68.58%

		5		その他 タ		U113004600		日立ｼｽﾃﾑｽﾞﾊﾟﾜｰ		1600137		法人団体請求書類の審査業務および付随業務委託		0		法人団体請求書類の審査業務および付随業務委託		4/28/16		NJGPG		ＤＳ（原）		23,747,700		23,747,700		23,747,700		16,106,807		7,640,893		32.18%		67.82%

		5		その他 タ		U113004600		日立ｼｽﾃﾑｽﾞﾊﾟﾜｰ		1600137		法人団体請求書類の審査業務および付随業務委託		2		法人団体請求書類の審査業務および付随業務委託		6/30/16		NJGPG		ＤＳ（原）		26,040,220		26,040,220		26,040,220		18,360,449		7,679,771		29.49%		70.51%

		5		その他 タ		U113004600		日立ｼｽﾃﾑｽﾞﾊﾟﾜｰ		1600137		法人団体請求書類の審査業務および付随業務委託		4		法人団体請求書類の審査業務および付随業務委託		8/31/16		NJGPG		ＤＳ（原）		25,015,260		25,015,260		25,015,260		17,333,980		7,681,280		30.71%		69.29%

		5		その他 タ		U113004600		日立ｼｽﾃﾑｽﾞﾊﾟﾜｰ		1600137		法人団体請求書類の審査業務および付随業務委託		3		法人団体請求書類の審査業務および付随業務委託		7/29/16		NJGPG		ＤＳ（原）		24,282,880		24,282,880		24,282,880		16,584,626		7,698,254		31.70%		68.30%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500458		課題解決システム構築		0		課題解決システム構築(フェーズ1)外部設計		5/31/16		NJI21		ＩＣＴ２１		51,149,000		51,149,000		51,149,000		43,415,733		7,733,267		15.12%		84.88%

		3		ＦＳ事 コト		U095010900		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰS		1600027		FIPS　日本郵便）新業務支援システム		0		FIPS　日本郵便）新業務支援システム		6/30/16		SBCS2		千葉S2		23,940,000		23,940,000		23,940,000		16,077,729		7,862,271		32.84%		67.16%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600141		H28 ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部支援作業		0		H28 ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部支援作業		6/30/16		NJNA2		ＮＡ２		30,390,000		30,390,000		30,390,000		22,516,444		7,873,556		25.91%		74.09%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600341		H28 他系システム移行構築		0		H28 他系システム移行構築		9/30/16		NJNA1		ＮＡ１		43,747,000		43,747,000		43,747,000		35,693,927		8,053,073		18.41%		81.59%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600141		H28 ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部支援作業		1		H28 ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部支援作業		9/30/16		NJNA2		ＮＡ２		35,130,000		35,130,000		35,130,000		25,849,683		9,280,317		26.42%		73.58%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600188		H28 AIオペレーション		1		H28 AIオペレーション		9/30/16		NJNA1		ＮＡ１		29,640,000		29,640,000		29,640,000		20,321,726		9,318,274		31.44%		68.56%

		3		ＦＳ事 コト		U095034300		全労済		1600260		全労済　次世代システム				1		「設計前詳細確認工程」業務支援（設計前詳細２）		6/30/16		NJF11		ＦＳ１１		25,836,700		25,836,700		25,836,700		16,321,126		9,515,574		36.83%		63.17%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600188		H28 AIオペレーション		0		H28 AIオペレーション		6/30/16		NJNA1		ＮＡ１		29,640,000		29,640,000		29,640,000		20,027,332		9,612,668		32.43%		67.57%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600140		H28 電算機、N/W運用		3		H28 電算機、N/W運用		7/31/16		NJNA2		ＮＡ２		45,294,500		45,294,500		45,294,500		33,611,367		11,683,133		25.79%		74.21%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1600318		ＺＳ　ｼｽﾃﾑ21（基幹系）保守業務		0		ｼｽﾃﾑ21（基幹系）保守業務(6月)		6/30/16		NJF11		ＦＳ１１		29,997,500		29,997,500		29,997,500		18,225,374		11,772,126		39.24%		60.76%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600140		H28 電算機、N/W運用		5		H28 電算機、N/W運用		9/30/16		NJNA2		ＮＡ２		45,294,500		45,294,500		45,294,500		33,392,491		11,902,009		26.28%		73.72%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1600318		ＺＳ　ｼｽﾃﾑ21（基幹系）保守業務		2		ｼｽﾃﾑ21（基幹系）保守業務(8月)		8/31/16		NJF11		ＦＳ１１		29,997,500		29,997,500		29,997,500		17,794,884		12,202,616		40.68%		59.32%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600140		H28 電算機、N/W運用		4		H28 電算機、N/W運用		8/31/16		NJNA2		ＮＡ２		45,294,500		45,294,500		45,294,500		33,016,425		12,278,075		27.11%		72.89%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600140		H28 電算機、N/W運用		2		H28 電算機、N/W運用		6/30/16		NJNA2		ＮＡ２		46,099,500		46,099,500		46,099,500		32,942,680		13,156,820		28.54%		71.46%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1600318		ＺＳ　ｼｽﾃﾑ21（基幹系）保守業務		1		ｼｽﾃﾑ21（基幹系）保守業務(7月)		7/31/16		NJF11		ＦＳ１１		29,997,500		29,997,500		29,997,500		16,505,779		13,491,721		44.98%		55.02%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1500306		ＺＳ　ｼｽﾃﾑ21（基幹系）保守業務		11		ｼｽﾃﾑ21（基幹系）保守業務(05月)		5/31/16		NJF11		ＦＳ１１		29,997,500		29,997,500		29,997,500		16,487,808		13,509,692		45.04%		54.96%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1600318		ＺＳ　ｼｽﾃﾑ21（基幹系）保守業務		3		ｼｽﾃﾑ21（基幹系）保守業務(9月)		9/30/16		NJF11		ＦＳ１１		29,997,500		29,997,500		29,997,500		15,768,484		14,229,016		47.43%		52.57%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600140		H28 電算機、N/W運用		0		H28 電算機、N/W運用		4/30/16		NJNA2		ＮＡ２		46,099,500		46,099,500		46,099,500		31,767,375		14,332,125		31.09%		68.91%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1500306		ＺＳ　ｼｽﾃﾑ21（基幹系）保守業務		10		ｼｽﾃﾑ21（基幹系）保守業務(04月)		4/30/16		NJF11		ＦＳ１１		29,997,500		29,997,500		29,997,500		15,543,262		14,454,238		48.18%		51.82%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1600140		H28 電算機、N/W運用		1		H28 電算機、N/W運用		5/31/16		NJNA2		ＮＡ２		46,099,500		46,099,500		46,099,500		30,459,527		15,639,973		33.93%		66.07%

		3		ＦＳ事 コト		U095034300		全労済		1600260		全労済　次世代システム				0		「設計前詳細確認工程」業務支援（設計前詳細１）		5/31/16		NJF11		ＦＳ１１		45,977,400		45,977,400		45,977,400		20,665,638		25,311,762		55.05%		44.95%

		3		ＦＳ事 コト		U095034300		全労済		1600260		全労済　次世代システム				2		次世代システム開発（外部設計）１		9/30/16		NJF11		ＦＳ１１		77,625,800		77,625,800		77,625,800		36,144,618		41,481,182		53.44%		46.56%

																								7,778,236,546		7,778,236,546		7,778,236,546		6,160,053,082		1,618,183,462		20.80%		79.20%
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		2		ＩＣＴ事 コト		U114003000		ｵﾑﾛﾝﾍﾙｽｹｱ		1500177		[OHQ]OGSCシステム開発		0		OHQ（OGSCシステム開発）		7/31/15		NJT11		Ｔ１１		23,880,000		23,880,000		23,880,000		130,773,897		(106,893,897)		-447.63%		547.63%

		2		ＩＣＴ事 コト		U097001401		富士通(川崎)		1500255		[MTC]高密度BDE FLIｶｰﾄﾞCPRIﾌｧｰﾑ設計		3		[MTC]高密度BDE FLIｶｰﾄﾞCPRIﾌｧｰﾑ設計(7月)		7/31/15		NJT12		Ｔ１２		1,600,000		1,600,000		1,600,000		2,979,487		(1,379,487)		-86.22%		186.22%

		2		ＩＣＴ事 コト		U112000900		ｱｲ･ｴﾑ･ｼﾞｪｲ		1500271		IMJ LEONET運用		1		IMJ LEONET運用 5月		5/31/15		NJT13		Ｔ１３		300,000		300,000		300,000		554,570		(254,570)		-84.86%		184.86%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095028800		富国生命保険		1400552		富国生命　診断書査定支援（2015年保守サポート）		4		富国生命　診断書査定支援（2015年保守サポート）5月		5/31/15		NJJ31		Ｊ３１		200,000		200,000		200,000		357,500		(157,500)		-78.75%		178.75%

		5		その他 タ		U095014700		全労済ﾘﾌﾞｽ		1500031		②【OS】リブス慶弔入力業務		0		②【OS】全労済リブス/慶弔見舞金		4/30/15		EBCS		ＣＳ課		411,630		411,630		411,630		732,381		(320,751)		-77.92%		177.92%

		5		その他 タ		U095014700		全労済ﾘﾌﾞｽ		1500031		②【OS】リブス慶弔入力業務		1		②【OS】全労済リブス/慶弔見舞金（増員2名）		4/30/15		EBCS		ＣＳ課		411,750		411,750		411,750		733,048		(321,298)		-78.03%		178.03%

		5		その他 タ		U095014700		全労済ﾘﾌﾞｽ		1500031		②【OS】リブス慶弔入力業務		2		②【OS】全労済リブス/慶弔見舞金		5/31/15		EBCS		ＣＳ課		344,425		344,425		344,425		612,209		(267,784)		-77.75%		177.75%

		5		その他 タ		U095014700		全労済ﾘﾌﾞｽ		1500031		②【OS】リブス慶弔入力業務		3		②【OS】全労済リブス/慶弔見舞金（増員2名）		5/31/15		EBCS		ＣＳ課		373,500		373,500		373,500		664,951		(291,451)		-78.03%		178.03%

		5		その他 タ		U095014700		全労済ﾘﾌﾞｽ		1500031		②【OS】リブス慶弔入力業務		4		②【OS】全労済リブス/慶弔見舞金		6/30/15		EBCS		ＣＳ課		489,870		489,870		489,870		871,914		(382,044)		-77.99%		177.99%

		5		その他 タ		U095014700		全労済ﾘﾌﾞｽ		1500031		②【OS】リブス慶弔入力業務		5		②【OS】全労済リブス/慶弔見舞金（増員2名）		6/30/15		EBCS		ＣＳ課		212,250		212,250		212,250		377,874		(165,624)		-78.03%		178.03%

		5		その他 タ		U095014700		全労済ﾘﾌﾞｽ		1500031		②【OS】リブス慶弔入力業務		6		②【OS】全労済/共済金慶弔見舞金		7/31/15		EBCS		ＣＳ課		448,620		448,620		448,620		798,475		(349,855)		-77.98%		177.98%

		5		その他 タ		U095014700		全労済ﾘﾌﾞｽ		1500031		②【OS】リブス慶弔入力業務		7		②【OS】全労済/共済金慶弔見舞金		8/31/15		EBCS		ＣＳ課		414,375		414,375		414,375		737,722		(323,347)		-78.03%		178.03%

		5		その他 タ		U095014700		全労済ﾘﾌﾞｽ		1500031		②【OS】リブス慶弔入力業務		8		②【OS】全労済/共済金慶弔見舞金		9/30/15		EBCS		ＣＳ課		388,500		388,500		388,500		691,656		(303,156)		-78.03%		178.03%

		5		その他 タ		U102003200		ｴﾌｴﾑ情報ｼｽﾃﾑ		1500064		②【OS】メリーデータ入力業務		1		②【OS】FM/住民税通知書データ入力		5/31/15		EBCS		ＣＳ課		292,500		292,500		292,500		520,745		(228,245)		-78.03%		178.03%

		5		その他 タ		U102003200		ｴﾌｴﾑ情報ｼｽﾃﾑ		1500064		②【OS】メリーデータ入力業務		2		②【OS】FM/住民税通知書データ入力		6/30/15		EBCS		ＣＳ課		45,000		45,000		45,000		80,115		(35,115)		-78.03%		178.03%

		5		その他 タ		U095032700		ｱﾝｼﾝ財団		1500044		②【OS】あんしん ﾃﾞｰﾀ入力		5		②【OS】あんしん/入力業務(9月)		9/20/15		EBCS		ＣＳ課		683,428		683,428		683,428		1,191,037		(507,609)		-74.27%		174.27%

		5		その他 タ		U095032700		ｱﾝｼﾝ財団		1500044		②【OS】あんしん ﾃﾞｰﾀ入力		4		②【OS】あんしん/入力業務(8月)		8/20/15		EBCS		ＣＳ課		625,042		625,042		625,042		1,080,211		(455,169)		-72.82%		172.82%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1400355		[NMSE]LTE無線基地局Verup開発 負荷試験		8		[NMSE]LTE無線基地局 高密度開発(2015年4月)		4/20/15		NJT12		Ｔ１２		159,120		159,120		159,120		267,647		(108,527)		-68.20%		168.20%

		5		その他 タ		U104001100		PUC		1500111		②【SS】PUC/さいたま臨時要員の派遣		0		②【SS】PUC/さいたま臨時要員の派遣		4/30/15		EBCS		ＣＳ課		347,100		347,100		347,100		578,828		(231,728)		-66.76%		166.76%

		5		その他 タ		U104001100		PUC		1500124		②【OS】PUC/(2015-0672)オペレーター		0		②【OS】PUC/(2015-0672)オペレーター		7/31/15		EBCS		ＣＳ課		291,260		291,260		291,260		482,690		(191,430)		-65.72%		165.72%

		5		その他 タ		U104001100		PUC		1500124		②【OS】PUC/(2015-0672)オペレーター		1		②【OS】PUC/(2015-0672)オペレーター		8/31/15		EBCS		ＣＳ課		274,300		274,300		274,300		454,650		(180,350)		-65.75%		165.75%

		5		その他 タ		U104001100		PUC		1500124		②【OS】PUC/(2015-0672)オペレーター		2		②【OS】PUC/(2015-0672)オペレーター		9/30/15		EBCS		ＣＳ課		244,456		244,456		244,456		406,581		(162,125)		-66.32%		166.32%

		5		その他 タ		U104001100		PUC		1500125		②【OS】PUC/調査業務係わる内容検査及びオペレータ		0		②【OS】PUC/（2015-0702）電話オペレータ		7/31/15		EBCS		ＣＳ課		155,456		155,456		155,456		258,369		(102,913)		-66.20%		166.20%

		5		その他 タ		U104001100		PUC		1500125		②【OS】PUC/調査業務係わる内容検査及びオペレータ		1		②【OS】PUC/（2015-0784）輸送統計調査の内容検査		7/31/15		EBCS		ＣＳ課		155,600		155,600		155,600		259,037		(103,437)		-66.48%		166.48%

		5		その他 タ		U104001100		PUC		1500125		②【OS】PUC/調査業務係わる内容検査及びオペレータ		2		②【OS】PUC/（2015-0858）燃料消費量調査の内容検査		7/31/15		EBCS		ＣＳ課		155,600		155,600		155,600		259,037		(103,437)		-66.48%		166.48%

		5		その他 タ		U104001100		PUC		1500125		②【OS】PUC/調査業務係わる内容検査及びオペレータ		3		②【OS】PUC/（2015-0702）電話オペレータ		8/31/15		EBCS		ＣＳ課		246,360		246,360		246,360		409,920		(163,560)		-66.39%		166.39%

		5		その他 タ		U104001100		PUC		1500125		②【OS】PUC/調査業務係わる内容検査及びオペレータ		4		②【OS】PUC/（2015-0784）輸送統計調査の内容検査		8/31/15		EBCS		ＣＳ課		272,300		272,300		272,300		453,315		(181,015)		-66.48%		166.48%

		5		その他 タ		U104001100		PUC		1500125		②【OS】PUC/調査業務係わる内容検査及びオペレータ		5		②【OS】PUC/（2015-0858）燃料消費量調査の内容検査		8/31/15		EBCS		ＣＳ課		232,968		232,968		232,968		387,888		(154,920)		-66.50%		166.50%

		5		その他 タ		U104001100		PUC		1500125		②【OS】PUC/調査業務係わる内容検査及びオペレータ		6		②【OS】PUC/（2015-0702）電話オペレータ		9/30/15		EBCS		ＣＳ課		234,760		234,760		234,760		390,559		(155,799)		-66.37%		166.37%

		5		その他 タ		U104001100		PUC		1500125		②【OS】PUC/調査業務係わる内容検査及びオペレータ		7		②【OS】PUC/（2015-0784）輸送統計調査の内容検査		9/30/15		EBCS		ＣＳ課		240,920		240,920		240,920		400,573		(159,653)		-66.27%		166.27%

		5		その他 タ		U095032700		ｱﾝｼﾝ財団		1500044		②【OS】あんしん ﾃﾞｰﾀ入力		2		②【OS】あんしん/入力業務(6月)		6/20/15		EBCS		ＣＳ課		670,909		670,909		670,909		1,081,547		(410,638)		-61.21%		161.21%

		5		その他 タ		U104001100		PUC		1500116		②【SS】PUC/さいたまﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ(末次)		0		②【SS】PUC/さいたまﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ(末次)		5/31/15		EBCS		ＣＳ課		211,968		211,968		211,968		330,473		(118,505)		-55.91%		155.91%

		5		その他 タ		U104001100		PUC		1500116		②【SS】PUC/さいたまﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ(末次)		1		②【SS】PUC/さいたまﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ(末次)		6/30/15		EBCS		ＣＳ課		313,543		313,543		313,543		488,031		(174,488)		-55.65%		155.65%

		5		その他 タ		U095032700		ｱﾝｼﾝ財団		1500044		②【OS】あんしん ﾃﾞｰﾀ入力		3		②【OS】あんしん/入力業務(7月)		7/20/15		EBCS		ＣＳ課		720,000		720,000		720,000		1,061,518		(341,518)		-47.43%		147.43%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1400609		【SJNKS･ﾏﾘﾝ 】日常業務（２０１５年度）		5		【SJNKS･マリン】日常業務（2015年9月）		9/30/15		NJJ21		Ｊ２１		1,146,750		1,146,750		1,146,750		1,672,198		(525,448)		-45.82%		145.82%

		5		その他 タ		U105003900		ｴﾇﾋﾞｰｱｲ		1500059		②【OS】ＮＢＩﾃﾞｰﾀ入力 		0		②【OS】NBI/入力業務		4/30/15		EBCS		ＣＳ課		528,411		528,411		528,411		771,770		(243,359)		-46.05%		146.05%

		5		その他 タ		U105003900		ｴﾇﾋﾞｰｱｲ		1500059		②【OS】ＮＢＩﾃﾞｰﾀ入力 		1		②【OS】NBI/入力業務		5/31/15		EBCS		ＣＳ課		479,459		479,459		479,459		699,667		(220,208)		-45.93%		145.93%

		5		その他 タ		U105003900		ｴﾇﾋﾞｰｱｲ		1500059		②【OS】ＮＢＩﾃﾞｰﾀ入力 		2		②【OS】NBI/入力業務		6/30/15		EBCS		ＣＳ課		575,534		575,534		575,534		839,868		(264,334)		-45.93%		145.93%

		5		その他 タ		U105003900		ｴﾇﾋﾞｰｱｲ		1500059		②【OS】ＮＢＩﾃﾞｰﾀ入力 		3		②【OS】NBI/入力業務		7/31/15		EBCS		ＣＳ課		553,575		553,575		553,575		807,822		(254,247)		-45.93%		145.93%

		5		その他 タ		U105003900		ｴﾇﾋﾞｰｱｲ		1500059		②【OS】ＮＢＩﾃﾞｰﾀ入力 		4		②【OS】NBI/入力業務		8/31/15		EBCS		ＣＳ課		477,629		477,629		477,629		696,997		(219,368)		-45.93%		145.93%

		5		その他 タ		U105003900		ｴﾇﾋﾞｰｱｲ		1500059		②【OS】ＮＢＩﾃﾞｰﾀ入力 		5		②【OS】NBI/入力業務		9/30/15		EBCS		ＣＳ課		466,192		466,192		466,192		679,639		(213,447)		-45.79%		145.79%

		5		その他 タ		U095018500		ｽﾊﾞﾙｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ		1500083		②【SS】SSS/ﾃﾞｰﾀ入力（小林)		3		②【SS】SSS/ﾃﾞｰﾀ入力（小林)		7/31/15		EBCS		ＣＳ課		325,000		325,000		325,000		470,005		(145,005)		-44.62%		144.62%

		2		ＩＣＴ事 コト		U112000900		ｱｲ･ｴﾑ･ｼﾞｪｲ		1500291		IMJ LEONET開発		0		[IMJ]LEONETｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ TOP UIﾘﾆｭｰｱﾙ対応開発②		6/30/15		NJT13		Ｔ１３		1,215,000		1,215,000		1,215,000		1,752,814		(537,814)		-44.26%		144.26%

		5		その他 タ		U095018500		ｽﾊﾞﾙｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ		1500083		②【SS】SSS/ﾃﾞｰﾀ入力（小林)		5		②【SS】SSS/ﾃﾞｰﾀ入力（小林)		9/30/15		EBCS		ＣＳ課		325,000		325,000		325,000		453,983		(128,983)		-39.69%		139.69%

		5		その他 タ		U095032700		ｱﾝｼﾝ財団		1500044		②【OS】あんしん ﾃﾞｰﾀ入力		1		②【OS】あんしん/入力業務(5月)		5/20/15		EBCS		ＣＳ課		718,666		718,666		718,666		1,000,097		(281,431)		-39.16%		139.16%

		5		その他 タ		U104001100		PUC		1500116		②【SS】PUC/さいたまﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ(末次)		2		②【SS】PUC/さいたまﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ(末次)		7/31/15		EBCS		ＣＳ課		344,612		344,612		344,612		480,687		(136,075)		-39.49%		139.49%

		5		その他 タ		U104001100		PUC		1500116		②【SS】PUC/さいたまﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ(末次)		3		②【SS】PUC/さいたまﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ(末次)		8/31/15		EBCS		ＣＳ課		300,675		300,675		300,675		419,266		(118,591)		-39.44%		139.44%

		5		その他 タ		U104001100		PUC		1500116		②【SS】PUC/さいたまﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ(末次)		4		②【SS】PUC/さいたまﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ(末次)		9/30/15		EBCS		ＣＳ課		284,287		284,287		284,287		396,567		(112,280)		-39.50%		139.50%

		5		その他 タ		U095018500		ｽﾊﾞﾙｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ		1500083		②【SS】SSS/ﾃﾞｰﾀ入力（小林)		2		②【SS】SSS/ﾃﾞｰﾀ入力（小林)		6/30/15		EBCS		ＣＳ課		325,000		325,000		325,000		448,642		(123,642)		-38.04%		138.04%

		3		ＦＳ事 コト		U097000800		URｼｽﾃﾑｽﾞ		1500221		システム開発業務支援		2		システム開発業務支援（６月）		6/30/15		NJJ11		Ｊ１１		1,067,120		1,067,120		1,067,120		1,451,127		(384,007)		-35.99%		135.99%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1500050		②【OS】富国生命(支払案内G） 		0		②【OS】富国/支払案内		4/30/15		EBCS		ＣＳ課		260,250		260,250		260,250		351,169		(90,919)		-34.94%		134.94%

		3		ＦＳ事 コト		U097000800		URｼｽﾃﾑｽﾞ		1500221		システム開発業務支援		0		システム開発業務支援（４月）		4/30/15		NJJ11		Ｊ１１		1,238,000		1,238,000		1,238,000		1,660,089		(422,089)		-34.09%		134.09%

		5		その他 タ		U095018500		ｽﾊﾞﾙｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ		1500082		②【SS】SSS/ﾃﾞｰﾀ入力（渋木)		2		②【SS】SSS/ﾃﾞｰﾀ入力（渋木)		6/30/15		EBCS		ＣＳ課		350,000		350,000		350,000		470,005		(120,005)		-34.29%		134.29%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1500050		②【OS】富国生命(支払案内G） 		1		②【OS】富国/支払案内		5/31/15		EBCS		ＣＳ課		265,000		265,000		265,000		353,839		(88,839)		-33.52%		133.52%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1500050		②【OS】富国生命(支払案内G） 		3		②【OS】富国/支払案内		7/31/15		EBCS		ＣＳ課		320,000		320,000		320,000		427,278		(107,278)		-33.52%		133.52%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1500050		②【OS】富国生命(支払案内G） 		4		②【OS】富国/支払案内		8/31/15		EBCS		ＣＳ課		307,000		307,000		307,000		409,920		(102,920)		-33.52%		133.52%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1500050		②【OS】富国生命(支払案内G） 		5		②【OS】富国/支払案内		9/30/15		EBCS		ＣＳ課		250,000		250,000		250,000		333,811		(83,811)		-33.52%		133.52%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1500051		②【OS】富国生命(職団収納Ｇ)		0		②【OS】富国/職団収納		4/30/15		EBCS		ＣＳ課		300,000		300,000		300,000		400,573		(100,573)		-33.52%		133.52%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1500051		②【OS】富国生命(職団収納Ｇ)		1		②【OS】富国/職団収納		5/31/15		EBCS		ＣＳ課		213,000		213,000		213,000		284,407		(71,407)		-33.52%		133.52%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1500051		②【OS】富国生命(職団収納Ｇ)		2		②【OS】富国/職団収納		6/30/15		EBCS		ＣＳ課		254,000		254,000		254,000		339,152		(85,152)		-33.52%		133.52%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1500053		②【OS】富国生命(共済年金)		0		②【OS】富国/共済年金Ｇ		4/30/15		EBCS		ＣＳ課		284,000		284,000		284,000		379,209		(95,209)		-33.52%		133.52%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1500053		②【OS】富国生命(共済年金)		1		②【OS】富国/共済年金Ｇ		5/31/15		EBCS		ＣＳ課		212,000		212,000		212,000		283,739		(71,739)		-33.84%		133.84%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1500053		②【OS】富国生命(共済年金)		2		②【OS】富国/共済年金Ｇ		6/30/15		EBCS		ＣＳ課		294,000		294,000		294,000		392,561		(98,561)		-33.52%		133.52%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1500053		②【OS】富国生命(共済年金)		3		②【OS】富国/共済年金Ｇ		7/31/15		EBCS		ＣＳ課		275,000		275,000		275,000		367,192		(92,192)		-33.52%		133.52%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1500053		②【OS】富国生命(共済年金)		4		②【OS】富国/共済年金Ｇ		8/31/15		EBCS		ＣＳ課		203,000		203,000		203,000		271,054		(68,054)		-33.52%		133.52%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1500053		②【OS】富国生命(共済年金)		5		②【OS】富国/共済年金Ｇ		9/30/15		EBCS		ＣＳ課		253,000		253,000		253,000		337,816		(84,816)		-33.52%		133.52%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1500054		②【OS】富国生命(収納管理G)		0		②【OS】富国/収納管理		4/30/15		EBCS		ＣＳ課		293,000		293,000		293,000		391,226		(98,226)		-33.52%		133.52%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1500054		②【OS】富国生命(収納管理G)		1		②【OS】富国/収納管理		5/31/15		EBCS		ＣＳ課		255,000		255,000		255,000		341,155		(86,155)		-33.79%		133.79%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1500054		②【OS】富国生命(収納管理G)		2		②【OS】富国/収納管理		6/30/15		EBCS		ＣＳ課		282,000		282,000		282,000		376,538		(94,538)		-33.52%		133.52%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1500054		②【OS】富国生命(収納管理G)		3		②【OS】富国/収納管理		7/31/15		EBCS		ＣＳ課		300,000		300,000		300,000		400,573		(100,573)		-33.52%		133.52%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1500054		②【OS】富国生命(収納管理G)		4		②【OS】富国/収納管理		8/31/15		EBCS		ＣＳ課		249,000		249,000		249,000		332,475		(83,475)		-33.52%		133.52%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1500054		②【OS】富国生命(収納管理G)		5		②【OS】富国/収納管理		9/30/15		EBCS		ＣＳ課		281,000		281,000		281,000		375,203		(94,203)		-33.52%		133.52%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1500057		②【OS】富国生命(団体定期G）		0		②【OS】富国生命(団体定期G）		4/30/15		EBCS		ＣＳ課		290,000		290,000		290,000		387,220		(97,220)		-33.52%		133.52%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1500057		②【OS】富国生命(団体定期G）		1		②【OS】富国生命(団体定期G）		5/31/15		EBCS		ＣＳ課		244,000		244,000		244,000		325,799		(81,799)		-33.52%		133.52%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1500057		②【OS】富国生命(団体定期G）		2		②【OS】富国生命(団体定期G）		6/30/15		EBCS		ＣＳ課		281,000		281,000		281,000		375,203		(94,203)		-33.52%		133.52%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1500057		②【OS】富国生命(団体定期G）		3		②【OS】富国生命(団体定期G）		7/31/15		EBCS		ＣＳ課		233,000		233,000		233,000		311,112		(78,112)		-33.52%		133.52%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1500057		②【OS】富国生命(団体定期G）		4		②【OS】富国生命(団体定期G）		8/31/15		EBCS		ＣＳ課		263,000		263,000		263,000		351,169		(88,169)		-33.52%		133.52%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1500057		②【OS】富国生命(団体定期G）		5		②【OS】富国生命(団体定期G）		9/30/15		EBCS		ＣＳ課		258,000		258,000		258,000		344,493		(86,493)		-33.52%		133.52%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1500058		②【OS】富国生命(お客さまセンター）		0		②【OS】富国生命(お客さまセンター）		4/30/15		EBCS		ＣＳ課		56,000		56,000		56,000		74,774		(18,774)		-33.53%		133.52%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1500058		②【OS】富国生命(お客さまセンター）		1		②【OS】富国生命(お客さまセンター）		6/30/15		EBCS		ＣＳ課		243,000		243,000		243,000		324,464		(81,464)		-33.52%		133.52%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1500058		②【OS】富国生命(お客さまセンター）		2		②【OS】富国生命(お客さまセンター）		7/31/15		EBCS		ＣＳ課		301,000		301,000		301,000		401,908		(100,908)		-33.52%		133.52%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1500058		②【OS】富国生命(お客さまセンター）		3		②【OS】富国生命(お客さまセンター）		8/31/15		EBCS		ＣＳ課		289,000		289,000		289,000		385,885		(96,885)		-33.52%		133.52%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1500058		②【OS】富国生命(お客さまセンター）		4		②【OS】富国生命(お客さまセンター）		9/30/15		EBCS		ＣＳ課		220,000		220,000		220,000		293,753		(73,753)		-33.52%		133.52%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1500123		②【OS】富国生命(短期/収納管理G)		0		②【OS】富国生命(短期/収納管理G)		8/31/15		EBCS		ＣＳ課		616,000		616,000		616,000		822,510		(206,510)		-33.52%		133.52%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1500123		②【OS】富国生命(短期/収納管理G)		1		②【OS】富国生命(短期/収納管理G)		9/30/15		EBCS		ＣＳ課		944,000		944,000		944,000		1,260,469		(316,469)		-33.52%		133.52%

		5		その他 タ		U095040000		城西病院		1500030		②【OS】城西病院データ入力		0		②【OS】城西/入力業務		4/30/15		EBCS		ＣＳ課		456,000		456,000		456,000		608,871		(152,871)		-33.52%		133.52%

		5		その他 タ		U095040000		城西病院		1500030		②【OS】城西病院データ入力		1		②【OS】城西/入力業務		5/31/15		EBCS		ＣＳ課		360,000		360,000		360,000		480,687		(120,687)		-33.52%		133.52%

		5		その他 タ		U095040000		城西病院		1500030		②【OS】城西病院データ入力		2		②【OS】城西/入力業務		6/30/15		EBCS		ＣＳ課		446,000		446,000		446,000		595,518		(149,518)		-33.52%		133.52%

		5		その他 タ		U095040000		城西病院		1500030		②【OS】城西病院データ入力		3		②【OS】城西/入力業務		7/24/15		EBCS		ＣＳ課		372,000		372,000		372,000		496,710		(124,710)		-33.52%		133.52%

		5		その他 タ		U095040000		城西病院		1500030		②【OS】城西病院データ入力		4		②【OS】城西/入力業務		8/31/15		EBCS		ＣＳ課		244,000		244,000		244,000		325,799		(81,799)		-33.52%		133.52%

		5		その他 タ		U095040000		城西病院		1500030		②【OS】城西病院データ入力		5		②【OS】城西/入力業務		9/30/15		EBCS		ＣＳ課		381,000		381,000		381,000		508,728		(127,728)		-33.52%		133.52%

		5		その他 タ		U097000800		URｼｽﾃﾑｽﾞ		1500028		②【OS】ＵＲコムデータ入力		3		②【OS】UR/データ入力業務		7/31/15		EBCS		ＣＳ課		968,020		968,020		968,020		1,292,515		(324,495)		-33.52%		133.52%

		5		その他 タ		U097000800		URｼｽﾃﾑｽﾞ		1500028		②【OS】ＵＲコムデータ入力		4		②【OS】UR/データ入力業務		8/31/15		EBCS		ＣＳ課		918,000		918,000		918,000		1,225,753		(307,753)		-33.52%		133.52%

		5		その他 タ		U101000300		ｴﾌｴﾑ		1500120		②【OS】エフエム/給与計算に係わる業務		0		②【OS】エフエム/給与計算に係わる業務		6/30/15		EBCS		ＣＳ課		65,000		65,000		65,000		86,791		(21,791)		-33.52%		133.52%

		5		その他 タ		U101000300		ｴﾌｴﾑ		1500120		②【OS】エフエム/給与計算に係わる業務		1		②【OS】エフエム/給与計算に係わる業務		7/31/15		EBCS		ＣＳ課		241,000		241,000		241,000		321,794		(80,794)		-33.52%		133.52%

		1		ＥＳ事 コト		U099004200		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸITS		1500298		PASITS T社17CY DA HMI(大連)		0		PASITS T社17CY DA HMI(大連) 5月		5/20/15		NJT22		Ｔ２２		980,000		980,000		980,000		1,300,656		(320,656)		-32.72%		132.72%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1500050		②【OS】富国生命(支払案内G） 		2		②【OS】富国/支払案内		6/30/15		EBCS		ＣＳ課		340,750		340,750		340,750		453,983		(113,233)		-33.23%		133.23%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1500051		②【OS】富国生命(職団収納Ｇ)		3		②【OS】富国/職団収納		7/31/15		EBCS		ＣＳ課		189,250		189,250		189,250		252,361		(63,111)		-33.35%		133.35%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1500052		②【OS】富国生命(契約管理部　支払ＳＧ） 		0		②【OS】富国/支払ｻｰﾋﾞｽ		4/30/15		EBCS		ＣＳ課		317,500		317,500		317,500		423,272		(105,772)		-33.31%		133.31%

		5		その他 タ		U097000800		URｼｽﾃﾑｽﾞ		1500028		②【OS】ＵＲコムデータ入力		1		②【OS】UR/データ入力業務		5/31/15		EBCS		ＣＳ課		789,410		789,410		789,410		1,051,504		(262,094)		-33.20%		133.20%

		5		その他 タ		U097000800		URｼｽﾃﾑｽﾞ		1500028		②【OS】ＵＲコムデータ入力		2		②【OS】UR/データ入力業務		6/30/15		EBCS		ＣＳ課		975,340		975,340		975,340		1,301,862		(326,522)		-33.48%		133.48%

		5		その他 タ		U097000800		URｼｽﾃﾑｽﾞ		1500028		②【OS】ＵＲコムデータ入力		5		②【OS】UR/データ入力業務		9/30/15		EBCS		ＣＳ課		829,340		829,340		829,340		1,106,916		(277,576)		-33.47%		133.47%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1400534		【SJNKS･ﾏﾘﾝ 】年度末対応（共通システム）		2		【SJNKS･ﾏﾘﾝ 】年度末対応（ランオフシステム）		4/30/15		NJJ21		Ｊ２１		858,000		858,000		858,000		1,135,616		(277,616)		-32.36%		132.36%

		5		その他 タ		U097000800		URｼｽﾃﾑｽﾞ		1500028		②【OS】ＵＲコムデータ入力		0		②【OS】UR/データ入力業務		4/30/15		EBCS		ＣＳ課		926,660		926,660		926,660		1,227,088		(300,428)		-32.42%		132.42%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1500052		②【OS】富国生命(契約管理部　支払ＳＧ） 		1		②【OS】富国/支払ｻｰﾋﾞｽ		5/31/15		EBCS		ＣＳ課		317,000		317,000		317,000		415,261		(98,261)		-31.00%		131.00%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1500052		②【OS】富国生命(契約管理部　支払ＳＧ） 		3		②【OS】富国/支払ｻｰﾋﾞｽ		7/31/15		EBCS		ＣＳ課		373,750		373,750		373,750		488,699		(114,949)		-30.76%		130.76%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1500052		②【OS】富国生命(契約管理部　支払ＳＧ） 		4		②【OS】富国/支払ｻｰﾋﾞｽ		8/31/15		EBCS		ＣＳ課		337,250		337,250		337,250		440,630		(103,380)		-30.65%		130.65%

		5		その他 タ		U095018500		ｽﾊﾞﾙｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ		1500082		②【SS】SSS/ﾃﾞｰﾀ入力（渋木)		5		②【SS】SSS/ﾃﾞｰﾀ入力（渋木)		9/30/15		EBCS		ＣＳ課		350,000		350,000		350,000		453,983		(103,983)		-29.71%		129.71%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1500052		②【OS】富国生命(契約管理部　支払ＳＧ） 		2		②【OS】富国/支払ｻｰﾋﾞｽ		6/30/15		EBCS		ＣＳ課		372,500		372,500		372,500		483,358		(110,858)		-29.76%		129.76%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1500052		②【OS】富国生命(契約管理部　支払ＳＧ） 		5		②【OS】富国/支払ｻｰﾋﾞｽ		9/30/15		EBCS		ＣＳ課		317,500		317,500		317,500		412,590		(95,090)		-29.95%		129.95%

		3		ＦＳ事 コト		U097000800		URｼｽﾃﾑｽﾞ		1500221		システム開発業務支援		3		システム開発業務支援（７月）		7/31/15		NJJ11		Ｊ１１		1,060,000		1,060,000		1,060,000		1,368,808		(308,808)		-29.13%		129.13%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500247		[NMSE]CB推アプリ試験		8		[NMSE]CB推アプリ試験 ﾃﾞｰﾀ保管BOX評価( 6月)		6/30/15		NJT11		Ｔ１１		1,221,500		1,221,500		1,221,500		1,546,521		(325,021)		-26.61%		126.61%

		5		その他 タ		U095015800		日本情報通信		1500029		②【OS】ＮＩＣ　ＯＡ業務		0		②【OS】NIC/ＯＡ業務		4/30/15		EBCS		ＣＳ課		644,348		644,348		644,348		817,169		(172,821)		-26.82%		126.82%

		5		その他 タ		U095015800		日本情報通信		1500029		②【OS】ＮＩＣ　ＯＡ業務		1		②【OS】NIC/ＯＡ業務		5/31/15		EBCS		ＣＳ課		553,911		553,911		553,911		703,673		(149,762)		-27.04%		127.04%

		5		その他 タ		U095015800		日本情報通信		1500029		②【OS】ＮＩＣ　ＯＡ業務		2		②【OS】NIC/ＯＡ業務		6/30/15		EBCS		ＣＳ課		672,000		672,000		672,000		854,555		(182,555)		-27.17%		127.17%

		5		その他 タ		U095015800		日本情報通信		1500029		②【OS】ＮＩＣ　ＯＡ業務		3		②【OS】NIC/ＯＡ業務		7/31/15		EBCS		ＣＳ課		669,485		669,485		669,485		851,217		(181,732)		-27.15%		127.15%

		5		その他 タ		U095015800		日本情報通信		1500029		②【OS】ＮＩＣ　ＯＡ業務		4		②【OS】NIC/ＯＡ業務		8/31/15		EBCS		ＣＳ課		555,334		555,334		555,334		705,676		(150,342)		-27.07%		127.07%

		5		その他 タ		U095015800		日本情報通信		1500029		②【OS】ＮＩＣ　ＯＡ業務		5		②【OS】NIC/ＯＡ業務		9/30/15		EBCS		ＣＳ課		556,085		556,085		556,085		707,011		(150,926)		-27.14%		127.14%

		5		その他 タ		U104001100		PUC		1500081		②【SS】PUC/さいたまﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ(宮城)		3		②【SS】PUC/さいたまﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ(宮城)		7/31/15		EBCS		ＣＳ課		259,875		259,875		259,875		329,137		(69,262)		-26.65%		126.65%

		5		その他 タ		U114004300		ｼﾐｯｸPMS		1500063		②【OS】ｼﾐｯｸPMS ﾃﾞｰﾀ入力作業		0		②【OS】ｼﾐｯｸPMS ﾃﾞｰﾀ入力作業		4/30/15		EBCS		ＣＳ課		337,312		337,312		337,312		428,613		(91,301)		-27.07%		127.07%

		5		その他 タ		U114004300		ｼﾐｯｸPMS		1500063		②【OS】ｼﾐｯｸPMS ﾃﾞｰﾀ入力作業		1		②【OS】ｼﾐｯｸPMS ﾃﾞｰﾀ入力作業		5/31/15		EBCS		ＣＳ課		285,862		285,862		285,862		363,186		(77,324)		-27.05%		127.05%

		5		その他 タ		U114004300		ｼﾐｯｸPMS		1500063		②【OS】ｼﾐｯｸPMS ﾃﾞｰﾀ入力作業		3		②【OS】ｼﾐｯｸPMS ﾃﾞｰﾀ入力作業		7/31/15		EBCS		ＣＳ課		717,805		717,805		717,805		908,633		(190,828)		-26.58%		126.58%

		5		その他 タ		U114004300		ｼﾐｯｸPMS		1500063		②【OS】ｼﾐｯｸPMS ﾃﾞｰﾀ入力作業		4		②【OS】ｼﾐｯｸPMS ﾃﾞｰﾀ入力作業		8/31/15		EBCS		ＣＳ課		668,193		668,193		668,193		849,214		(181,021)		-27.09%		127.09%

		5		その他 タ		U114004300		ｼﾐｯｸPMS		1500063		②【OS】ｼﾐｯｸPMS ﾃﾞｰﾀ入力作業		5		②【OS】ｼﾐｯｸPMS ﾃﾞｰﾀ入力作業		9/30/15		EBCS		ＣＳ課		605,062		605,062		605,062		767,765		(162,703)		-26.89%		126.89%

		3		ＦＳ事 コト		U097000800		URｼｽﾃﾑｽﾞ		1500221		システム開発業務支援		1		システム開発業務支援（５月）		5/31/15		NJJ11		Ｊ１１		1,102,720		1,102,720		1,102,720		1,390,971		(288,251)		-26.14%		126.14%

		5		その他 タ		U104001100		PUC		1500081		②【SS】PUC/さいたまﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ(宮城)		0		②【SS】PUC/さいたまﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ(宮城)		4/30/15		EBCS		ＣＳ課		332,325		332,325		332,325		419,266		(86,941)		-26.16%		126.16%

		5		その他 タ		U104001100		PUC		1500081		②【SS】PUC/さいたまﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ(宮城)		1		②【SS】PUC/さいたまﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ(宮城)		5/31/15		EBCS		ＣＳ課		209,475		209,475		209,475		264,378		(54,903)		-26.21%		126.21%

		5		その他 タ		U104001100		PUC		1500081		②【SS】PUC/さいたまﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ(宮城)		2		②【SS】PUC/さいたまﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ(宮城)		6/30/15		EBCS		ＣＳ課		227,981		227,981		227,981		287,745		(59,764)		-26.21%		126.21%

		5		その他 タ		U104001100		PUC		1500081		②【SS】PUC/さいたまﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ(宮城)		5		②【SS】PUC/さいたまﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ(宮城)		9/30/15		EBCS		ＣＳ課		87,281		87,281		87,281		110,158		(22,877)		-26.21%		126.21%

		5		その他 タ		U114004300		ｼﾐｯｸPMS		1500063		②【OS】ｼﾐｯｸPMS ﾃﾞｰﾀ入力作業		2		②【OS】ｼﾐｯｸPMS ﾃﾞｰﾀ入力作業		6/30/15		EBCS		ＣＳ課		435,566		435,566		435,566		549,452		(113,886)		-26.15%		126.15%

		2		ＩＣＴ事 コト		U112000900		ｱｲ･ｴﾑ･ｼﾞｪｲ		1500271		IMJ LEONET運用		0		IMJ LEONET運用 4月		4/30/15		NJT13		Ｔ１３		300,000		300,000		300,000		374,181		(74,181)		-24.73%		124.73%

		5		その他 タ		U095018500		ｽﾊﾞﾙｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ		1500082		②【SS】SSS/ﾃﾞｰﾀ入力（渋木)		3		②【SS】SSS/ﾃﾞｰﾀ入力（渋木)		7/31/15		EBCS		ＣＳ課		350,000		350,000		350,000		437,960		(87,960)		-25.13%		125.13%

		5		その他 タ		U095023300		三井ﾎｰﾑ		1500047		②【OS】三井ﾎｰﾑ 積算（橋詰）		2		②【OS】三井/積算業務		6/30/15		EBCS		ＣＳ課		412,581		412,581		412,581		506,057		(93,476)		-22.66%		122.66%

		5		その他 タ		U104001100		PUC		1500081		②【SS】PUC/さいたまﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ(宮城)		4		②【SS】PUC/さいたまﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ(宮城)		8/31/15		EBCS		ＣＳ課		64,071		64,071		64,071		78,779		(14,708)		-22.96%		122.96%

		5		その他 タ		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1500038		②【OS】NHK-MT OA業務（本庄）		0		②【OS】NHKMT/OA業務(関連団体)		4/30/15		EBCS		ＣＳ課		373,037		373,037		373,037		451,980		(78,943)		-21.16%		121.16%

		5		その他 タ		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1500038		②【OS】NHK-MT OA業務（本庄）		1		②【OS】NHKMT/OA業務(関連団体)		5/31/15		EBCS		ＣＳ課		307,450		307,450		307,450		371,198		(63,748)		-20.73%		120.73%

		5		その他 タ		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1500038		②【OS】NHK-MT OA業務（本庄）		2		②【OS】NHKMT/OA業務(関連団体)		6/30/15		EBCS		ＣＳ課		370,287		370,287		370,287		449,309		(79,022)		-21.34%		121.34%

		5		その他 タ		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1500038		②【OS】NHK-MT OA業務（本庄）		3		②【OS】NHKMT/OA業務(関連団体)		7/31/15		EBCS		ＣＳ課		369,600		369,600		369,600		448,642		(79,042)		-21.39%		121.39%

		5		その他 タ		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1500038		②【OS】NHK-MT OA業務（本庄）		4		②【OS】NHKMT/OA業務(関連団体)		8/31/15		EBCS		ＣＳ課		336,462		336,462		336,462		407,917		(71,455)		-21.24%		121.24%

		5		その他 タ		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1500038		②【OS】NHK-MT OA業務（本庄）		5		②【OS】NHKMT/OA業務(関連団体)		9/30/15		EBCS		ＣＳ課		335,775		335,775		335,775		407,249		(71,474)		-21.29%		121.29%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1500064		CTC(SI諸業務)金融シス4部4課		4		CTC(SI諸業務)金融シス4部1課		8/31/15		NJN21		Ｎ２１		625,683		625,683		625,683		750,328		(124,645)		-19.92%		119.92%

		4		ＮＳ事 コト		U106003900		三越伊勢丹PD		1500032		ユーザーサポート業務		2		ユーザーサポート業務		6/30/15		NJN11		Ｎ１１		580,000		580,000		580,000		687,777		(107,777)		-18.58%		118.58%

		3		ＦＳ事 コト		U097000800		URｼｽﾃﾑｽﾞ		1500221		システム開発業務支援		4		システム開発業務支援（８月）		8/31/15		NJJ11		Ｊ１１		1,060,000		1,060,000		1,060,000		1,253,774		(193,774)		-18.28%		118.28%

		5		その他 タ		U095018500		ｽﾊﾞﾙｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ		1500083		②【SS】SSS/ﾃﾞｰﾀ入力（小林)		1		②【SS】SSS/ﾃﾞｰﾀ入力（小林)		5/31/15		EBCS		ＣＳ課		325,000		325,000		325,000		384,550		(59,550)		-18.32%		118.32%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1500289		[KC]FOTAサーバ開発系 保守		0		[KC]FOTAサーバ開発系 保守( 4月)		4/30/15		NJT11		Ｔ１１		520,000		520,000		520,000		606,657		(86,657)		-16.66%		116.66%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1500064		CTC(SI諸業務)金融シス4部4課		3		CTC(SI諸業務)金融シス4部1課		7/31/15		NJN21		Ｎ２１		656,821		656,821		656,821		770,808		(113,987)		-17.35%		117.35%

		4		ＮＳ事 コト		U106003900		三越伊勢丹PD		1500032		ユーザーサポート業務		3		ユーザーサポート業務		7/31/15		NJN11		Ｎ１１		580,000		580,000		580,000		679,895		(99,895)		-17.22%		117.22%

		5		その他 タ		U095023300		三井ﾎｰﾑ		1500047		②【OS】三井ﾎｰﾑ 積算（橋詰）		1		②【OS】三井/積算業務		5/31/15		EBCS		ＣＳ課		447,200		447,200		447,200		523,415		(76,215)		-17.04%		117.04%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500029		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（加藤祐衣）		2		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（加藤祐衣）		6/30/15		TBS1		東北S1		671,660		671,660		671,660		781,914		(110,254)		-16.42%		116.42%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500247		[NMSE]CB推アプリ試験		11		[NMSE]CB推アプリ試験 ﾃﾞｰﾀ保管BOX評価( 7月)		7/31/15		NJT11		Ｔ１１		743,500		743,500		743,500		862,000		(118,500)		-15.94%		115.94%

		5		その他 タ		U095032700		ｱﾝｼﾝ財団		1500044		②【OS】あんしん ﾃﾞｰﾀ入力		0		②【OS】あんしん/入力業務(4月)		4/20/15		EBCS		ＣＳ課		482,400		482,400		482,400		560,802		(78,402)		-16.25%		116.25%

		5		その他 タ		U107001500		ｾﾞﾝﾘﾝﾃﾞｰﾀｺﾑ		1500040		②【OS】ｾﾞﾝﾘﾝﾃﾞｰﾀ（鈴木）		2		②【OS】ｾﾞﾝﾘﾝ/検証（鈴木）		6/30/15		EBCS		ＣＳ課		375,000		375,000		375,000		436,624		(61,624)		-16.43%		116.43%

		5		その他 タ		U107001500		ｾﾞﾝﾘﾝﾃﾞｰﾀｺﾑ		1500041		②【OS】ｾﾞﾝﾘﾝﾃﾞｰﾀ（青柳）		3		②【OS】ｾﾞﾝﾘﾝ/検証（青柳）		7/31/15		EBCS		ＣＳ課		375,000		375,000		375,000		433,954		(58,954)		-15.72%		115.72%

		5		その他 タ		U103000400		日立ﾌｰﾄﾞ&ﾛｼﾞｽﾃ		1500024		①【NS】F&L/基盤管理業務		0		①【NS】F&L/基盤管理業務		4/30/15		EBCS		ＣＳ課		379,525		379,525		379,525		434,622		(55,097)		-14.52%		114.52%

		5		その他 タ		U107001500		ｾﾞﾝﾘﾝﾃﾞｰﾀｺﾑ		1500040		②【OS】ｾﾞﾝﾘﾝﾃﾞｰﾀ（鈴木）		3		②【OS】ｾﾞﾝﾘﾝ/検証（鈴木）		7/31/15		EBCS		ＣＳ課		375,000		375,000		375,000		431,283		(56,283)		-15.01%		115.01%

		1		ＥＳ事 コト		U095017100		富士ｾﾞﾛｯｸｽ情報		1500080		NECネッツSI様向け　教育支援システム導入(STEP2) 		1		NECネッツSI様向け　教育支援システム導入(STEP2) 		8/31/15		TBS1		東北S1		670,000		670,000		670,000		765,966		(95,966)		-14.32%		114.32%

		3		ＦＳ事 コト		U097000800		URｼｽﾃﾑｽﾞ		1500221		システム開発業務支援		5		システム開発業務支援（９月）		9/30/15		NJJ11		Ｊ１１		1,060,000		1,060,000		1,060,000		1,205,227		(145,227)		-13.70%		113.70%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1500064		CTC(SI諸業務)金融シス4部4課		0		CTC(SI諸業務)金融シス4部1課		4/30/15		NJN21		Ｎ２１		598,630		598,630		598,630		681,439		(82,809)		-13.83%		113.83%

		5		その他 タ		U103000400		日立ﾌｰﾄﾞ&ﾛｼﾞｽﾃ		1500024		①【NS】F&L/基盤管理業務		1		②【NS】F&L/基盤管理業務		5/31/15		EBCS		ＣＳ課		294,337		294,337		294,337		334,478		(40,141)		-13.64%		113.64%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500029		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（加藤祐衣）		0		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（加藤祐衣）		4/30/15		TBS1		東北S1		657,000		657,000		657,000		742,675		(85,675)		-13.04%		113.04%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500249		[NMSE]2015上期CB推		3		[NMSE]2015上期CB推あんしんｱﾌﾟﾘ試験( 7月)		7/31/15		NJT11		Ｔ１１		687,000		687,000		687,000		775,000		(88,000)		-12.81%		112.81%

		4		ＮＳ事 コト		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1500103		NHKMT 関連団体システム運用		3		NHKMT 関連団体システム運用		7/31/15		NJN12		Ｎ１２		1,084,856		1,084,856		1,084,856		1,223,411		(138,555)		-12.77%		112.77%

		4		ＮＳ事 コト		U110000100		NTTﾄﾞｺﾓ		1500097		（NTTﾄﾞｺﾓ H27）パノラマ		0		（NTTﾄﾞｺﾓ H27）パノラマ		4/30/15		NJN22		Ｎ２２		584,125		584,125		584,125		661,069		(76,944)		-13.17%		113.17%

		5		その他 タ		U095023300		三井ﾎｰﾑ		1500047		②【OS】三井ﾎｰﾑ 積算（橋詰）		0		②【OS】三井/積算業務		4/30/15		EBCS		ＣＳ課		413,054		413,054		413,054		468,670		(55,616)		-13.46%		113.46%

		2		ＩＣＴ事 コト		U113003900		ｳｫﾙﾄ･ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ		1400538		WDJ（ｱﾌﾟﾘ/ｳｨｼﾞｪｯﾄ開発）		4		WDJ（Home & Lock Apps _Home 追加対応）		6/12/15		NJT13		Ｔ１３		9,500,000		9,500,000		9,500,000		10,605,184		(1,105,184)		-11.63%		111.63%

		4		ＮＳ事 コト		U106003900		三越伊勢丹PD		1500032		ユーザーサポート業務		0		ユーザーサポート業務		4/30/15		NJN11		Ｎ１１		580,000		580,000		580,000		648,363		(68,363)		-11.79%		111.79%

		5		その他 タ		U107001500		ｾﾞﾝﾘﾝﾃﾞｰﾀｺﾑ		1500041		②【OS】ｾﾞﾝﾘﾝﾃﾞｰﾀ（青柳）		2		②【OS】ｾﾞﾝﾘﾝ/検証（青柳）		6/30/15		EBCS		ＣＳ課		375,000		375,000		375,000		420,601		(45,601)		-12.16%		112.16%

		3		ＦＳ事 コト		U095008107		三越伊勢丹ｼｽﾃﾑ		1500075		外商・周辺グループ内業務		2		外商・周辺グループ内業務（６月）		6/30/15		NJJ12		Ｊ１２		720,000		720,000		720,000		796,801		(76,801)		-10.67%		110.67%

		4		ＮＳ事 コト		U104004500		野村総合研究所		1500034		野村総研（２０１５年度）		3		野村総研（２０１５年度）		7/31/15		NJN11		Ｎ１１		1,282,698		1,282,698		1,282,698		1,418,910		(136,212)		-10.62%		110.62%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1500064		CTC(SI諸業務)金融シス4部4課		2		CTC(SI諸業務)金融シス4部1課		6/30/15		NJN21		Ｎ２１		694,171		694,171		694,171		770,808		(76,637)		-11.04%		111.04%

		5		その他 タ		U095008400		ｻﾝﾘｵ		1500043		②【OS】ｻﾝﾘｵ 経理ﾃﾞｰﾀ入力		2		②【OS】ｻﾝﾘｵ/入力業務		6/30/15		EBCS		ＣＳ課		1,231,650		1,231,650		1,231,650		1,367,171		(135,521)		-11.00%		111.00%

		5		その他 タ		U095021000		ｴｽ･ﾃﾞｲ･ｼｰ		1500115		②【OS】ＳＤＣ (本部)		1		②【OS】ＳＤＣ (本部:藤村、小暮)		7/31/15		EBCS		ＣＳ課		743,362		743,362		743,362		822,510		(79,148)		-10.65%		110.65%

		2		ＩＣＴ事 コト		U096005700		ｿﾆｰ		1500178		SONY（NFC）		1		[SONY]NFCﾄﾞﾗｲﾊﾞ開発業務		6/30/15		NJT13		Ｔ１３		1,650,000		1,650,000		1,650,000		1,817,419		(167,419)		-10.15%		110.15%

		4		ＮＳ事 コト		U104004500		野村総合研究所		1500034		野村総研（２０１５年度）		2		野村総研（２０１５年度）		6/30/15		NJN11		Ｎ１１		1,307,752		1,307,752		1,307,752		1,442,559		(134,807)		-10.31%		110.31%

		5		その他 タ		U095008400		ｻﾝﾘｵ		1500043		②【OS】ｻﾝﾘｵ 経理ﾃﾞｰﾀ入力		0		②【OS】ｻﾝﾘｵ/入力業務		4/30/15		EBCS		ＣＳ課		1,269,450		1,269,450		1,269,450		1,395,211		(125,761)		-9.91%		109.91%

		5		その他 タ		U095008400		ｻﾝﾘｵ		1500043		②【OS】ｻﾝﾘｵ 経理ﾃﾞｰﾀ入力		3		②【OS】ｻﾝﾘｵ/入力業務		7/31/15		EBCS		ＣＳ課		1,239,000		1,239,000		1,239,000		1,365,836		(126,836)		-10.24%		110.24%

		5		その他 タ		U095018500		ｽﾊﾞﾙｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ		1500082		②【SS】SSS/ﾃﾞｰﾀ入力（渋木)		0		②【SS】SSS/ﾃﾞｰﾀ入力（渋木)		4/30/15		EBCS		ＣＳ課		350,000		350,000		350,000		384,550		(34,550)		-9.87%		109.87%

		5		その他 タ		U095021000		ｴｽ･ﾃﾞｲ･ｼｰ		1500115		②【OS】ＳＤＣ (本部)		0		②【OS】ＳＤＣ (本部:藤村)		6/30/15		EBCS		ＣＳ課		375,500		375,500		375,500		411,255		(35,755)		-9.52%		109.52%

		1		ＥＳ事 コト		U095017100		富士ｾﾞﾛｯｸｽ情報		1500080		NECネッツSI様向け　教育支援システム導入(STEP2) 		0		NECネッツSI様向け　教育支援システム導入(STEP2) 		7/31/15		TBS1		東北S1		670,000		670,000		670,000		729,168		(59,168)		-8.83%		108.83%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500023		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（渡辺隆）		2		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（渡辺隆）		6/30/15		TBS1		東北S1		650,330		650,330		650,330		709,178		(58,848)		-9.05%		109.05%

		1		ＥＳ事 コト		U095026000		ｼﾞｮﾝｿﾝｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾞ		1500274		Ｊ：名駅一丁目計画テナントサーバー機能追加発注2		4		Ｊ：MSEA最適起動向けSch複製機能		9/15/15		NJT21		Ｔ２１		770,000		770,000		770,000		837,453		(67,453)		-8.76%		108.76%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1500073		C-ITS 発注システム開発		2		C-ITS 発注システム開発 06月		6/30/15		SBSS2		佐原S2		2,300,150		2,300,150		2,300,150		2,517,078		(216,928)		-9.43%		109.43%

		4		ＮＳ事 コト		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1500103		NHKMT 関連団体システム運用		2		NHKMT 関連団体システム運用		6/30/15		NJN12		Ｎ１２		1,132,847		1,132,847		1,132,847		1,231,143		(98,296)		-8.68%		108.68%

		4		ＮＳ事 コト		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1500103		NHKMT 関連団体システム運用		4		NHKMT 関連団体システム運用		8/31/15		NJN12		Ｎ１２		1,010,181		1,010,181		1,010,181		1,097,746		(87,565)		-8.67%		108.67%

		5		その他 タ		U107001500		ｾﾞﾝﾘﾝﾃﾞｰﾀｺﾑ		1500040		②【OS】ｾﾞﾝﾘﾝﾃﾞｰﾀ（鈴木）		0		②【OS】ｾﾞﾝﾘﾝ/検証（鈴木）		4/30/15		EBCS		ＣＳ課		375,000		375,000		375,000		409,920		(34,920)		-9.31%		109.31%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500024		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（千葉晃永）		5		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（千葉晃永）		9/30/15		TBS1		東北S1		641,000		641,000		641,000		683,337		(42,337)		-6.60%		106.60%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500025		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（遠藤誠）		0		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（遠藤誠）		4/30/15		TBS1		東北S1		659,660		659,660		659,660		706,306		(46,646)		-7.07%		107.07%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500025		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（遠藤誠）		2		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（遠藤誠）		6/30/15		TBS1		東北S1		653,660		653,660		653,660		700,564		(46,904)		-7.18%		107.18%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500025		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（遠藤誠）		3		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（遠藤誠）		7/31/15		TBS1		東北S1		641,000		641,000		641,000		687,165		(46,165)		-7.20%		107.20%

		3		ＦＳ事 コト		U095008107		三越伊勢丹ｼｽﾃﾑ		1500075		外商・周辺グループ内業務		0		外商・周辺グループ内業務（４月）		4/30/15		NJJ12		Ｊ１２		720,000		720,000		720,000		769,361		(49,361)		-6.86%		106.86%

		4		ＮＳ事 コト		U097001400		富士通(品川)		1400644		（富士通H27派遣/村岡）統合ＳＣ作業		0		（富士通H27派遣/村岡）統合ＳＣ作業		4/20/15		NJN11		Ｎ１１		617,603		617,603		617,603		663,084		(45,481)		-7.36%		107.36%

		4		ＮＳ事 コト		U106003900		三越伊勢丹PD		1500032		ユーザーサポート業務		4		ユーザーサポート業務		8/31/15		NJN11		Ｎ１１		580,000		580,000		580,000		622,744		(42,744)		-7.37%		107.37%

		4		ＮＳ事 コト		U111000900		ﾌｼﾞﾃﾚｺﾑ		1500033		ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽSOｻｰﾋﾞｽ用ｼｽﾃﾑ運用管理		3		ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽSOｻｰﾋﾞｽ用ｼｽﾃﾑ運用管理		7/31/15		NJN11		Ｎ１１		690,000		690,000		690,000		735,074		(45,074)		-6.53%		106.53%

		5		その他 タ		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1500039		②【OS】NHK-MT 庶務業務（真茅）		0		②【OS】NHKMT/庶務業務(砧)		4/30/15		EBCS		ＣＳ課		400,000		400,000		400,000		427,278		(27,278)		-6.82%		106.82%

		5		その他 タ		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1500039		②【OS】NHK-MT 庶務業務（真茅）		2		②【OS】NHKMT/庶務業務(砧)		6/30/15		EBCS		ＣＳ課		400,000		400,000		400,000		427,278		(27,278)		-6.82%		106.82%

		5		その他 タ		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1500039		②【OS】NHK-MT 庶務業務（真茅）		3		②【OS】NHKMT/庶務業務(砧)		7/31/15		EBCS		ＣＳ課		400,000		400,000		400,000		427,278		(27,278)		-6.82%		106.82%

		5		その他 タ		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1500039		②【OS】NHK-MT 庶務業務（真茅）		4		②【OS】NHKMT/庶務業務(砧)		8/31/15		EBCS		ＣＳ課		400,000		400,000		400,000		427,278		(27,278)		-6.82%		106.82%

		5		その他 タ		U107001500		ｾﾞﾝﾘﾝﾃﾞｰﾀｺﾑ		1500041		②【OS】ｾﾞﾝﾘﾝﾃﾞｰﾀ（青柳）		0		②【OS】ｾﾞﾝﾘﾝ/検証（青柳）		4/30/15		EBCS		ＣＳ課		375,000		375,000		375,000		400,573		(25,573)		-6.82%		106.82%

		1		ＥＳ事 コト		U095006600		日立国際電気		1500061		放送処理装置／MARS治具、送信機治具開発		0		放送処理装置／MARS治具、送信機治具開発		8/31/15		TBS1		東北S1		2,037,600		2,037,600		2,037,600		2,166,253		(128,653)		-6.31%		106.31%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500024		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（千葉晃永）		0		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（千葉晃永）		4/30/15		TBS1		東北S1		723,000		723,000		723,000		767,558		(44,558)		-6.16%		106.16%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500252		[NMSE]SL推アプリ試験		3		[NMSE]SL推アプリ試験 ﾄﾞｺﾓﾒｰﾙ評価( 7月)		7/31/15		NJT11		Ｔ１１		3,577,000		3,577,000		3,577,000		3,805,206		(228,206)		-6.38%		106.38%

		4		ＮＳ事 コト		U104004500		野村総合研究所		1500034		野村総研（２０１５年度）		0		野村総研（２０１５年度）		4/30/15		NJN11		Ｎ１１		1,328,325		1,328,325		1,328,325		1,403,145		(74,820)		-5.63%		105.63%

		5		その他 タ		U095018500		ｽﾊﾞﾙｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ		1500082		②【SS】SSS/ﾃﾞｰﾀ入力（渋木)		1		②【SS】SSS/ﾃﾞｰﾀ入力（渋木)		5/31/15		EBCS		ＣＳ課		350,000		350,000		350,000		372,533		(22,533)		-6.44%		106.44%

		5		その他 タ		U105000200		ﾕｰｷｬｽｻｰﾋﾞｽ		1500046		②【OS】ﾕｰｷｬｽｻｰﾋﾞｽ 運用業務		4		②【OS】Uｷｬｽ/ﾃﾞｰﾀ運用		8/31/15		EBCS		ＣＳ課		1,730,000		1,730,000		1,730,000		1,841,670		(111,670)		-6.45%		106.45%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500024		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（千葉晃永）		2		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（千葉晃永）		6/30/15		TBS1		東北S1		859,000		859,000		859,000		897,717		(38,717)		-4.51%		104.51%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500027		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（北島悠史）		2		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（北島悠史）		6/30/15		TBS1		東北S1		641,000		641,000		641,000		671,853		(30,853)		-4.81%		104.81%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500248		[NMSE]iOS新エージェント開発		1		[NMSE]iOS新エージェント開発		8/31/15		NJT11		Ｔ１１		2,187,900		2,187,900		2,187,900		2,305,450		(117,550)		-5.37%		105.37%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095020900		みずほ情報総研		1400519		[MIZUHO]ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｶｰ向けｿﾘｭｰｼｮﾝ ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟ開発		0		[MIZUHO]ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｶｰ向けｿﾘｭｰｼｮﾝ ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟ開発		4/30/15		NJT11		Ｔ１１		5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,245,467		(245,467)		-4.91%		104.91%

		4		ＮＳ事 コト		U111000900		ﾌｼﾞﾃﾚｺﾑ		1500033		ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽSOｻｰﾋﾞｽ用ｼｽﾃﾑ運用管理		0		ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽSOｻｰﾋﾞｽ用ｼｽﾃﾑ運用管理		4/30/15		NJN11		Ｎ１１		690,000		690,000		690,000		725,221		(35,221)		-5.10%		105.10%

		5		その他 タ		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500062		③【OS】ASY/羽田（一般事務）		3		③【OS】ANA/一般事務（羽田）		7/31/15		EBCS		ＣＳ課		450,000		450,000		450,000		473,344		(23,344)		-5.19%		105.19%

		5		その他 タ		U095021000		ｴｽ･ﾃﾞｲ･ｼｰ		1500049		②【OS】ＳＤＣ 健保業務		2		②【OS】SDC/薬業健保精査業務		6/30/15		EBCS		ＣＳ課		4,190,000		4,190,000		4,190,000		4,388,485		(198,485)		-4.74%		104.74%

		5		その他 タ		U105000200		ﾕｰｷｬｽｻｰﾋﾞｽ		1500046		②【OS】ﾕｰｷｬｽｻｰﾋﾞｽ 運用業務		3		②【OS】Uｷｬｽ/ﾃﾞｰﾀ運用		7/31/15		EBCS		ＣＳ課		1,730,000		1,730,000		1,730,000		1,818,703		(88,703)		-5.13%		105.13%

		5		その他 タ		U107001500		ｾﾞﾝﾘﾝﾃﾞｰﾀｺﾑ		1500040		②【OS】ｾﾞﾝﾘﾝﾃﾞｰﾀ（鈴木）		4		②【OS】ｾﾞﾝﾘﾝ/検証（鈴木）		8/31/15		EBCS		ＣＳ課		375,000		375,000		375,000		393,897		(18,897)		-5.04%		105.04%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400630		Canon ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗﾌｧｰﾑｳｪｱ開発環境整備[2015]		5		Canon ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗﾌｧｰﾑｳｪｱ開発環境整備[2015] 9月		9/20/15		NJT22		Ｔ２２		628,950		628,950		628,950		651,473		(22,523)		-3.58%		103.58%

		2		ＩＣＴ事 コト		U110000100		NTTﾄﾞｺﾓ		1500242		[DCM]次世代CSｻｰﾋﾞｽ関連ｼｽﾃﾑ保守運営業務		1		[DCM]次世代CSｻｰﾋﾞｽ関連ｼｽﾃﾑ保守運営業務(5月)		5/31/15		NJT12		Ｔ１２		3,929,825		3,929,825		3,929,825		4,092,413		(162,588)		-4.14%		104.14%

		2		ＩＣＴ事 コト		U110000100		NTTﾄﾞｺﾓ		1500242		[DCM]次世代CSｻｰﾋﾞｽ関連ｼｽﾃﾑ保守運営業務		4		[DCM]次世代CSｻｰﾋﾞｽ関連ｼｽﾃﾑ保守運営業務(8月)		8/31/15		NJT12		Ｔ１２		2,271,313		2,271,313		2,271,313		2,362,206		(90,893)		-4.00%		104.00%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1500073		C-ITS 発注システム開発		5		C-ITS 発注システム開発 09月		9/30/15		SBSS2		佐原S2		750,000		750,000		750,000		777,494		(27,494)		-3.67%		103.67%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1500064		CTC(SI諸業務)金融シス4部4課		1		CTC(SI諸業務)金融シス4部1課		5/31/15		NJN21		Ｎ２１		593,784		593,784		593,784		618,136		(24,352)		-4.10%		104.10%

		4		ＮＳ事 コト		U109000700		出版共同流通		1500101		所沢センター　運用管理		3		所沢センター　運用管理		7/31/15		NJN12		Ｎ１２		3,110,000		3,110,000		3,110,000		3,244,020		(134,020)		-4.31%		104.31%

		5		その他 タ		U095021000		ｴｽ･ﾃﾞｲ･ｼｰ		1500049		②【OS】ＳＤＣ 健保業務		0		②【OS】SDC/薬業健保精査業務		4/30/15		EBCS		ＣＳ課		4,575,420		4,575,420		4,575,420		4,774,364		(198,944)		-4.35%		104.35%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500062		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（石川隆三）		0		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（石川隆三）		6/30/15		TBS1		東北S1		764,000		764,000		764,000		784,785		(20,785)		-2.72%		102.72%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500062		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（石川隆三）		1		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（石川隆三）		7/31/15		TBS1		東北S1		818,550		818,550		818,550		840,294		(21,744)		-2.66%		102.66%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500062		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（石川隆三）		2		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（石川隆三）		8/31/15		TBS1		東北S1		752,840		752,840		752,840		773,300		(20,460)		-2.72%		102.72%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500062		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（石川隆三）		3		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（石川隆三）		9/30/15		TBS1		東北S1		729,890		729,890		729,890		748,417		(18,527)		-2.54%		102.54%

		4		ＮＳ事 コト		U097001400		富士通(品川)		1400644		（富士通H27派遣/村岡）統合ＳＣ作業		1		（富士通H27派遣/村岡）統合ＳＣ作業		5/20/15		NJN11		Ｎ１１		486,918		486,918		486,918		500,560		(13,642)		-2.80%		102.80%

		4		ＮＳ事 コト		U097001400		富士通(品川)		1400644		（富士通H27派遣/村岡）統合ＳＣ作業		2		（富士通H27派遣/村岡）統合ＳＣ作業		6/20/15		NJN11		Ｎ１１		565,305		565,305		565,305		581,294		(15,989)		-2.83%		102.83%

		4		ＮＳ事 コト		U097001400		富士通(品川)		1400644		（富士通H27派遣/村岡）統合ＳＣ作業		3		（富士通H27派遣/村岡）統合ＳＣ作業		7/20/15		NJN11		Ｎ１１		572,643		572,643		572,643		591,213		(18,570)		-3.24%		103.24%

		4		ＮＳ事 コト		U097001400		富士通(品川)		1400644		（富士通H27派遣/村岡）統合ＳＣ作業		4		（富士通H27派遣/村岡）統合ＳＣ作業		8/20/15		NJN11		Ｎ１１		571,500		571,500		571,500		591,213		(19,713)		-3.45%		103.45%

		4		ＮＳ事 コト		U097001400		富士通(品川)		1400644		（富士通H27派遣/村岡）統合ＳＣ作業		5		（富士通H27派遣/村岡）統合ＳＣ作業		9/20/15		NJN11		Ｎ１１		600,077		600,077		600,077		617,652		(17,575)		-2.93%		102.93%

		4		ＮＳ事 コト		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1500103		NHKMT 関連団体システム運用		0		NHKMT 関連団体システム運用		4/30/15		NJN12		Ｎ１２		1,084,639		1,084,639		1,084,639		1,112,080		(27,441)		-2.53%		102.53%

		4		ＮＳ事 コト		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1500106		NHKMT IT運用部（営業系）		3		NHKMT IT運用部（営業系）		7/31/15		NJN12		Ｎ１２		5,768,381		5,768,381		5,768,381		5,944,386		(176,005)		-3.05%		103.05%

		4		ＮＳ事 コト		U106000500		NSSLCｻｰﾋﾞｽ		1500078		NSSLC　内線電話基盤構築＆運用		2		NSSLC　内線電話基盤構築＆運用		6/30/15		NJN22		Ｎ２２		640,000		640,000		640,000		657,060		(17,060)		-2.67%		102.67%

		4		ＮＳ事 コト		U106003900		三越伊勢丹PD		1500032		ユーザーサポート業務		1		ユーザーサポート業務		5/31/15		NJN11		Ｎ１１		580,000		580,000		580,000		597,125		(17,125)		-2.95%		102.95%

		5		その他 タ		U095023300		三井ﾎｰﾑ		1500047		②【OS】三井ﾎｰﾑ 積算（橋詰）		5		②【OS】三井/積算業務		9/30/15		EBCS		ＣＳ課		412,000		412,000		412,000		425,942		(13,942)		-3.38%		103.38%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500027		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（北島悠史）		0		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（北島悠史）		4/30/15		TBS1		東北S1		641,000		641,000		641,000		650,797		(9,797)		-1.53%		101.53%

		3		ＦＳ事 コト		U095008107		三越伊勢丹ｼｽﾃﾑ		1500075		外商・周辺グループ内業務		1		外商・周辺グループ内業務（５月）		5/31/15		NJJ12		Ｊ１２		720,000		720,000		720,000		732,423		(12,423)		-1.73%		101.73%

		3		ＦＳ事 コト		U095008107		三越伊勢丹ｼｽﾃﾑ		1500075		外商・周辺グループ内業務		3		外商・周辺グループ内業務（７月）		7/31/15		NJJ12		Ｊ１２		782,559		782,559		782,559		802,077		(19,518)		-2.49%		102.49%

		4		ＮＳ事 コト		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1500106		NHKMT IT運用部（営業系）		0		NHKMT IT運用部（営業系）		4/30/15		NJN12		Ｎ１２		5,829,064		5,829,064		5,829,064		5,928,697		(99,633)		-1.71%		101.71%

		4		ＮＳ事 コト		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1500106		NHKMT IT運用部（営業系）		2		NHKMT IT運用部（営業系）		6/30/15		NJN12		Ｎ１２		5,915,404		5,915,404		5,915,404		6,024,651		(109,247)		-1.85%		101.85%

		5		その他 タ		U095021000		ｴｽ･ﾃﾞｲ･ｼｰ		1500049		②【OS】ＳＤＣ 健保業務		3		②【OS】SDC/薬業健保精査業務		7/31/15		EBCS		ＣＳ課		4,424,634		4,424,634		4,424,634		4,511,327		(86,693)		-1.96%		101.96%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500023		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（渡辺隆）		3		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（渡辺隆）		7/31/15		TBS1		東北S1		641,000		641,000		641,000		646,969		(5,969)		-0.93%		100.93%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500024		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（千葉晃永）		3		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（千葉晃永）		7/31/15		TBS1		東北S1		641,000		641,000		641,000		645,055		(4,055)		-0.63%		100.63%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400631		Canon HMD組み込みソフト開発・設計[2015]		4		Canon HMD組み込みソフト開発・設計[2015] 8月		8/20/15		NJT22		Ｔ２２		691,150		691,150		691,150		700,066		(8,916)		-1.29%		101.29%

		2		ＩＣＴ事 コト		U110000100		NTTﾄﾞｺﾓ		1500242		[DCM]次世代CSｻｰﾋﾞｽ関連ｼｽﾃﾑ保守運営業務		5		[DCM]次世代CSｻｰﾋﾞｽ関連ｼｽﾃﾑ保守運営業務(9月)		9/30/15		NJT12		Ｔ１２		2,941,585		2,941,585		2,941,585		2,956,871		(15,286)		-0.52%		100.52%

		3		ＦＳ事 コト		U106001900		NTTｺﾑｳｪｱ		1500071		Ａ生命様料金第二部ユーザー対応の委任		2		Ａ生命様料金第二部ユーザー対応６月の委任（ＮＩＤ）		6/30/15		NJJ12		Ｊ１２		1,620,000		1,620,000		1,620,000		1,635,669		(15,669)		-0.97%		100.97%

		4		ＮＳ事 コト		U095023300		三井ﾎｰﾑ		1500022		ｼｽﾃﾑ管理ｾﾝﾀｰ運用管理業務　他		0		ｼｽﾃﾑ管理ｾﾝﾀｰ運用管理業務　他		4/30/15		NJN11		Ｎ１１		3,050,000		3,050,000		3,050,000		3,067,408		(17,408)		-0.57%		100.57%

		4		ＮＳ事 コト		U100002400		そんぽ24損保		1500055		（そんぽ-基盤 H27）電子計算機システム運用管理業務		2		（そんぽ-基盤 H27）電子計算機システム運用管理業務		6/30/15		NJN21		Ｎ２１		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,307,023		(7,023)		-0.54%		100.54%

		4		ＮＳ事 コト		U100002400		そんぽ24損保		1500055		（そんぽ-基盤 H27）電子計算機システム運用管理業務		3		（そんぽ-基盤 H27）電子計算機システム運用管理業務		7/31/15		NJN21		Ｎ２１		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,318,194		(18,194)		-1.40%		101.40%

		4		ＮＳ事 コト		U106003900		三越伊勢丹PD		1500032		ユーザーサポート業務		5		ユーザーサポート業務		9/30/15		NJN11		Ｎ１１		580,000		580,000		580,000		587,271		(7,271)		-1.25%		101.25%

		5		その他 タ		U095008400		ｻﾝﾘｵ		1500043		②【OS】ｻﾝﾘｵ 経理ﾃﾞｰﾀ入力		1		②【OS】ｻﾝﾘｵ/入力業務		5/31/15		EBCS		ＣＳ課		1,218,000		1,218,000		1,218,000		1,229,641		(11,641)		-0.96%		100.96%

		5		その他 タ		U095008400		ｻﾝﾘｵ		1500043		②【OS】ｻﾝﾘｵ 経理ﾃﾞｰﾀ入力		5		②【OS】ｻﾝﾘｵ/入力業務		9/30/15		EBCS		ＣＳ課		1,219,050		1,219,050		1,219,050		1,230,977		(11,927)		-0.98%		100.98%

		5		その他 タ		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500062		③【OS】ASY/羽田（一般事務）		0		②【OS】ANA/一般事務（羽田）		4/30/15		EBCS		ＣＳ課		450,000		450,000		450,000		455,318		(5,318)		-1.18%		101.18%

		5		その他 タ		U107001500		ｾﾞﾝﾘﾝﾃﾞｰﾀｺﾑ		1500041		②【OS】ｾﾞﾝﾘﾝﾃﾞｰﾀ（青柳）		5		②【OS】ｾﾞﾝﾘﾝ/検証（青柳）		9/30/15		EBCS		ＣＳ課		375,000		375,000		375,000		380,544		(5,544)		-1.48%		101.48%

		1		ＥＳ事 コト		U095017100		富士ｾﾞﾛｯｸｽ情報		1500005		新・審査登録業務支援システム開発		4		新・審査登録業務支援システム開発		6/5/15		TBS1		東北S1		(159,600)		(159,600)		(159,600)		0		(159,600)		100.00%		0.00%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500028		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（青砥尚代）		2		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（青砥尚代）		6/30/15		TBS1		東北S1		641,000		641,000		641,000		641,227		(227)		-0.04%		100.04%

		1		ＥＳ事 コト		U095045000		ｳｪｻﾞｰﾆｭｰｽﾞ		1500067		WNI　どこトレ開発		1		WNI　どこトレ不具合対応		4/30/15		SBCS1		千葉S1		0		0		0		92,594		(92,594)		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		1		ＥＳ事 コト		U095045000		ｳｪｻﾞｰﾆｭｰｽﾞ		1500107		WNI NEXCO西日本iHighway		0		WNI NEXCO西日本iHighway不具合対応		4/30/15		SBCS1		千葉S1		0		0		0		172,730		(172,730)		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		1		ＥＳ事 コト		U113000200		日立ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｸ		1500031		技術者派遣業務（青木 晃）		99		Ｈ２７年４月度売上修正案件		5/31/15		TBS1		東北S1		(10,000)		(10,000)		(10,000)		0		(10,000)		100.00%		0.00%

		1		ＥＳ事 コト		U114003800		ﾄﾖﾀ自動車		1500236		PF機種		2		PF機種[2015.07]		7/31/15		NJT23		Ｔ２３		4,688,000		4,688,000		4,688,000		4,703,620		(15,620)		-0.33%		100.33%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1400245		森永乳業　原価システム構築		99		森永乳業　原価計算再構築（不具合対応　7月）		7/31/15		NJJ31		Ｊ３１		0		0		0		389,251		(389,251)		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1400318		森永乳業　統合受払システム構築		99		統合受払システム構築（基本設計 不具合対応　4月）		5/18/15		NJJ31		Ｊ３１		0		0		0		734,361		(734,361)		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1400318		森永乳業　統合受払システム構築		A0		統合受払システム構築（基本設計 不具合対応 5月）		6/22/15		NJJ31		Ｊ３１		0		0		0		370,190		(370,190)		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		2		ＩＣＴ事 コト		U095020900		みずほ情報総研		1500299		[MIZUHO]ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｶｰ向けｿﾘｭｰｼｮﾝ ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟ開発 障害		0		[MIZUHO]ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｶｰ向けｿﾘｭｰｼｮﾝ ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟ5月障害対応		5/31/15		NJT13		Ｔ１３		0		0		0		1,186,601		(1,186,601)		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1500306		ＺＳ　ｼｽﾃﾑ21（基幹系）保守業務		90		ｼｽﾃﾑ21（基幹系）移管業務引継作業(8月)		8/31/15		NJJ11		Ｊ１１		0		0		0		1,933,883		(1,933,883)		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1500306		ＺＳ　ｼｽﾃﾑ21（基幹系）保守業務		91		ｼｽﾃﾑ21（基幹系）移管業務引継作業(9月)		9/30/15		NJJ11		Ｊ１１		0		0		0		2,961,896		(2,961,896)		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		4		ＮＳ事 コト		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1500104		NHKMT インターネット運用業務		4		NHKMT インターネット運用業務		8/31/15		NJN12		Ｎ１２		1,240,000		1,240,000		1,240,000		1,241,639		(1,639)		-0.13%		100.13%

		4		ＮＳ事 コト		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1500105		NHKMT IT運用部（放送系）		2		NHKMT IT運用部（放送系）		6/30/15		NJN12		Ｎ１２		5,500,813		5,500,813		5,500,813		5,505,709		(4,896)		-0.09%		100.09%

		4		ＮＳ事 コト		U106000300		長谷工ｱﾈｼｽ		1500051		（長谷工ｱﾈｼｽ H27）LAN管理技術支援		2		（長谷工ｱﾈｼｽ H27）LAN管理技術支援		6/30/15		NJN21		Ｎ２１		640,200		640,200		640,200		640,479		(279)		-0.04%		100.04%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1500064		CTC(SI諸業務)金融シス4部4課		5		CTC(SI諸業務)金融シス4部1課		9/30/15		NJN21		Ｎ２１		602,528		602,528		602,528		601,380		1,148		0.19%		99.81%

		5		その他 タ		U095008400		ｻﾝﾘｵ		1500043		②【OS】ｻﾝﾘｵ 経理ﾃﾞｰﾀ入力		4		②【OS】ｻﾝﾘｵ/入力業務		8/31/15		EBCS		ＣＳ課		1,228,500		1,228,500		1,228,500		1,222,965		5,535		0.45%		99.55%

		5		その他 タ		U095023300		三井ﾎｰﾑ		1500047		②【OS】三井ﾎｰﾑ 積算（橋詰）		4		②【OS】三井/積算業務		8/31/15		EBCS		ＣＳ課		394,477		394,477		394,477		393,897		580		0.15%		99.85%

		5		その他 タ		U095035300		北総東部土地改		1500115		保守　北総東部土地改良区		0		保守　北総東部　04月～06月		6/30/15		SB01G		ISPR原		0		0		0		17,845		(17,845)		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5		その他 タ		U095035600		成田用水土地改		1500116		保守　成田用水土地改良区		0		保守　成田用水　04月～06月		6/30/15		SB01G		ISPR原		0		0		0		54,314		(54,314)		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5		その他 タ		U100004300		香北土地改良区		1500118		保守　香北土地改良区		0		保守　香北　04月～06月		6/30/15		SB01G		ISPR原		0		0		0		40,301		(40,301)		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5		その他 タ		U101002100		大利根土地改良		1500117		保守　千葉県大利根土地改良区		0		保守　大利根　04月～06月		6/30/15		SB01G		ISPR原		0		0		0		26,614		(26,614)		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5		その他 タ		U102002800		北総中央用水土		1500119		保守　北総中央用水土地改良区		0		保守　北総中央用水　04月～06月		6/30/15		SB01G		ISPR原		0		0		0		41,324		(41,324)		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5		その他 タ		U103000400		日立ﾌｰﾄﾞ&ﾛｼﾞｽﾃ		1500024		①【NS】F&L/基盤管理業務		3		②【NS】F&L/基盤管理業務(6月分減額)		7/31/15		EBCS		ＣＳ課		(141,000)		(141,000)		(141,000)		0		(141,000)		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U106000500		NSSLCｻｰﾋﾞｽ		1500022		①【NS】NSSLC/基盤構築業務および運用保守ｻﾎﾟｰﾄ業務		3		①【NS】基盤構築&運用ｻﾎﾟｰﾄ業務(5月減額)		6/30/15		EBCS		ＣＳ課		(115,200)		(115,200)		(115,200)		0		(115,200)		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U106000500		NSSLCｻｰﾋﾞｽ		1500022		①【NS】NSSLC/基盤構築業務および運用保守ｻﾎﾟｰﾄ業務		4		①【NS】基盤構築&運用ｻﾎﾟｰﾄ業務(6月交通費)		7/31/15		EBCS		ＣＳ課		5,157		5,157		5,157		5,157		0		0.00%		100.00%

		5		その他 タ		U106000500		NSSLCｻｰﾋﾞｽ		1500022		①【NS】NSSLC/基盤構築業務および運用保守ｻﾎﾟｰﾄ業務		5		①【NS】基盤構築&運用ｻﾎﾟｰﾄ業務(6月減額)		7/31/15		EBCS		ＣＳ課		(84,000)		(84,000)		(84,000)		0		(84,000)		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U107000100		両総土地改良区		1500120		保守　両総土地改良区		0		保守　両総　04月～06月		6/30/15		SB01G		ISPR原		0		0		0		71,283		(71,283)		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5		その他 タ		U109004100		根木名川土地改		1500121		保守　千葉県根木名川土地改良区		0		保守　根木名川　04月～06月		6/30/15		SB01G		ISPR原		0		0		0		123,156		(123,156)		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5		その他 タ		U111002200		湖北土地改良区		1500138		保守　湖北土地改良区		0		保守　湖北　04月～06月		6/30/15		SB01G		ISPR原		0		0		0		10,733		(10,733)		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5		その他 タ		U111003500		胆沢土地改良区		1500122		保守　胆沢平野土地改良区		0		保守　胆沢平野　04月～06月		6/30/15		SB01G		ISPR原		0		0		0		61,705		(61,705)		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5		その他 タ		U111004100		守谷市大野土地		1500123		保守　守谷市大野土地改良区		0		保守　守谷市大野　04月～06月		6/30/15		SB01G		ISPR原		0		0		0		81,876		(81,876)		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5		その他 タ		U111004200		豊浦郷土地改良		1500125		保守　豊浦郷土地改良区		0		保守　豊浦郷　04月～06月		6/30/15		SB01G		ISPR原		0		0		0		5,593		(5,593)		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5		その他 タ		U111004500		伊是名村土地改		1500126		保守　伊是名村土地改良区		0		保守　伊是名村　04月～06月		6/30/15		SB01G		ISPR原		0		0		0		121,333		(121,333)		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5		その他 タ		U111004600		香々美川土地改		1500127		保守　香々美川土地改良区		0		保守　香々美川　04月～06月		6/30/15		SB01G		ISPR原		0		0		0		15,400		(15,400)		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5		その他 タ		U111004900		只見町土地改良		1500124		保守　只見町土地改良区		0		保守　只見町　04月～06月		6/30/15		SB01G		ISPR原		0		0		0		44,383		(44,383)		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5		その他 タ		U111005300		長野堰土地改良		1500136		保守　長野堰土地改良区		0		保守　長野堰　04月～06月		6/30/15		SB01G		ISPR原		0		0		0		35,567		(35,567)		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5		その他 タ		U112001200		深川土地改良区		1500131		保守　深川土地改良区		0		保守　深川　04月～06月		6/30/15		SB01G		ISPR原		0		0		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5		その他 タ		U112001300		秩父別土地改良		1500130		保守　秩父別土地改良区		0		保守　秩父別　04月～06月		6/30/15		SB01G		ISPR原		0		0		0		45,369		(45,369)		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5		その他 タ		U112001600		大和高原南土地		1500129		保守　大和高原南部土地改良区		0		保守　大和高原南部　04月～06月		6/30/15		SB01G		ISPR原		0		0		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5		その他 タ		U112002000		猪苗代町土地		1500128		保守　猪苗代町土地改良区		0		保守　猪苗代町　04月～06月		6/30/15		SB01G		ISPR原		0		0		0		42,506		(42,506)		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5		その他 タ		U112002300		中信平土地		1500132		保守　中信平土地改良区連合		0		保守　中信平連合　04月～06月		6/30/15		SB01G		ISPR原		0		0		0		19,600		(19,600)		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5		その他 タ		U112002500		てしおがわ土地		1500151		保守　てしおがわ土地改良区		0		保守　てしおがわ　04月～06月		6/30/15		SB01G		ISPR原		0		0		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5		その他 タ		U112002600		一ツ瀬川土地		1500134		保守　一ツ瀬川土地改良区		0		保守　一ツ瀬川　04月～06月		6/30/15		SB01G		ISPR原		0		0		0		68,450		(68,450)		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5		その他 タ		U112003000		指宿市開聞土地		1500135		保守　指宿市開聞土地改良区		0		保守　指宿市開聞　04月～06月		6/30/15		SB01G		ISPR原		0		0		0		16,850		(16,850)		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5		その他 タ		U112003300		埼玉北部土地		1500133		保守　埼玉北部土地改良区連合		0		保守　埼玉北部連合　04月～06月		6/30/15		SB01G		ISPR原		0		0		0		3,733		(3,733)		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5		その他 タ		U112003800		魚沼市土地		1500137		保守　魚沼市土地改良区		0		保守　魚沼市　04月～06月		6/30/15		SB01G		ISPR原		0		0		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5		その他 タ		U113000500		壱岐土地		1500139		保守　壱岐土地改良区		0		保守　壱岐　04月～06月		6/30/15		SB01G		ISPR原		0		0		0		49,974		(49,974)		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5		その他 タ		U113000600		大井川右岸土地		1500148		保守　大井川右岸土地改良区		0		保守　大井川右岸　04月～06月		6/30/15		SB01G		ISPR原		0		0		0		39,255		(39,255)		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5		その他 タ		U113000700		神竜土地		1500143		保守　神竜土地改良区		0		保守　神竜　04月～06月		6/30/15		SB01G		ISPR原		0		0		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5		その他 タ		U113000900		当麻土地		1500141		保守　当麻土地改良区		0		保守　当麻　04月～06月		6/30/15		SB01G		ISPR原		0		0		0		1,869		(1,869)		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5		その他 タ		U113001000		大雪土地連合		1500140		保守　大雪土地改良区連合		0		保守　大雪連合　04月～06月		6/30/15		SB01G		ISPR原		0		0		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5		その他 タ		U113001300		鉾田土地		1500142		保守　鉾田土地改良区		0		保守　鉾田　04月～06月		6/30/15		SB01G		ISPR原		0		0		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5		その他 タ		U113001400		南相馬土地		1500144		保守　南相馬土地改良区		0		保守　南相馬　04月～06月		6/30/15		SB01G		ISPR原		0		0		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5		その他 タ		U113001500		姉川沿岸土地		1500145		保守　姉川沿岸土地改良区		0		保守　姉川沿岸　04月～06月		6/30/15		SB01G		ISPR原		0		0		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5		その他 タ		U113001800		吉野川北岸土地		1500146		保守　吉野川北岸土地改良区		0		保守　吉野川北岸　04月～06月		6/30/15		SB01G		ISPR原		0		0		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5		その他 タ		U113002900		日野川用水土地		1500149		保守　日野川用水土地改良区		0		保守　日野川用水　04月～06月		6/30/15		SB01G		ISPR原		0		0		0		17,267		(17,267)		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5		その他 タ		U113003100		道前平野土地		1500171		保守　道前平野土地改良区		0		保守　道前平野　04月～06月		6/30/15		SB01G		ISPR原		0		0		0		7,467		(7,467)		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5		その他 タ		U113003500		坂井北部土地		1500161		保守　坂井北部土地改良区		0		保守　坂井北部　04月～06月		6/30/15		SB01G		ISPR原		0		0		0		8,400		(8,400)		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5		その他 タ		U113003600		西濃用水土地連		1500150		保守　西濃用水土地改良区連合		0		保守　西濃用水連合　04月～06月		6/30/15		SB01G		ISPR原		0		0		0		1,400		(1,400)		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5		その他 タ		U113003800		並石土地		1500176		保守　並石土地改良区		0		保守　並石　04月～06月		6/30/15		SB01G		ISPR原		0		0		0		1,400		(1,400)		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5		その他 タ		U113004100		東和土地		1500169		保守　東和土地改良区		0		保守　東和　04月～06月		6/30/15		SB01G		ISPR原		0		0		0		21,467		(21,467)		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5		その他 タ		U113004200		ひぬま川土地		1500152		保守　ひぬま川土地改良区		0		保守　ひぬま川　04月～06月		6/30/15		SB01G		ISPR原		0		0		0		55,524		(55,524)		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5		その他 タ		U113004900		員弁川第二土地		1500154		保守　員弁川用水第二土地改良区		0		保守　員弁川用水第二　04月～06月		6/30/15		SB01G		ISPR原		0		0		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5		その他 タ		U114000200		西諸土地		1500163		保守　西諸土地改良区		0		保守　西諸　04月～06月		6/30/15		SB01G		ISPR原		0		0		0		33,183		(33,183)		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5		その他 タ		U114000300		尾鈴土地連合		1500174		保守　尾鈴土地改良区連合		0		保守　尾鈴連合　04月～06月		6/30/15		SB01G		ISPR原		0		0		0		29,443		(29,443)		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5		その他 タ		U114000500		提子土地 		1500166		保守　提子土地改良区		0		保守　提子　04月～06月		6/30/15		SB01G		ISPR原		0		0		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5		その他 タ		U114000800		加古川西部土地		1500156		保守　加古川西部土地改良区		0		保守　加古川西部　04月～06月		6/30/15		SB01G		ISPR原		0		0		0		31,896		(31,896)		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5		その他 タ		U114000900		永山土地		1500155		保守　永山土地改良区		0		保守　永山　04月～06月		6/30/15		SB01G		ISPR原		0		0		0		5,600		(5,600)		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5		その他 タ		U114001200		日田市土地		1500172		保守　日田市土地改良区		0		保守　日田市　04月～06月		6/30/15		SB01G		ISPR原		0		0		0		2,800		(2,800)		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5		その他 タ		U114001300		郡山市東部土地		1500158		保守　郡山市東部土地改良区		0		保守　郡山市東部　04月～06月		6/30/15		SB01G		ISPR原		0		0		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5		その他 タ		U114001500		吾南土地		1500160		保守　高知県吾南土地改良区		0		保守　高知県吾南　04月～06月		6/30/15		SB01G		ISPR原		0		0		0		36,162		(36,162)		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5		その他 タ		U114001900		備南土地		1500173		保守　備南土地改良区		0		保守　備南　04月～06月		6/30/15		SB01G		ISPR原		0		0		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5		その他 タ		U114002100		元治水土地		1500159		保守　元治水井路土地改良区		0		保守　元治水井路　04月～06月		6/30/15		SB01G		ISPR原		0		0		0		1,869		(1,869)		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5		その他 タ		U114002300		印旛沼土地		1500153		保守　印旛沼土地改良区		0		保守　印旛沼　04月～06月		6/30/15		SB01G		ISPR原		0		0		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5		その他 タ		U114002400		名取土地		1500177		保守　名取土地改良区		0		保守　名取　04月～06月		6/30/15		SB01G		ISPR原		0		0		0		5,593		(5,593)		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5		その他 タ		U114002800		藤沢土地		1500170		保守　藤沢土地改良区		0		保守　藤沢　04月～06月		6/30/15		SB01G		ISPR原		0		0		0		5,124		(5,124)		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5		その他 タ		U114003100		美田東部土地		1500162		保守　小山市美田東部土地改良区		0		保守　小山市美田東部　04月～06月		6/30/15		SB01G		ISPR原		0		0		0		20,119		(20,119)		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5		その他 タ		U114003400		笠野原土地		1500157		保守　笠野原土地改良区		0		保守　笠野原　04月～06月		6/30/15		SB01G		ISPR原		0		0		0		5,600		(5,600)		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5		その他 タ		U114003500		曽於南部土地		1500165		保守　曽於南部土地改良区		0		保守　曽於南部　04月～06月		6/30/15		SB01G		ISPR原		0		0		0		1,869		(1,869)		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5		その他 タ		U114003600		富良野土地		1500175		保守　富良野土地改良区		0		保守　富良野　04月～06月		6/30/15		SB01G		ISPR原		0		0		0		13,397		(13,397)		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5		その他 タ		U114003700		千葉測器		1500167		保守　天羽土地改良区		0		保守　天羽　04月～06月		6/30/15		SB01G		ISPR原		0		0		0		21,933		(21,933)		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5		その他 タ		U114004000		都城盆地土地		1500168		保守　都城盆地土地改良区		0		保守　都城盆地　04月～06月		6/30/15		SB01G		ISPR原		0		0		0		7,466		(7,466)		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5		その他 タ		U114004100		石狩土地		1500164		保守　石狩土地改良区		0		保守　石狩　04月～06月		6/30/15		SB01G		ISPR原		0		0		0		160,645		(160,645)		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5		その他 タ		U115000600		北淡路土地 		1500195		保守　北淡路土地改良区		0		保守　北淡路　04月～06月		6/30/15		SB01G		ISPR原		0		0		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5		その他 タ		U115001100		奥出雲町土地		1500193		保守　奥出雲町土地改良区		0		保守　奥出雲町　06月		6/30/15		SB01G		ISPR原		0		0		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5		その他 タ		X000000000		その他		1500099		MIEL　保守サポート		0		MIEL　保守サポート　04月		4/30/15		SB01G		ISPR原		0		0		0		1,177,804		(1,177,804)		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5		その他 タ		X000000000		その他		1500099		MIEL　保守サポート		1		MIEL　保守サポート　05月		5/1/15		SB01G		ISPR原		0		0		0		745,660		(745,660)		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5		その他 タ		X000000000		その他		1500099		MIEL　保守サポート		2		MIEL　保守サポート　06月		6/1/15		SB01G		ISPR原		0		0		0		999,863		(999,863)		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5		その他 タ		X000000000		その他		1500099		MIEL　保守サポート		3		MIEL　保守サポート　07月		7/1/15		SB01G		ISPR原		0		0		0		1,008,336		(1,008,336)		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5		その他 タ		X000000000		その他		1500099		MIEL　保守サポート		4		MIEL　保守サポート　08月		8/1/15		SB01G		ISPR原		0		0		0		881,235		(881,235)		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5		その他 タ		X000000000		その他		1500099		MIEL　保守サポート		5		MIEL　保守サポート　09月		9/1/15		SB01G		ISPR原		0		0		0		991,389		(991,389)		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

																								237,999,309		237,999,309		237,999,309		393,596,663		(155,597,355)		-65.38%		165.38%
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		5		その他 タ		X000000000		その他		1500206		保守　土地改良区バックアップ作業		0		保守　土地改良区バックアップ作業　04月～06月		6/30/15		SB01G		ISPR原		0		0		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5		その他 タ		X000000000		その他		1500206		保守　土地改良区バックアップ作業		1		保守　土地改良区バックアップ作業　07月～09月		9/30/15		SB01G		ISPR原		0		0		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		1		ＥＳ事 コト		U095006501		横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻ		1400376		ＹＪＰ：KLTO_30-H 運転用計算機		7		ＹＪＰ：KLTO_30-H運転用計算機機能現地調整サポート		9/30/15		NJT21		Ｔ２１		348,330		348,330		348,330		344,363		3,967		1.14%		98.86%

		1		ＥＳ事 コト		U095045000		ｳｪｻﾞｰﾆｭｰｽﾞ		1500107		WNI NEXCO西日本iHighway		1		WNI iHighway(ランプ閉鎖・乗継IC)開発		7/31/15		SBCS1		千葉S1		1,691,500		1,691,500		1,691,500		1,676,367		15,133		0.89%		99.11%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400630		Canon ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗﾌｧｰﾑｳｪｱ開発環境整備[2015]		0		Canon ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗﾌｧｰﾑｳｪｱ開発環境整備[2015] 4月		4/20/15		NJT22		Ｔ２２		623,700		623,700		623,700		619,431		4,269		0.68%		99.32%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400630		Canon ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗﾌｧｰﾑｳｪｱ開発環境整備[2015]		1		Canon ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗﾌｧｰﾑｳｪｱ開発環境整備[2015] 5月		5/20/15		NJT22		Ｔ２２		571,200		571,200		571,200		565,392		5,808		1.02%		98.98%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400630		Canon ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗﾌｧｰﾑｳｪｱ開発環境整備[2015]		2		Canon ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗﾌｧｰﾑｳｪｱ開発環境整備[2015] 6月		6/20/15		NJT22		Ｔ２２		702,450		702,450		702,450		695,491		6,959		0.99%		99.01%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400630		Canon ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗﾌｧｰﾑｳｪｱ開発環境整備[2015]		4		Canon ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗﾌｧｰﾑｳｪｱ開発環境整備[2015] 8月		8/20/15		NJT22		Ｔ２２		567,000		567,000		567,000		563,436		3,564		0.63%		99.37%

		1		ＥＳ事 コト		U114002500		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾈｯﾄ開		1400127		Android端末用(Chopper)デバイスドライバ開発		0		Android端末用(Chopper)デバイスドライバ開発		4/20/15		TBS1		東北S1		1,232,000		1,232,000		1,232,000		1,221,522		10,478		0.85%		99.15%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500167		森永乳業　量販受注・量販請求業務支援他		2		森永乳業　量販受注・量販請求業務支援他(06月)		6/30/15		NJJ31		Ｊ３１		1,564,750		1,564,750		1,564,750		1,546,969		17,781		1.14%		98.86%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500264		[NMSE]2015年度上期iBodymoｱﾌﾟﾘ試験		3		[NMSE]2015年度上期iBodymoｱﾌﾟﾘ試験( 7月)		7/31/15		NJT11		Ｔ１１		164,600		164,600		164,600		162,367		2,233		1.36%		98.64%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500261		[NMSE]MCAS様向けIP無線システムIP無線機SW開発		0		[NMSE]MCAS様向けIP無線システムIP無線機SW開発 6月		6/12/15		NJT12		Ｔ１２		2,625,000		2,625,000		2,625,000		2,589,398		35,602		1.36%		98.64%

		2		ＩＣＴ事 コト		U103000200		ｼｬｰﾌﾟﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾋ		1500230		周辺機器連携アプリ開発		0		16夏周辺機器連携アプリ開発（9月度）		9/17/15		SBSS1		佐原S1		697,000		697,000		697,000		687,330		9,670		1.39%		98.61%

		2		ＩＣＴ事 コト		U110000100		NTTﾄﾞｺﾓ		1500242		[DCM]次世代CSｻｰﾋﾞｽ関連ｼｽﾃﾑ保守運営業務		3		[DCM]次世代CSｻｰﾋﾞｽ関連ｼｽﾃﾑ保守運営業務(7月)		7/31/15		NJT12		Ｔ１２		2,685,832		2,685,832		2,685,832		2,662,549		23,283		0.87%		99.13%

		4		ＮＳ事 コト		U095026701		日本出版 王子		1500099		基盤		4		王子　システム基盤		8/31/15		NJN12		Ｎ１２		1,794,100		1,794,100		1,794,100		1,773,222		20,878		1.16%		98.84%

		4		ＮＳ事 コト		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1500104		NHKMT インターネット運用業務		3		NHKMT インターネット運用業務		7/31/15		NJN12		Ｎ１２		1,240,000		1,240,000		1,240,000		1,226,287		13,713		1.11%		98.89%

		4		ＮＳ事 コト		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1500105		NHKMT IT運用部（放送系）		4		NHKMT IT運用部（放送系）		8/31/15		NJN12		Ｎ１２		4,833,886		4,833,886		4,833,886		4,785,036		48,850		1.01%		98.99%

		4		ＮＳ事 コト		U104002900		長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮ		1500049		（長谷工-IT H27）ＰＣ運用／技術支援作業		0		（長谷工-IT H27）ＰＣ運用／技術支援作業		4/30/15		NJN21		Ｎ２１		3,586,195		3,586,195		3,586,195		3,555,483		30,712		0.86%		99.14%

		4		ＮＳ事 コト		U104002900		長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮ		1500049		（長谷工-IT H27）ＰＣ運用／技術支援作業		2		（長谷工-IT H27）ＰＣ運用／技術支援作業		6/30/15		NJN21		Ｎ２１		3,924,170		3,924,170		3,924,170		3,879,400		44,770		1.14%		98.86%

		4		ＮＳ事 コト		U104002900		長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮ		1500049		（長谷工-IT H27）ＰＣ運用／技術支援作業		3		（長谷工-IT H27）ＰＣ運用／技術支援作業		7/31/15		NJN21		Ｎ２１		3,968,100		3,968,100		3,968,100		3,935,909		32,191		0.81%		99.19%

		4		ＮＳ事 コト		U104004500		野村総合研究所		1500034		野村総研（２０１５年度）		1		野村総研（２０１５年度）		5/31/15		NJN11		Ｎ１１		1,282,172		1,282,172		1,282,172		1,273,078		9,094		0.71%		99.29%

		4		ＮＳ事 コト		U104004500		野村総合研究所		1500034		野村総研（２０１５年度）		4		野村総研（２０１５年度）		8/31/15		NJN11		Ｎ１１		1,282,555		1,282,555		1,282,555		1,267,166		15,389		1.20%		98.80%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1500059		CTC(SI諸業務)金融ｼｽ1部3課		99		CTC(SI諸業務)金融ｼｽ1部3課		9/30/15		NJN21		Ｎ２１		126,780		126,780		126,780		124,928		1,852		1.46%		98.54%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1500080		CTC(SI委託契約)MH_ｱﾌﾟﾘ仮想化Win2003対応		4		CTC(SI委託契約)MH_ｱﾌﾟﾘ仮想化Win2003対応		8/31/15		NJN21		Ｎ２１		840,000		840,000		840,000		832,501		7,499		0.89%		99.11%

		4		ＮＳ事 コト		U114000100		志賀国際特許		1500226		（志賀国際 H27）ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ業務委託		4		（志賀国際 H27）ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ業務委託		8/31/15		NJN21		Ｎ２１		338,400		338,400		338,400		334,800		3,600		1.06%		98.94%

		5		その他 タ		U095023300		三井ﾎｰﾑ		1500047		②【OS】三井ﾎｰﾑ 積算（橋詰）		3		②【OS】三井/積算業務		7/31/15		EBCS		ＣＳ課		412,000		412,000		412,000		405,914		6,086		1.48%		98.52%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1500055		②【OS】富国生命(企画室）		0		②【OS】富国/企画室		4/30/15		EBCS		ＣＳ課		368,550		368,550		368,550		364,521		4,029		1.09%		98.91%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1500055		②【OS】富国生命(企画室）		1		②【OS】富国/企画室		5/31/15		EBCS		ＣＳ課		340,200		340,200		340,200		336,481		3,719		1.09%		98.91%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1500055		②【OS】富国生命(企画室）		2		②【OS】富国/企画室		6/30/15		EBCS		ＣＳ課		384,750		384,750		384,750		380,544		4,206		1.09%		98.91%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1500055		②【OS】富国生命(企画室）		3		②【OS】富国/企画室		7/31/15		EBCS		ＣＳ課		382,050		382,050		382,050		377,874		4,176		1.09%		98.91%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1500055		②【OS】富国生命(企画室）		4		②【OS】富国/企画室		8/31/15		EBCS		ＣＳ課		378,000		378,000		378,000		373,868		4,132		1.09%		98.91%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1500055		②【OS】富国生命(企画室）		5		②【OS】富国/企画室		9/30/15		EBCS		ＣＳ課		359,100		359,100		359,100		355,175		3,925		1.09%		98.91%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1500056		②【OS】富国生命(推進G）		0		②【OS】富国/推進G		7/31/15		EBCS		ＣＳ課		415,800		415,800		415,800		411,255		4,545		1.09%		98.91%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1500056		②【OS】富国生命(推進G）		1		②【OS】富国/推進G		8/31/15		EBCS		ＣＳ課		378,000		378,000		378,000		373,868		4,132		1.09%		98.91%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1500056		②【OS】富国生命(推進G）		2		②【OS】富国/推進G		9/30/15		EBCS		ＣＳ課		359,100		359,100		359,100		355,175		3,925		1.09%		98.91%

		5		その他 タ		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1500039		②【OS】NHK-MT 庶務業務（真茅）		5		②【OS】NHKMT/庶務業務(砧)		9/30/15		EBCS		ＣＳ課		400,000		400,000		400,000		395,232		4,768		1.19%		98.81%

		5		その他 タ		U105000200		ﾕｰｷｬｽｻｰﾋﾞｽ		1500046		②【OS】ﾕｰｷｬｽｻｰﾋﾞｽ 運用業務		1		②【OS】Uｷｬｽ/ﾃﾞｰﾀ運用		5/31/15		EBCS		ＣＳ課		1,730,000		1,730,000		1,730,000		1,714,585		15,415		0.89%		99.11%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500020		基幹業務ｼｽﾃﾑ再構築（開発工程）		0		基幹業務ｼｽﾃﾑ再構築（開発工程）		4/30/15		TBS1		東北S1		360,000		360,000		360,000		352,196		7,804		2.17%		97.83%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400630		Canon ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗﾌｧｰﾑｳｪｱ開発環境整備[2015]		3		Canon ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗﾌｧｰﾑｳｪｱ開発環境整備[2015] 7月		7/20/15		NJT22		Ｔ２２		593,250		593,250		593,250		582,999		10,251		1.73%		98.27%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400631		Canon HMD組み込みソフト開発・設計[2015]		2		Canon HMD組み込みソフト開発・設計[2015] 6月		6/20/15		NJT22		Ｔ２２		918,850		918,850		918,850		896,000		22,850		2.49%		97.51%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500167		森永乳業　量販受注・量販請求業務支援他		0		森永乳業　量販受注・量販請求業務支援他(04月)		4/30/15		NJJ31		Ｊ３１		1,578,250		1,578,250		1,578,250		1,546,969		31,281		1.98%		98.02%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500167		森永乳業　量販受注・量販請求業務支援他		3		森永乳業　量販受注・量販請求業務支援他(07月)		7/31/15		NJJ31		Ｊ３１		1,508,500		1,508,500		1,508,500		1,472,730		35,770		2.37%		97.63%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500251		[NMSE]【DHQ】カラダのキモチ		2		[NMSE]カラキモ(Android)7月		7/31/15		NJT11		Ｔ１１		297,200		297,200		297,200		290,623		6,577		2.21%		97.79%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500263		[NMSE]カラダのキモチアプリ評価		3		[NMSE]カラダのキモチアプリ評価( 7月)		7/31/15		NJT11		Ｔ１１		146,500		146,500		146,500		143,487		3,013		2.06%		97.94%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500294		[NMSE]LTE Verup開発		3		[NMSE]LTE Verup開発 2015年度（7～9月）		9/18/15		NJT12		Ｔ１２		1,125,000		1,125,000		1,125,000		1,101,754		23,246		2.07%		97.93%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1500071		C-ITS フロント		3		C-ITS フロント 07月		7/31/15		SBSS2		佐原S2		1,970,000		1,970,000		1,970,000		1,926,550		43,450		2.21%		97.79%

		4		ＮＳ事 コト		U095023300		三井ﾎｰﾑ		1500022		ｼｽﾃﾑ管理ｾﾝﾀｰ運用管理業務　他		2		ｼｽﾃﾑ管理ｾﾝﾀｰ運用管理業務　他		6/30/15		NJN11		Ｎ１１		3,050,000		3,050,000		3,050,000		2,991,536		58,464		1.92%		98.08%

		4		ＮＳ事 コト		U095026701		日本出版 王子		1500099		基盤		0		王子　システム基盤		4/30/15		NJN12		Ｎ１２		1,884,915		1,884,915		1,884,915		1,844,228		40,687		2.16%		97.84%

		4		ＮＳ事 コト		U095026701		日本出版 王子		1500099		基盤		2		王子　システム基盤		6/30/15		NJN12		Ｎ１２		2,257,455		2,257,455		2,257,455		2,206,933		50,522		2.24%		97.76%

		4		ＮＳ事 コト		U095026701		日本出版 王子		1500099		基盤		5		王子　システム基盤		9/30/15		NJN12		Ｎ１２		1,617,925		1,617,925		1,617,925		1,592,830		25,095		1.55%		98.45%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1500154		朝日生命電算機システム運用管理(2015)		0		朝日生命電算機システム運用管理(2015)		5/12/15		NJN23		Ｎ２３		6,530,000		6,530,000		6,530,000		6,412,864		117,136		1.79%		98.21%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1500154		朝日生命電算機システム運用管理(2015)		4		朝日生命電算機システム運用管理(2015)		9/5/15		NJN23		Ｎ２３		6,530,000		6,530,000		6,530,000		6,374,864		155,136		2.38%		97.62%

		4		ＮＳ事 コト		U111000900		ﾌｼﾞﾃﾚｺﾑ		1500033		ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽSOｻｰﾋﾞｽ用ｼｽﾃﾑ運用管理		5		ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽSOｻｰﾋﾞｽ用ｼｽﾃﾑ運用管理		9/30/15		NJN11		Ｎ１１		690,000		690,000		690,000		673,982		16,018		2.32%		97.68%

		4		ＮＳ事 コト		U111003600		ｲﾝﾌｨﾆ		1500147		H27 i5システム　ハードウェア保守サービス		1		H27 i5システム　ハードウェア保守サービス		5/31/15		NJNA2		ＮＡ２		444,400		444,400		444,400		434,069		10,331		2.32%		97.68%

		4		ＮＳ事 コト		U113000200		日立ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｸ		1500031		日立ｽﾄﾚｰｼﾞｿﾘｭｰｼｮﾝSE業務		3		日立ｽﾄﾚｰｼﾞｿﾘｭｰｼｮﾝSE業務		8/6/15		NJN11		Ｎ１１		851,364		851,364		851,364		833,610		17,754		2.09%		97.91%

		5		その他 タ		U095018500		ｽﾊﾞﾙｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ		1500082		②【SS】SSS/ﾃﾞｰﾀ入力（渋木)		4		②【SS】SSS/ﾃﾞｰﾀ入力（渋木)		8/31/15		EBCS		ＣＳ課		350,000		350,000		350,000		341,822		8,178		2.34%		97.66%

		5		その他 タ		U105000200		ﾕｰｷｬｽｻｰﾋﾞｽ		1500046		②【OS】ﾕｰｷｬｽｻｰﾋﾞｽ 運用業務		5		②【OS】Uｷｬｽ/ﾃﾞｰﾀ運用		9/30/15		EBCS		ＣＳ課		1,730,000		1,730,000		1,730,000		1,688,475		41,525		2.40%		97.60%

		5		その他 タ		U107001500		ｾﾞﾝﾘﾝﾃﾞｰﾀｺﾑ		1500040		②【OS】ｾﾞﾝﾘﾝﾃﾞｰﾀ（鈴木）		1		②【OS】ｾﾞﾝﾘﾝ/検証（鈴木）		5/31/15		EBCS		ＣＳ課		343,410		343,410		343,410		337,816		5,594		1.63%		98.37%

		5		その他 タ		U107001500		ｾﾞﾝﾘﾝﾃﾞｰﾀｺﾑ		1500040		②【OS】ｾﾞﾝﾘﾝﾃﾞｰﾀ（鈴木）		5		②【OS】ｾﾞﾝﾘﾝ/検証（鈴木）		9/30/15		EBCS		ＣＳ課		339,900		339,900		339,900		333,811		6,089		1.79%		98.21%

		5		その他 タ		U107001500		ｾﾞﾝﾘﾝﾃﾞｰﾀｺﾑ		1500041		②【OS】ｾﾞﾝﾘﾝﾃﾞｰﾀ（青柳）		1		②【OS】ｾﾞﾝﾘﾝ/検証（青柳）		5/31/15		EBCS		ＣＳ課		345,750		345,750		345,750		340,487		5,263		1.52%		98.48%

		5		その他 タ		U107001500		ｾﾞﾝﾘﾝﾃﾞｰﾀｺﾑ		1500041		②【OS】ｾﾞﾝﾘﾝﾃﾞｰﾀ（青柳）		4		②【OS】ｾﾞﾝﾘﾝ/検証（青柳）		8/31/15		EBCS		ＣＳ課		328,200		328,200		328,200		320,458		7,742		2.36%		97.64%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500018		全社業務ｼｽﾃﾑ(資材､人労等)他保守管理業務委託		0		全社業務ｼｽﾃﾑ(資材､人労等)他保守管理業務委託		4/30/15		TBS1		東北S1		769,167		769,167		769,167		743,811		25,356		3.30%		96.70%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500026		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（工藤雄介）		2		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（工藤雄介）		6/30/15		TBS1		東北S1		641,000		641,000		641,000		623,043		17,957		2.80%		97.20%

		1		ＥＳ事 コト		U104001000		ﾄﾖﾀﾃｸﾆｶﾙﾃﾞﾍﾞﾛｯ		1400591		部品仕様開発(TTDC)		0		PF仕様開発(TTDC)		4/24/15		NJT23		Ｔ２３		18,532,000		18,532,000		18,532,000		17,921,013		610,987		3.30%		96.70%

		1		ＥＳ事 コト		U114002500		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾈｯﾄ開		1500052		Android端末用デバイスドライバ開発		1		Android端末用デバイスドライバ開発		6/30/15		TBS1		東北S1		1,400,000		1,400,000		1,400,000		1,352,319		47,681		3.41%		96.59%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500247		[NMSE]CB推アプリ試験		10		[NMSE]CB推アプリ試験 新ﾄﾞｺﾓﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ評価( 7月)		7/31/15		NJT11		Ｔ１１		306,500		306,500		306,500		298,175		8,325		2.72%		97.28%

		2		ＩＣＴ事 コト		U113003900		ｳｫﾙﾄ･ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ		1500352		WDJ（HomeApp 2015秋冬モデル）		0		WDJ（HomeApp 2015秋冬モデル）		9/30/15		NJT13		Ｔ１３		3,750,000		3,750,000		3,750,000		3,623,578		126,422		3.37%		96.63%

		3		ＦＳ事 コト		U103002500		空港情報通信		1500079		AICS　アプリ開発		0		AICS　アプリ開発 04月		4/30/15		SBSS2		佐原S2		3,855,050		3,855,050		3,855,050		3,741,805		113,245		2.94%		97.06%

		3		ＦＳ事 コト		U115000100		ｴﾑｱｲｶｰﾄﾞ		1500220		エムアイカード開発支援業務		2		エムアイカード開発支援業務（６月）		6/30/15		NJJ12		Ｊ１２		846,825		846,825		846,825		818,627		28,198		3.33%		96.67%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1400428		FITEC殿他向けCSE業務(2014)辻田		6		FITEC殿他向けCSE業務(2014)辻田		4/20/15		NJN21		Ｎ２１		549,516		549,516		549,516		530,706		18,810		3.42%		96.58%

		4		ＮＳ事 コト		U095026701		日本出版 王子		1500099		基盤		1		王子　システム基盤		5/31/15		NJN12		Ｎ１２		1,966,850		1,966,850		1,966,850		1,915,234		51,616		2.62%		97.38%

		4		ＮＳ事 コト		U095026701		日本出版 王子		1500099		基盤		3		王子　システム基盤		7/31/15		NJN12		Ｎ１２		1,746,055		1,746,055		1,746,055		1,690,702		55,353		3.17%		96.83%

		4		ＮＳ事 コト		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1500104		NHKMT インターネット運用業務		2		NHKMT インターネット運用業務		6/30/15		NJN12		Ｎ１２		1,240,000		1,240,000		1,240,000		1,203,258		36,742		2.96%		97.04%

		4		ＮＳ事 コト		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1500105		NHKMT IT運用部（放送系）		0		NHKMT IT運用部（放送系）		4/30/15		NJN12		Ｎ１２		5,556,892		5,556,892		5,556,892		5,414,062		142,830		2.57%		97.43%

		4		ＮＳ事 コト		U104002900		長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮ		1500049		（長谷工-IT H27）ＰＣ運用／技術支援作業		5		（長谷工-IT H27）ＰＣ運用／技術支援作業		9/30/15		NJN21		Ｎ２１		3,368,685		3,368,685		3,368,685		3,284,293		84,392		2.51%		97.49%

		4		ＮＳ事 コト		U104004500		野村総合研究所		1500034		野村総研（２０１５年度）		5		野村総研（２０１５年度）		9/30/15		NJN11		Ｎ１１		1,282,092		1,282,092		1,282,092		1,245,488		36,604		2.86%		97.14%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1500059		CTC(SI諸業務)金融ｼｽ1部3課		3		CTC(SI諸業務)金融ｼｽ1部3課		7/31/15		NJN21		Ｎ２１		5,782,246		5,782,246		5,782,246		5,618,953		163,293		2.82%		97.18%

		4		ＮＳ事 コト		U111000900		ﾌｼﾞﾃﾚｺﾑ		1500033		ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽSOｻｰﾋﾞｽ用ｼｽﾃﾑ運用管理		2		ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽSOｻｰﾋﾞｽ用ｼｽﾃﾑ運用管理		6/30/15		NJN11		Ｎ１１		690,000		690,000		690,000		670,041		19,959		2.89%		97.11%

		4		ＮＳ事 コト		U111000900		ﾌｼﾞﾃﾚｺﾑ		1500033		ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽSOｻｰﾋﾞｽ用ｼｽﾃﾑ運用管理		4		ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽSOｻｰﾋﾞｽ用ｼｽﾃﾑ運用管理		8/31/15		NJN11		Ｎ１１		690,000		690,000		690,000		668,070		21,930		3.18%		96.82%

		5		その他 タ		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500062		③【OS】ASY/羽田（一般事務）		2		③【OS】ANA/一般事務（羽田）		6/30/15		EBCS		ＣＳ課		450,000		450,000		450,000		437,960		12,040		2.68%		97.32%

		5		その他 タ		U095021000		ｴｽ･ﾃﾞｲ･ｼｰ		1500115		②【OS】ＳＤＣ (本部)		2		②【OS】ＳＤＣ (本部:藤村、小暮)		8/31/15		EBCS		ＣＳ課		740,000		740,000		740,000		718,361		21,639		2.92%		97.08%

		5		その他 タ		U113004300		ﾃﾗﾃｸﾉﾛｼﾞｰ		1500085		②【SS】Tera/ﾔﾏﾄ運輸ｼｽﾃﾑ開発（後藤）		1		②【SS】Tera/ﾔﾏﾄ運輸ｼｽﾃﾑ開発（後藤）		5/31/15		EBCS		ＣＳ課		603,750		603,750		603,750		586,172		17,578		2.91%		97.09%

		5		その他 タ		U113004300		ﾃﾗﾃｸﾉﾛｼﾞｰ		1500085		②【SS】Tera/ﾔﾏﾄ運輸ｼｽﾃﾑ開発（後藤）		2		②【SS】Tera/ﾔﾏﾄ運輸ｼｽﾃﾑ開発（後藤）		6/30/15		EBCS		ＣＳ課		590,000		590,000		590,000		571,484		18,516		3.14%		96.86%

		5		その他 タ		U113004300		ﾃﾗﾃｸﾉﾛｼﾞｰ		1500085		②【SS】Tera/ﾔﾏﾄ運輸ｼｽﾃﾑ開発（後藤）		5		②【SS】Tera/ﾔﾏﾄ運輸ｼｽﾃﾑ開発（後藤）		9/30/15		EBCS		ＣＳ課		623,750		623,750		623,750		607,535		16,215		2.60%		97.40%

		1		ＥＳ事 コト		U095006501		横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻ		1400446		ＹＪＰ：東京電力富津火力		2		ＹＪＰ：東京富津　現地調整		4/22/15		NJT21		Ｔ２１		646,400		646,400		646,400		620,900		25,500		3.94%		96.06%

		1		ＥＳ事 コト		U095006600		日立国際電気		1500060		放送制御装置設計作業（機能設計～詳細設計対応）		0		放送制御装置設計作業（機能設計～詳細設計対応）		6/30/15		TBS1		東北S1		1,008,000		1,008,000		1,008,000		964,711		43,289		4.29%		95.71%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500024		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（千葉晃永）		4		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（千葉晃永）		8/31/15		TBS1		東北S1		641,000		641,000		641,000		618,257		22,743		3.55%		96.45%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500025		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（遠藤誠）		1		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（遠藤誠）		5/31/15		TBS1		東北S1		641,000		641,000		641,000		616,343		24,657		3.85%		96.15%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500247		[NMSE]CB推アプリ試験		9		[NMSE]CB推アプリ試験 ﾛｯｸ関連評価( 7月)		7/31/15		NJT11		Ｔ１１		932,000		932,000		932,000		898,175		33,825		3.63%		96.37%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500266		[NMSE]2015上期SL推アプリ試験		3		[NMSE]2015上期SL推アプリ試験(電話帳)( 7月)		7/31/15		NJT11		Ｔ１１		209,000		209,000		209,000		200,000		9,000		4.31%		95.69%

		2		ＩＣＴ事 コト		U110000100		NTTﾄﾞｺﾓ		1500242		[DCM]次世代CSｻｰﾋﾞｽ関連ｼｽﾃﾑ保守運営業務		2		[DCM]次世代CSｻｰﾋﾞｽ関連ｼｽﾃﾑ保守運営業務(6月)		6/30/15		NJT12		Ｔ１２		2,480,250		2,480,250		2,480,250		2,381,055		99,195		4.00%		96.00%

		3		ＦＳ事 コト		U095008107		三越伊勢丹ｼｽﾃﾑ		1500075		外商・周辺グループ内業務		5		外商・周辺グループ内業務（９月）		9/30/15		NJJ12		Ｊ１２		750,000		750,000		750,000		718,704		31,296		4.17%		95.83%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1400320		保障設計支援機能の残課題改善要望（火災変更）		10		保障設計【火災／開発以降／仕様変更１】		4/30/15		NJJ11		Ｊ１１		5,887,600		5,887,600		5,887,600		5,646,955		240,645		4.09%		95.91%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1400431		RL&FITEC殿他向けCSE業務(2014)山道		6		RL&FITEC殿他向けCSE業務(2014)山道		4/20/15		NJN21		Ｎ２１		607,044		607,044		607,044		584,902		22,142		3.65%		96.35%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1400165		朝日生命電算機システム運用管理(2014)		11		朝日生命電算機システム運用管理(2014)		4/2/15		NJN23		Ｎ２３		6,530,000		6,530,000		6,530,000		6,257,947		272,053		4.17%		95.83%

		4		ＮＳ事 コト		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1500105		NHKMT IT運用部（放送系）		3		NHKMT IT運用部（放送系）		7/31/15		NJN12		Ｎ１２		4,833,747		4,833,747		4,833,747		4,647,764		185,983		3.85%		96.15%

		4		ＮＳ事 コト		U104003100		富士通ｴﾌｻｽ		1400646		（富士通ｴﾌｻｽH27派遣/佐藤）ﾌｧｲﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ		3		（富士通ｴﾌｻｽH27.7月派遣/佐藤）ﾌｧｲﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ		7/20/15		NJN11		Ｎ１１		172,081		172,081		172,081		165,540		6,541		3.80%		96.20%

		4		ＮＳ事 コト		U111003600		ｲﾝﾌｨﾆ		1500147		H27 i5システム　ハードウェア保守サービス		2		H27 i5システム　ハードウェア保守サービス		6/30/15		NJNA2		ＮＡ２		444,400		444,400		444,400		424,794		19,606		4.41%		95.59%

		4		ＮＳ事 コト		U111003600		ｲﾝﾌｨﾆ		1500147		H27 i5システム　ハードウェア保守サービス		3		H27 i5システム　ハードウェア保守サービス		7/31/15		NJNA2		ＮＡ２		444,400		444,400		444,400		424,794		19,606		4.41%		95.59%

		4		ＮＳ事 コト		U111003600		ｲﾝﾌｨﾆ		1500147		H27 i5システム　ハードウェア保守サービス		4		H27 i5システム　ハードウェア保守サービス		8/31/15		NJNA2		ＮＡ２		444,400		444,400		444,400		424,794		19,606		4.41%		95.59%

		4		ＮＳ事 コト		U111003600		ｲﾝﾌｨﾆ		1500147		H27 i5システム　ハードウェア保守サービス		5		H27 i5システム　ハードウェア保守サービス		9/30/15		NJNA2		ＮＡ２		444,400		444,400		444,400		424,794		19,606		4.41%		95.59%

		4		ＮＳ事 コト		U113000200		日立ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｸ		1500031		日立ｽﾄﾚｰｼﾞｿﾘｭｰｼｮﾝSE業務		4		日立ｽﾄﾚｰｼﾞｿﾘｭｰｼｮﾝSE業務		9/4/15		NJN11		Ｎ１１		763,242		763,242		763,242		729,613		33,629		4.41%		95.59%

		5		その他 タ		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1500039		②【OS】NHK-MT 庶務業務（真茅）		1		②【OS】NHKMT/庶務業務(砧)		5/31/15		EBCS		ＣＳ課		400,000		400,000		400,000		384,550		15,450		3.86%		96.14%

		5		その他 タ		U105000200		ﾕｰｷｬｽｻｰﾋﾞｽ		1500046		②【OS】ﾕｰｷｬｽｻｰﾋﾞｽ 運用業務		0		②【OS】Uｷｬｽ/ﾃﾞｰﾀ運用		4/30/15		EBCS		ＣＳ課		1,750,000		1,750,000		1,750,000		1,674,782		75,218		4.30%		95.70%

		5		その他 タ		U105000200		ﾕｰｷｬｽｻｰﾋﾞｽ		1500046		②【OS】ﾕｰｷｬｽｻｰﾋﾞｽ 運用業務		2		②【OS】Uｷｬｽ/ﾃﾞｰﾀ運用		6/30/15		EBCS		ＣＳ課		1,730,000		1,730,000		1,730,000		1,663,193		66,807		3.86%		96.14%

		5		その他 タ		U113004300		ﾃﾗﾃｸﾉﾛｼﾞｰ		1500085		②【SS】Tera/ﾔﾏﾄ運輸ｼｽﾃﾑ開発（後藤）		0		②【SS】Tera/ﾔﾏﾄ運輸ｼｽﾃﾑ開発（後藤）		4/30/15		EBCS		ＣＳ課		533,750		533,750		533,750		511,398		22,352		4.19%		95.81%

		5		その他 タ		U113004300		ﾃﾗﾃｸﾉﾛｼﾞｰ		1500085		②【SS】Tera/ﾔﾏﾄ運輸ｼｽﾃﾑ開発（後藤）		3		②【SS】Tera/ﾔﾏﾄ運輸ｼｽﾃﾑ開発（後藤）		7/31/15		EBCS		ＣＳ課		531,250		531,250		531,250		508,728		22,522		4.24%		95.76%

		1		ＥＳ事 コト		U095006501		横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻ		1400372		ＹＪＰ：新バッチシステムエンジニアリングツール		3		ＹＪＰ：新バッチシステムFY15 1Q対応項目		6/30/15		NJT21		Ｔ２１		4,356,250		4,356,250		4,356,250		4,138,500		217,750		5.00%		95.00%

		1		ＥＳ事 コト		U095006501		横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻ		1400372		ＹＪＰ：新バッチシステムエンジニアリングツール		4		ＹＪＰ：新バッチシステムFY15 2Q対応		9/28/15		NJT21		Ｔ２１		2,671,800		2,671,800		2,671,800		2,542,300		129,500		4.85%		95.15%

		1		ＥＳ事 コト		U095006803		日立製作 公共		1500041		気象庁SWII保守		2		気象庁SWII保守 6月		6/30/15		SBCS1		千葉S1		749,800		749,800		749,800		708,612		41,188		5.49%		94.51%

		1		ＥＳ事 コト		U095011900		OKIｿﾌﾄｳｪｱ		1500013		基幹系日付情報変更対応（結合試験工程）		2		基幹系システムソース統合		7/31/15		TBS1		東北S1		828,000		828,000		828,000		786,699		41,301		4.99%		95.01%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500024		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（千葉晃永）		1		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（千葉晃永）		5/31/15		TBS1		東北S1		641,000		641,000		641,000		608,687		32,313		5.04%		94.96%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500028		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（青砥尚代）		0		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（青砥尚代）		4/30/15		TBS1		東北S1		641,000		641,000		641,000		606,773		34,227		5.34%		94.66%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500028		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（青砥尚代）		3		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（青砥尚代）		7/31/15		TBS1		東北S1		641,000		641,000		641,000		610,601		30,399		4.74%		95.26%

		1		ＥＳ事 コト		U098003100		ｱｽﾞﾋﾞﾙﾋﾞﾙｼｽﾃﾑｶ		1500329		Ａ：超音波式積算熱量計		0		Ａ：超音波式積算熱量計　演算部と表示部のF／W修正		7/31/15		NJT21		Ｔ２１		3,001,500		3,001,500		3,001,500		2,851,500		150,000		5.00%		95.00%

		1		ＥＳ事 コト		U099004200		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸITS		1400640		PASITS T社17CY DA HMI		2		PASITS T社17CY DA HMI 6月		6/19/15		NJT22		Ｔ２２		19,301,000		19,301,000		19,301,000		18,413,901		887,099		4.60%		95.40%

		1		ＥＳ事 コト		U110001600		富士通ｱﾄﾞｴﾝｼﾞﾆ		1400508		G-BOOKサーバー老朽更新		1		G-BOOKサーバー・現調		5/15/15		NJT23		Ｔ２３		800,000		800,000		800,000		763,841		36,159		4.52%		95.48%

		1		ＥＳ事 コト		U114003800		ﾄﾖﾀ自動車		1400580		S&S機能安全[2015]		1		S&S機能安全[2015.06-07]		7/27/15		NJT23		Ｔ２３		736,000		736,000		736,000		696,705		39,295		5.34%		94.66%

		1		ＥＳ事 コト		U114003800		ﾄﾖﾀ自動車		1400582		サブASSY[2015]		0		サブASSY[2015.03-05]		5/29/15		NJT23		Ｔ２３		9,690,000		9,690,000		9,690,000		9,171,539		518,461		5.35%		94.65%

		1		ＥＳ事 コト		U114003800		ﾄﾖﾀ自動車		1500238		ダイアグ[2015]		1		ダイアグ[2015.07-09]		9/25/15		NJT23		Ｔ２３		17,928,000		17,928,000		17,928,000		17,109,374		818,626		4.57%		95.43%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500169		森永乳業　物流生産運用業務支援2		0		森永乳業　物流生産運用業務支援2(04月)		4/30/15		NJJ31		Ｊ３１		1,548,000		1,548,000		1,548,000		1,472,734		75,266		4.86%		95.14%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500044		技術者派遣業務（村形 裕一）		2		技術者派遣業務（村形 裕一）		6/30/15		TBS2		東北S2		655,000		655,000		655,000		619,563		35,437		5.41%		94.59%

		2		ＩＣＴ事 コト		U096005700		ｿﾆｰ		1500179		SONY（GPSｿﾌﾄｳｪｱ）		4		SONY（GPSｿﾌﾄｳｪｱ）7月追加分		7/31/15		NJT13		Ｔ１３		1,760,000		1,760,000		1,760,000		1,675,992		84,008		4.77%		95.23%

		2		ＩＣＴ事 コト		U101003200		ｿﾆｰﾓﾊﾞｲﾙｺﾐｭﾆｹｰ		1500280		SOMC（FOTA）		1		SOMC（FOTA）5/21～7/20		7/20/15		NJT13		Ｔ１３		1,912,500		1,912,500		1,912,500		1,808,946		103,554		5.41%		94.59%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1400642		[KC]KA434466 ﾃﾞｲﾘｰｽﾃｯﾌﾟ、ﾎｰﾑ、ｷﾞｬﾗﾘｰ		0		[KC]KA43 ﾃﾞｲﾘｰｽﾃｯﾌﾟ/ﾎｰﾑ/ｷﾞｬﾗﾘｰ機能開発		5/20/15		NJT11		Ｔ１１		8,393,875		8,393,875		8,393,875		7,974,181		419,694		5.00%		95.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1400642		[KC]KA434466 ﾃﾞｲﾘｰｽﾃｯﾌﾟ、ﾎｰﾑ、ｷﾞｬﾗﾘｰ		1		[KC]KA44 ﾃﾞｲﾘｰｽﾃｯﾌﾟ/ﾎｰﾑ/ｷﾞｬﾗﾘｰ機能開発		5/20/15		NJT11		Ｔ１１		9,080,225		9,080,225		9,080,225		8,626,214		454,011		5.00%		95.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1400642		[KC]KA434466 ﾃﾞｲﾘｰｽﾃｯﾌﾟ、ﾎｰﾑ、ｷﾞｬﾗﾘｰ		2		[KC]KA43 ﾃﾞｲﾘｰｽﾃｯﾌﾟ/ﾎｰﾑ/ｷﾞｬﾗﾘｰ評価と細部調整開発		7/20/15		NJT11		Ｔ１１		4,600,000		4,600,000		4,600,000		4,370,000		230,000		5.00%		95.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1400642		[KC]KA434466 ﾃﾞｲﾘｰｽﾃｯﾌﾟ、ﾎｰﾑ、ｷﾞｬﾗﾘｰ		3		[KC]KA44 ﾃﾞｲﾘｰｽﾃｯﾌﾟ/ﾎｰﾑ/ｷﾞｬﾗﾘｰ評価と細部調整開発		7/20/15		NJT11		Ｔ１１		6,742,925		6,742,925		6,742,925		6,405,779		337,146		5.00%		95.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1400642		[KC]KA434466 ﾃﾞｲﾘｰｽﾃｯﾌﾟ、ﾎｰﾑ、ｷﾞｬﾗﾘｰ		4		[KC]KA66 ﾃﾞｲﾘｰｽﾃｯﾌﾟ/ﾎｰﾑ/ｷﾞｬﾗﾘｰ機能開発		7/20/15		NJT11		Ｔ１１		4,989,950		4,989,950		4,989,950		4,740,453		249,497		5.00%		95.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1400642		[KC]KA434466 ﾃﾞｲﾘｰｽﾃｯﾌﾟ、ﾎｰﾑ、ｷﾞｬﾗﾘｰ		5		[KC]KA44 ﾎｰﾑ/ｷﾞｬﾗﾘｰ/ﾃﾞｲﾘｰｽﾃｯﾌﾟ機能開発		6/30/15		NJT11		Ｔ１１		2,782,500		2,782,500		2,782,500		2,643,375		139,125		5.00%		95.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1400642		[KC]KA434466 ﾃﾞｲﾘｰｽﾃｯﾌﾟ、ﾎｰﾑ、ｷﾞｬﾗﾘｰ		6		[KC]KA85 ﾎｰﾑ/ｷﾞｬﾗﾘｰ機能開発（母体改良）		9/21/15		NJT11		Ｔ１１		8,625,750		8,625,750		8,625,750		8,194,463		431,287		5.00%		95.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1400642		[KC]KA434466 ﾃﾞｲﾘｰｽﾃｯﾌﾟ、ﾎｰﾑ、ｷﾞｬﾗﾘｰ		7		[KC]KA73 機能開発（その1）		9/21/15		NJT11		Ｔ１１		2,968,000		2,968,000		2,968,000		2,819,600		148,400		5.00%		95.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500182		VA（ｸﾗｳﾄﾞﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ開発）		1		VA（ｸﾗｳﾄﾞﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ開発） 5月		5/31/15		NJT13		Ｔ１３		1,900,338		1,900,338		1,900,338		1,799,629		100,709		5.30%		94.70%

		2		ＩＣＴ事 コト		U112000900		ｱｲ･ｴﾑ･ｼﾞｪｲ		1500272		IMJ Booky保守		0		iPhoneサイト運用費 4月		4/30/15		NJT13		Ｔ１３		347,500		347,500		347,500		330,125		17,375		5.00%		95.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U112000900		ｱｲ･ｴﾑ･ｼﾞｪｲ		1500272		IMJ Booky保守		1		iPhoneサイト運用費 5月		5/31/15		NJT13		Ｔ１３		400,000		400,000		400,000		380,000		20,000		5.00%		95.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U112000900		ｱｲ･ｴﾑ･ｼﾞｪｲ		1500272		IMJ Booky保守		2		iPhoneサイト運用費 6月		6/30/15		NJT13		Ｔ１３		100,000		100,000		100,000		95,000		5,000		5.00%		95.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U112000900		ｱｲ･ｴﾑ･ｼﾞｪｲ		1500272		IMJ Booky保守		3		iPhoneサイト運用費 7月		7/31/15		NJT13		Ｔ１３		100,000		100,000		100,000		95,000		5,000		5.00%		95.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U112000900		ｱｲ･ｴﾑ･ｼﾞｪｲ		1500272		IMJ Booky保守		4		iPhoneサイト運用費 8月		8/31/15		NJT13		Ｔ１３		302,500		302,500		302,500		287,375		15,125		5.00%		95.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U112000900		ｱｲ･ｴﾑ･ｼﾞｪｲ		1500272		IMJ Booky保守		5		iPhoneサイト運用費 9月		9/30/15		NJT13		Ｔ１３		100,000		100,000		100,000		95,000		5,000		5.00%		95.00%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1500075		C-ITS Bestway		3		C-ITS Bestway 07月		7/31/15		SBSS2		佐原S2		730,000		730,000		730,000		696,107		33,893		4.64%		95.36%

		3		ＦＳ事 コト		U109000500		生協ｺｰﾌﾟﾈｯﾄ		1500082		コープネット CNDB02保守		2		コープネット CNDB02保守 06月		6/20/15		SBSS2		佐原S2		40,000		40,000		40,000		37,930		2,070		5.18%		94.83%

		3		ＦＳ事 コト		U111003900		日立ﾊﾟﾜｰｿﾘｭｰ		1500278		(R-UPS)SE支援		0		(R-UPS)SE支援		6/30/15		NJJ12		Ｊ１２		3,520,000		3,520,000		3,520,000		3,344,000		176,000		5.00%		95.00%

		3		ＦＳ事 コト		U111003900		日立ﾊﾟﾜｰｿﾘｭｰ		1500278		(R-UPS)SE支援		1		(R-UPS)追加SE支援 		7/31/15		NJJ12		Ｊ１２		200,000		200,000		200,000		190,000		10,000		5.00%		95.00%

		3		ＦＳ事 コト		U111003900		日立ﾊﾟﾜｰｿﾘｭｰ		1500278		(R-UPS)SE支援		2		Ｒ－ＵＰＳ向けＵＰ開発		9/29/15		NJJ12		Ｊ１２		1,600,000		1,600,000		1,600,000		1,520,000		80,000		5.00%		95.00%

		3		ＦＳ事 コト		U111003900		日立ﾊﾟﾜｰｿﾘｭｰ		1500278		(R-UPS)SE支援		3		Ｒ－ＵＰＳ向けＵＰ開発（その２）		9/29/15		NJJ12		Ｊ１２		3,200,000		3,200,000		3,200,000		3,040,000		160,000		5.00%		95.00%

		4		ＮＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500158		サーバ,N/W保守及び N/W管理業務		3		サーバ,N/W保守及び N/W管理業務		7/31/15		NJN23		Ｎ２３		3,545,000		3,545,000		3,545,000		3,352,103		192,897		5.44%		94.56%

		4		ＮＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500184		ｻｰﾊﾞｰ系基盤SE業務支援		4		ｻｰﾊﾞｰ系基盤SE業務支援		8/31/15		NJN23		Ｎ２３		1,405,000		1,405,000		1,405,000		1,333,883		71,117		5.06%		94.94%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1500093		FITEC殿他向けCSE業務(2015)辻田		0		FITEC殿他向けCSE業務(2015)辻田		5/20/15		NJN22		Ｎ２２		410,146		410,146		410,146		390,778		19,368		4.72%		95.28%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1500093		FITEC殿他向けCSE業務(2015)辻田		1		FITEC殿他向けCSE業務(2015)辻田		6/20/15		NJN22		Ｎ２２		638,930		638,930		638,930		608,645		30,285		4.74%		95.26%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1500093		FITEC殿他向けCSE業務(2015)辻田		2		FITEC殿他向けCSE業務(2015)辻田		7/20/15		NJN22		Ｎ２２		587,888		587,888		587,888		560,230		27,658		4.70%		95.30%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1500093		FITEC殿他向けCSE業務(2015)辻田		3		FITEC殿他向けCSE業務(2015)辻田		8/20/15		NJN22		Ｎ２２		673,682		673,682		673,682		643,227		30,455		4.52%		95.48%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1500093		FITEC殿他向けCSE業務(2015)辻田		4		FITEC殿他向けCSE業務(2015)辻田		9/20/15		NJN22		Ｎ２２		704,452		704,452		704,452		670,893		33,559		4.76%		95.24%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1500096		RL&FITEC殿他向けCSE業務(2015)山道		3		RL&FITEC殿他向けCSE業務(2015)山道		8/20/15		NJN22		Ｎ２２		616,850		616,850		616,850		584,438		32,412		5.25%		94.75%

		4		ＮＳ事 コト		U095034309		全労済 本部		1500004		全労済全国組織事業本部　ＳＥ作業		4		ＳＥ作業（２０１５年度）		8/31/15		NJN11		Ｎ１１		1,230,000		1,230,000		1,230,000		1,166,882		63,118		5.13%		94.87%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1500154		朝日生命電算機システム運用管理(2015)		2		朝日生命電算機システム運用管理(2015)		7/6/15		NJN23		Ｎ２３		6,530,000		6,530,000		6,530,000		6,191,407		338,593		5.19%		94.81%

		4		ＮＳ事 コト		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1500106		NHKMT IT運用部（営業系）		5		NHKMT IT運用部（営業系）		9/30/15		NJN12		Ｎ１２		5,951,185		5,951,185		5,951,185		5,679,840		271,345		4.56%		95.44%

		4		ＮＳ事 コト		U100002400		そんぽ24損保		1500055		（そんぽ-基盤 H27）電子計算機システム運用管理業務		0		（そんぽ-基盤 H27）電子計算機システム運用管理業務		4/30/15		NJN21		Ｎ２１		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,236,272		63,728		4.90%		95.10%

		4		ＮＳ事 コト		U104003100		富士通ｴﾌｻｽ		1400647		（富士通ｴﾌｻｽH27請負）ﾌｧｲﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ		2		（富士通ｴﾌｻｽH27.6月請負）ﾌｧｲﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ		6/20/15		NJN11		Ｎ１１		1,360,000		1,360,000		1,360,000		1,294,756		65,244		4.80%		95.20%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1500080		CTC(SI委託契約)MH_ｱﾌﾟﾘ仮想化Win2003対応		2		CTC(SI委託契約)MH_ｱﾌﾟﾘ仮想化次期イントラ更改		6/30/15		NJN21		Ｎ２１		840,000		840,000		840,000		798,325		41,675		4.96%		95.04%

		4		ＮＳ事 コト		U111003600		ｲﾝﾌｨﾆ		1500309		INFINI Data-Hub IPS･WAF導入		0		INFINI Data-Hub IPS･WAF導入		6/30/15		NJNA2		ＮＡ２		117,600		117,600		117,600		112,000		5,600		4.76%		95.24%

		4		ＮＳ事 コト		U111003600		ｲﾝﾌｨﾆ		1500325		H27 INFINI Tripple 商用プロダクト更新		0		H27 INFINI Tripple 商用プロダクト更新		7/31/15		NJNA2		ＮＡ２		414,000		414,000		414,000		394,886		19,114		4.62%		95.38%

		4		ＮＳ事 コト		U113000200		日立ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｸ		1500031		日立ｽﾄﾚｰｼﾞｿﾘｭｰｼｮﾝSE業務		2		日立ｽﾄﾚｰｼﾞｿﾘｭｰｼｮﾝSE業務		7/6/15		NJN11		Ｎ１１		864,930		864,930		864,930		825,570		39,360		4.55%		95.45%

		5		その他 タ		U095018500		ｽﾊﾞﾙｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ		1500083		②【SS】SSS/ﾃﾞｰﾀ入力（小林)		4		②【SS】SSS/ﾃﾞｰﾀ入力（小林)		8/31/15		EBCS		ＣＳ課		325,000		325,000		325,000		309,776		15,224		4.68%		95.32%

		5		その他 タ		U095021000		ｴｽ･ﾃﾞｲ･ｼｰ		1500115		②【OS】ＳＤＣ (本部)		3		②【OS】ＳＤＣ (本部:藤村、小暮)		9/30/15		EBCS		ＣＳ課		740,000		740,000		740,000		702,338		37,662		5.09%		94.91%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1500075		②【SS】ﾌｺｸ/診断書査定支援入力		0		②【SS】ﾌｺｸ/診断書査定支援入力		4/30/15		EBCS		ＣＳ課		2,893,965		2,893,965		2,893,965		2,749,264		144,701		5.00%		95.00%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1500075		②【SS】ﾌｺｸ/診断書査定支援入力		1		②【SS】ﾌｺｸ/診断書査定支援入力		5/31/15		EBCS		ＣＳ課		2,641,985		2,641,985		2,641,985		2,509,882		132,103		5.00%		95.00%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1500075		②【SS】ﾌｺｸ/診断書査定支援入力		2		②【SS】ﾌｺｸ/診断書査定支援入力		6/30/15		EBCS		ＣＳ課		3,046,745		3,046,745		3,046,745		2,894,403		152,342		5.00%		95.00%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1500075		②【SS】ﾌｺｸ/診断書査定支援入力		3		②【SS】ﾌｺｸ/診断書査定支援入力		7/31/15		EBCS		ＣＳ課		3,007,225		3,007,225		3,007,225		2,856,860		150,365		5.00%		95.00%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1500075		②【SS】ﾌｺｸ/診断書査定支援入力		4		②【SS】ﾌｺｸ/診断書査定支援入力		8/31/15		EBCS		ＣＳ課		2,673,230		2,673,230		2,673,230		2,539,564		133,666		5.00%		95.00%

		5		その他 タ		U095028800		富国生命保険		1500075		②【SS】ﾌｺｸ/診断書査定支援入力		5		②【SS】ﾌｺｸ/診断書査定支援入力		9/30/15		EBCS		ＣＳ課		2,947,280		2,947,280		2,947,280		2,799,913		147,367		5.00%		95.00%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1400112		人事賃金制度の再構築に伴う人労改修		1		人事賃金制度の再構築に伴う人労改修		4/30/15		TBS1		東北S1		1,024,000		1,024,000		1,024,000		963,498		60,502		5.91%		94.09%

		1		ＥＳ事 コト		U095026000		ｼﾞｮﾝｿﾝｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾞ		1500029		Ｊ：ビル中央監視派遣		0		Ｊ：ビル中央監視派遣　齋藤翼(4月）		5/12/15		NJT21		Ｔ２１		800,000		800,000		800,000		748,866		51,134		6.39%		93.61%

		1		ＥＳ事 コト		U095045000		ｳｪｻﾞｰﾆｭｰｽﾞ		1500107		WNI NEXCO西日本iHighway		2		WNI iHighway機種依存対応		8/28/15		SBCS1		千葉S1		425,000		425,000		425,000		401,110		23,890		5.62%		94.38%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400625		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀﾌｧｰﾑｳｪｱ開発(仁科)[2015]		0		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀﾌｧｰﾑｳｪｱ開発(仁科)[2015] 4月		4/20/15		NJT22		Ｔ２２		768,600		768,600		768,600		721,849		46,751		6.08%		93.92%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400631		Canon HMD組み込みソフト開発・設計[2015]		0		Canon HMD組み込みソフト開発・設計[2015] 4月		4/20/15		NJT22		Ｔ２２		772,800		772,800		772,800		723,388		49,412		6.39%		93.61%

		1		ＥＳ事 コト		U098003100		ｱｽﾞﾋﾞﾙﾋﾞﾙｼｽﾃﾑｶ		1400392		Ａ：SuSKE開発		0		Ａ：SuSKE開発		7/22/15		NJT21		Ｔ２１		4,100,000		4,100,000		4,100,000		3,860,741		239,259		5.84%		94.16%

		1		ＥＳ事 コト		U099004200		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸITS		1400639		PASITS T社17CY DA DIAG		0		PASITS T社17CY DA DIAG 4月		4/20/15		NJT22		Ｔ２２		9,600,000		9,600,000		9,600,000		8,988,429		611,571		6.37%		93.63%

		1		ＥＳ事 コト		U104001000		ﾄﾖﾀﾃｸﾆｶﾙﾃﾞﾍﾞﾛｯ		1400591		部品仕様開発(TTDC)		1		ﾀﾞｲｱｸﾞ(TTDC)		4/24/15		NJT23		Ｔ２３		11,952,000		11,952,000		11,952,000		11,252,219		699,781		5.85%		94.15%

		1		ＥＳ事 コト		U110001600		富士通ｱﾄﾞｴﾝｼﾞﾆ		1400508		G-BOOKサーバー老朽更新		4		G-BOOK15CYナビプローブ		9/28/15		NJT23		Ｔ２３		355,000		355,000		355,000		333,812		21,188		5.97%		94.03%

		1		ＥＳ事 コト		U114003800		ﾄﾖﾀ自動車		1500238		ダイアグ[2015]		0		ダイアグ[2015.05-06]		6/25/15		NJT23		Ｔ２３		11,952,000		11,952,000		11,952,000		11,255,379		696,621		5.83%		94.17%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500169		森永乳業　物流生産運用業務支援2		2		森永乳業　物流生産運用業務支援2(06月)		6/30/15		NJJ31		Ｊ３１		1,552,800		1,552,800		1,552,800		1,452,670		100,130		6.45%		93.55%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1400434		[NMSE]LTE Verup保守		10		[NMSE]LTE Verup保守 2015年度(8月)		8/20/15		NJT12		Ｔ１２		1,464,840		1,464,840		1,464,840		1,378,568		86,272		5.89%		94.11%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095011000		ｷﾔﾉﾝｿﾌﾄｳｪｱ		1400213		コンデジＵＩシミュレータ作成・テスト・不具合対応		7		コンデジＵＩシミュレータ作成・テスト・不具合対応		4/30/15		SBSS1		佐原S1		649,000		649,000		649,000		608,778		40,222		6.20%		93.80%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1400388		【SJNKS･火満】2015年度火災改定		2		【NKSJS･火満】2015年度火災改定（2015年7月検収）		7/31/15		NJJ21		Ｊ２１		1,167,375		1,167,375		1,167,375		1,102,359		65,016		5.57%		94.43%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1400605		【SJNKS･個商管（営成保険金）】日常（２０１５年度）		3		【SJNKS･損調】日常業務（2015年7月）		7/31/15		NJJ21		Ｊ２１		412,500		412,500		412,500		387,457		25,043		6.07%		93.93%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1500070		C-ITS PX		3		C-ITS PX 07月		7/31/15		SBSS2		佐原S2		1,987,012		1,987,012		1,987,012		1,863,434		123,578		6.22%		93.78%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1500071		C-ITS フロント		4		C-ITS フロント 08月		8/31/15		SBSS2		佐原S2		1,970,000		1,970,000		1,970,000		1,855,000		115,000		5.84%		94.16%

		3		ＦＳ事 コト		U095042500		さくら情報ｼｽﾃﾑ		1500016		さくら情報　ソニー生命業務支援		2		さくら情報　ソニー生命業務支援		6/30/15		SBCS2		千葉S2		1,961,140		1,961,140		1,961,140		1,839,308		121,832		6.21%		93.79%

		3		ＦＳ事 コト		U106001900		NTTｺﾑｳｪｱ		1500071		Ａ生命様料金第二部ユーザー対応の委任		0		Ａ生命様料金第二部ユーザー対応４月の委任（ＮＩＤ）		4/30/15		NJJ12		Ｊ１２		1,620,000		1,620,000		1,620,000		1,520,624		99,376		6.13%		93.87%

		3		ＦＳ事 コト		U109003300		富士ｾﾞﾛｯｸｽｼｽﾃﾑ		1500340		ＦＸＳＳ（東北対応案件）		0		東大阪市個別対応－入管連携備考対応		8/5/15		NJJ32		Ｊ３２		307,625		307,625		307,625		290,625		17,000		5.53%		94.47%

		3		ＦＳ事 コト		U109003300		富士ｾﾞﾛｯｸｽｼｽﾃﾑ		1500340		ＦＸＳＳ（東北対応案件）		1		東大阪市コンビニ交付－住基ネットファイル転送方式		9/24/15		NJJ32		Ｊ３２		2,085,000		2,085,000		2,085,000		1,969,550		115,450		5.54%		94.46%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1400427		社内ｾﾝﾀｰ運用RL殿向けCSE業務(2014)井上		6		社内ｾﾝﾀｰ運用RL殿向けCSE業務(2014)井上		4/20/15		NJN21		Ｎ２１		587,077		587,077		587,077		550,320		36,757		6.26%		93.74%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1500096		RL&FITEC殿他向けCSE業務(2015)山道		0		RL&FITEC殿他向けCSE業務(2015)山道		5/20/15		NJN22		Ｎ２２		490,609		490,609		490,609		463,400		27,209		5.55%		94.45%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1500096		RL&FITEC殿他向けCSE業務(2015)山道		1		RL&FITEC殿他向けCSE業務(2015)山道		6/20/15		NJN22		Ｎ２２		615,439		615,439		615,439		580,979		34,460		5.60%		94.40%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1500096		RL&FITEC殿他向けCSE業務(2015)山道		2		RL&FITEC殿他向けCSE業務(2015)山道		7/20/15		NJN22		Ｎ２２		590,935		590,935		590,935		556,772		34,163		5.78%		94.22%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1500096		RL&FITEC殿他向けCSE業務(2015)山道		4		RL&FITEC殿他向けCSE業務(2015)山道		9/20/15		NJN22		Ｎ２２		501,875		501,875		501,875		473,775		28,100		5.60%		94.40%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500129		H27　羽田支店　国際ターミナルチーム		2		H27　羽田支店　国際ターミナルチーム		6/30/15		NJNA1		ＮＡ１		3,180,000		3,180,000		3,180,000		2,983,095		196,905		6.19%		93.81%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500129		H27　羽田支店　国際ターミナルチーム		3		H27　羽田支店　国際ターミナルチーム		7/31/15		NJNA1		ＮＡ１		3,180,000		3,180,000		3,180,000		2,974,072		205,928		6.48%		93.52%

		4		ＮＳ事 コト		U095023200		石油資源開発		1500107		石油資源開発 情報システム部システム運用支援業務		2		石油資源開発 情報システム部システム運用支援業務		6/30/15		NJN12		Ｎ１２		3,250,000		3,250,000		3,250,000		3,046,211		203,789		6.27%		93.73%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1500154		朝日生命電算機システム運用管理(2015)		3		朝日生命電算機システム運用管理(2015)		8/6/15		NJN23		Ｎ２３		6,530,000		6,530,000		6,530,000		6,134,077		395,923		6.06%		93.94%

		4		ＮＳ事 コト		U104002900		長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮ		1500049		（長谷工-IT H27）ＰＣ運用／技術支援作業		1		（長谷工-IT H27）ＰＣ運用／技術支援作業		5/31/15		NJN21		Ｎ２１		3,241,176		3,241,176		3,241,176		3,041,186		199,990		6.17%		93.83%

		4		ＮＳ事 コト		U106000500		NSSLCｻｰﾋﾞｽ		1500079		NSSLC　広域ネットワーク構築・運用管理業務		2		NSSLC　広域ネットワーク構築・運用管理業務		6/30/15		NJN22		Ｎ２２		5,340,144		5,340,144		5,340,144		4,997,334		342,810		6.42%		93.58%

		4		ＮＳ事 コト		U110000100		NTTﾄﾞｺﾓ		1500097		（NTTﾄﾞｺﾓ H27）パノラマ		1		（NTTﾄﾞｺﾓ H27）パノラマ		5/31/15		NJN22		Ｎ２２		1,037,425		1,037,425		1,037,425		973,205		64,220		6.19%		93.81%

		4		ＮＳ事 コト		U111003600		ｲﾝﾌｨﾆ		1400619		i5システム　DISH22.0対応		0		i5システム　DISH22.0対応		6/30/15		NJNA2		ＮＡ２		2,170,000		2,170,000		2,170,000		2,050,000		120,000		5.53%		94.47%

		4		ＮＳ事 コト		U111003600		ｲﾝﾌｨﾆ		1400619		i5システム　DISH22.0対応		1		i5システム　DISH22.0対応		8/10/15		NJNA2		ＮＡ２		430,000		430,000		430,000		406,000		24,000		5.58%		94.42%

		4		ＮＳ事 コト		U111003600		ｲﾝﾌｨﾆ		1500147		H27 i5システム　ハードウェア保守サービス		0		H27 i5システム　ハードウェア保守サービス		4/30/15		NJNA2		ＮＡ２		444,400		444,400		444,400		415,519		28,881		6.50%		93.50%

		4		ＮＳ事 コト		U113000200		日立ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｸ		1500031		日立ｽﾄﾚｰｼﾞｿﾘｭｰｼｮﾝSE業務		1		日立ｽﾄﾚｰｼﾞｿﾘｭｰｼｮﾝSE業務		6/5/15		NJN11		Ｎ１１		662,157		662,157		662,157		621,926		40,231		6.08%		93.92%

		5		その他 タ		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500062		③【OS】ASY/羽田（一般事務）		4		③【OS】ANA/一般事務（羽田）		8/31/15		EBCS		ＣＳ課		450,000		450,000		450,000		421,269		28,731		6.38%		93.62%

		5		その他 タ		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1500037		②【OS】NHK-MT （東）		2		②【OS】NHKMT/運用ヘルプ		6/30/15		EBCS		ＣＳ課		550,000		550,000		550,000		518,074		31,926		5.80%		94.20%

		5		その他 タ		U115001300		東根堰土地		1500209		会計販売　東根堰土地改良区		0		Access販売　東根堰土地改良区		6/26/15		SB01G		ISPR原		13,000		13,000		13,000		12,250		750		5.77%		94.23%

		5		その他 タ		U115001600		庄川上流土地		1500221		会計販売　庄川上流用水土地改良区		1		Access販売　庄川上流用水土地改良区		8/31/15		SB01G		ISPR原		13,000		13,000		13,000		12,250		750		5.77%		94.23%

		5		その他 タ		U115001700		庄東用水土地		1500220		会計販売　庄東用水土地改良区		1		Access販売　庄東用水土地改良区		8/31/15		SB01G		ISPR原		13,000		13,000		13,000		12,250		750		5.77%		94.23%

		1		ＥＳ事 コト		U095017100		富士ｾﾞﾛｯｸｽ情報		1500005		新・審査登録業務支援システム開発		3		JSA様新審査登録支援ｼｽﾃﾑ ﾏｽﾀｰ整備(ﾃﾞｰﾀ整備)		6/30/15		TBS1		東北S1		2,025,500		2,025,500		2,025,500		1,890,460		135,040		6.67%		93.33%

		1		ＥＳ事 コト		U095017100		富士ｾﾞﾛｯｸｽ情報		1500080		NECネッツSI様向け　教育支援システム導入(STEP2) 		4		NECネッツSI様向け　教育支援システム導入(STEP2) 		9/30/15		TBS1		東北S1		670,000		670,000		670,000		624,000		46,000		6.87%		93.13%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1400115		平成26年度MSICシステム改修対応		0		平成26年度MSICシステム改修対応		7/31/15		TBS1		東北S1		5,814,000		5,814,000		5,814,000		5,408,581		405,419		6.97%		93.03%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500020		基幹業務ｼｽﾃﾑ再構築（開発工程）		2		基幹業務ｼｽﾃﾑ再構築（開発工程）		7/31/15		TBS1		東北S1		480,000		480,000		480,000		444,073		35,927		7.48%		92.52%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500027		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（北島悠史）		3		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（北島悠史）		7/31/15		TBS1		東北S1		641,000		641,000		641,000		597,202		43,798		6.83%		93.17%

		1		ＥＳ事 コト		U095026000		ｼﾞｮﾝｿﾝｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾞ		1500029		Ｊ：ビル中央監視派遣		2		Ｊ：ビル中央監視派遣　齋藤翼(6月）		7/7/15		NJT21		Ｔ２１		800,000		800,000		800,000		744,746		55,254		6.91%		93.09%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400625		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀﾌｧｰﾑｳｪｱ開発(仁科)[2015]		1		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀﾌｧｰﾑｳｪｱ開発(仁科)[2015] 5月		5/20/15		NJT22		Ｔ２２		682,500		682,500		682,500		635,822		46,678		6.84%		93.16%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400625		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀﾌｧｰﾑｳｪｱ開発(仁科)[2015]		2		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀﾌｧｰﾑｳｪｱ開発(仁科)[2015] 6月		6/20/15		NJT22		Ｔ２２		840,000		840,000		840,000		782,550		57,450		6.84%		93.16%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400625		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀﾌｧｰﾑｳｪｱ開発(仁科)[2015]		3		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀﾌｧｰﾑｳｪｱ開発(仁科)[2015] 7月		7/20/15		NJT22		Ｔ２２		771,750		771,750		771,750		720,924		50,826		6.59%		93.41%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400625		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀﾌｧｰﾑｳｪｱ開発(仁科)[2015]		4		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀﾌｧｰﾑｳｪｱ開発(仁科)[2015] 8月		8/20/15		NJT22		Ｔ２２		816,900		816,900		816,900		761,030		55,870		6.84%		93.16%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400625		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀﾌｧｰﾑｳｪｱ開発(仁科)[2015]		5		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀﾌｧｰﾑｳｪｱ開発(仁科)[2015] 9月		9/20/15		NJT22		Ｔ２２		712,950		712,950		712,950		664,189		48,761		6.84%		93.16%

		1		ＥＳ事 コト		U114003800		ﾄﾖﾀ自動車		1400582		サブASSY[2015]		1		サブASSY[2015.06-08]		8/31/15		NJT23		Ｔ２３		9,690,000		9,690,000		9,690,000		8,986,165		703,835		7.26%		92.74%

		1		ＥＳ事 コト		U114003800		ﾄﾖﾀ自動車		1500235		HVシス担[2015]		1		HVシス担[2015.06]		6/30/15		NJT23		Ｔ２３		2,048,000		2,048,000		2,048,000		1,904,695		143,305		7.00%		93.00%

		1		ＥＳ事 コト		U114003800		ﾄﾖﾀ自動車		1500235		HVシス担[2015]		2		HVシス担[2015.07]		7/31/15		NJT23		Ｔ２３		2,048,000		2,048,000		2,048,000		1,904,695		143,305		7.00%		93.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500170		森永乳業　統合受払システム構築支援		2		森永乳業　統合受払システム構築支援(06月)		6/30/15		NJJ31		Ｊ３１		1,699,050		1,699,050		1,699,050		1,579,076		119,974		7.06%		92.94%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095007200		沖電気工業		1400465		沖電気　消火器リサイクルWebシステム		6		沖電気　消火器リサイクルWebシステム03月		4/15/15		NJJ31		Ｊ３１		1,493,750		1,493,750		1,493,750		1,389,636		104,114		6.97%		93.03%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500250		[NMSE]2015年度上期 位置情報試験		3		[NMSE]2015年度上期 位置情報試験( 7月)		7/31/15		NJT11		Ｔ１１		257,000		257,000		257,000		240,000		17,000		6.61%		93.39%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500251		[NMSE]【DHQ】カラダのキモチ		0		[NMSE]【DHQ】カラダのキモチ04		5/31/15		NJT11		Ｔ１１		5,837,000		5,837,000		5,837,000		5,451,200		385,800		6.61%		93.39%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095011000		ｷﾔﾉﾝｿﾌﾄｳｪｱ		1500190		コンデジＵＩシミュレータ開発		0		コンデジＵＩシミュレータ開発		6/30/15		SBSS1		佐原S1		683,000		683,000		683,000		633,433		49,567		7.26%		92.74%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095011000		ｷﾔﾉﾝｿﾌﾄｳｪｱ		1500190		コンデジＵＩシミュレータ開発		1		コンデジＵＩシミュレータ開発		7/31/15		SBSS1		佐原S1		650,000		650,000		650,000		604,985		45,015		6.93%		93.07%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095017100		富士ｾﾞﾛｯｸｽ情報		1500097		文科省次期情報基盤システム構築支援		0		文科省次期情報基盤システム構築支援		8/31/15		TBS2		東北S2		960,000		960,000		960,000		894,712		65,288		6.80%		93.20%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500043		技術者派遣業務（宇都宮 博）		2		技術者派遣業務（宇都宮 博）		6/30/15		TBS2		東北S2		672,000		672,000		672,000		623,197		48,803		7.26%		92.74%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1500289		[KC]FOTAサーバ開発系 保守		3		[KC]FOTAサーバ開発系 保守( 7月)		7/31/15		NJT11		Ｔ１１		520,000		520,000		520,000		482,161		37,839		7.28%		92.72%

		2		ＩＣＴ事 コト		U103000200		ｼｬｰﾌﾟﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾋ		1500046		DL75/GP11D MTF/UM試験		9		DL80 MTF/UM試験		9/24/15		SBSS1		佐原S1		720,000		720,000		720,000		669,818		50,182		6.97%		93.03%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1500069		C-ITS T-STAR/RX・NAM顧問		3		C-ITS T-STAR/RX・NAM顧問 07月		7/31/15		SBSS2		佐原S2		816,462		816,462		816,462		760,101		56,361		6.90%		93.10%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1500071		C-ITS フロント		2		C-ITS フロント 06月		6/30/15		SBSS2		佐原S2		2,670,000		2,670,000		2,670,000		2,475,000		195,000		7.30%		92.70%

		3		ＦＳ事 コト		U095042500		さくら情報ｼｽﾃﾑ		1500016		さくら情報　ソニー生命業務支援		4		さくら情報　ソニー生命業務支援		8/31/15		SBCS2		千葉S2		1,947,770		1,947,770		1,947,770		1,802,387		145,383		7.46%		92.54%

		3		ＦＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1500080		IBM　生産管理		2		IBM　生産管理 06月		6/30/15		SBSS2		佐原S2		10,490,000		10,490,000		10,490,000		9,785,347		704,653		6.72%		93.28%

		3		ＦＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1500080		IBM　生産管理		3		IBM　生産管理 07月		7/31/15		SBSS2		佐原S2		10,860,000		10,860,000		10,860,000		10,057,552		802,448		7.39%		92.61%

		3		ＦＳ事 コト		U103002500		空港情報通信		1500079		AICS　アプリ開発		2		AICS　アプリ開発 06月		6/30/15		SBSS2		佐原S2		3,121,998		3,121,998		3,121,998		2,892,171		229,827		7.36%		92.64%

		3		ＦＳ事 コト		U103002500		空港情報通信		1500079		AICS　アプリ開発		4		AICS　アプリ開発 08月		8/31/15		SBSS2		佐原S2		2,275,358		2,275,358		2,275,358		2,107,017		168,341		7.40%		92.60%

		3		ＦＳ事 コト		U103002500		空港情報通信		1500079		AICS　アプリ開発		5		AICS　アプリ開発 09月		9/30/15		SBSS2		佐原S2		2,340,008		2,340,008		2,340,008		2,167,706		172,302		7.36%		92.64%

		3		ＦＳ事 コト		U109000500		生協ｺｰﾌﾟﾈｯﾄ		1500083		コープネット JSK保守		3		コープネット JSK保守 07月		7/20/15		SBSS2		佐原S2		80,000		80,000		80,000		74,691		5,309		6.64%		93.36%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1400429		高島屋殿他向けｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ(2014 小林)		6		高島屋殿他向けｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ(2014 小林)		4/20/15		NJN21		Ｎ２１		531,750		531,750		531,750		495,737		36,013		6.77%		93.23%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1400430		新日軽ﾍﾞｽﾄｼｽﾃﾑ殿(2014 国見)		6		新日軽ﾍﾞｽﾄｼｽﾃﾑ殿(2014 国見)		4/20/15		NJN21		Ｎ２１		621,528		621,528		621,528		579,896		41,632		6.70%		93.30%

		4		ＮＳ事 コト		U095023300		三井ﾎｰﾑ		1500022		ｼｽﾃﾑ管理ｾﾝﾀｰ運用管理業務　他		3		ｼｽﾃﾑ管理ｾﾝﾀｰ運用管理業務　他		7/31/15		NJN11		Ｎ１１		3,050,000		3,050,000		3,050,000		2,847,674		202,326		6.63%		93.37%

		4		ＮＳ事 コト		U095026701		日本出版 王子		1500098		運用管理		5		王子 運用管理業務		9/30/15		NJN12		Ｎ１２		12,129,690		12,129,690		12,129,690		11,228,004		901,686		7.43%		92.57%

		4		ＮＳ事 コト		U095034309		全労済 本部		1500004		全労済全国組織事業本部　ＳＥ作業		3		ＳＥ作業（２０１５年度）		7/31/15		NJN11		Ｎ１１		1,230,000		1,230,000		1,230,000		1,145,913		84,087		6.84%		93.16%

		4		ＮＳ事 コト		U097001400		富士通(品川)		1400645		（富士通H27派遣/白川）GSｻﾎﾟｰﾄ作業		1		（富士通H27派遣/白川）GSｻﾎﾟｰﾄ作業		5/20/15		NJN11		Ｎ１１		630,906		630,906		630,906		586,286		44,620		7.07%		92.93%

		4		ＮＳ事 コト		U097001400		富士通(品川)		1400645		（富士通H27派遣/白川）GSｻﾎﾟｰﾄ作業		3		（富士通H27派遣/白川）GSｻﾎﾟｰﾄ作業		7/20/15		NJN11		Ｎ１１		734,850		734,850		734,850		681,865		52,985		7.21%		92.79%

		4		ＮＳ事 コト		U097001400		富士通(品川)		1400645		（富士通H27派遣/白川）GSｻﾎﾟｰﾄ作業		5		（富士通H27派遣/白川）GSｻﾎﾟｰﾄ作業		9/20/15		NJN11		Ｎ１１		800,454		800,454		800,454		740,987		59,467		7.43%		92.57%

		4		ＮＳ事 コト		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1500103		NHKMT 関連団体システム運用		1		NHKMT 関連団体システム運用		5/31/15		NJN12		Ｎ１２		1,082,000		1,082,000		1,082,000		1,005,413		76,587		7.08%		92.92%

		4		ＮＳ事 コト		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1500106		NHKMT IT運用部（営業系）		4		NHKMT IT運用部（営業系）		8/31/15		NJN12		Ｎ１２		5,774,985		5,774,985		5,774,985		5,387,855		387,130		6.70%		93.30%

		4		ＮＳ事 コト		U099001600		富士通ｼｽﾃﾑｽﾞ･ｲ		1500334		（富士通S･E H27）ＧＳサポートデスクセンター業務		0		（富士通S･E H27）ＧＳサポートデスクセンター業務		7/31/15		NJN11		Ｎ１１		1,463,310		1,463,310		1,463,310		1,362,745		100,565		6.87%		93.13%

		4		ＮＳ事 コト		U099001600		富士通ｼｽﾃﾑｽﾞ･ｲ		1500334		（富士通S･E H27）ＧＳサポートデスクセンター業務		1		（富士通S･E H27）ＧＳサポートデスクセンター業務		8/31/15		NJN11		Ｎ１１		1,482,480		1,482,480		1,482,480		1,376,540		105,940		7.15%		92.85%

		4		ＮＳ事 コト		U099001600		富士通ｼｽﾃﾑｽﾞ･ｲ		1500334		（富士通S･E H27）ＧＳサポートデスクセンター業務		2		（富士通S･E H27）ＧＳサポートデスクセンター業務		9/30/15		NJN11		Ｎ１１		1,264,368		1,264,368		1,264,368		1,176,513		87,855		6.95%		93.05%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1500066		CTC(SI委託契約)MARISYS_市場系ﾘｽｸ案件支援		4		MARISYS_二次対応&保守支援		6/30/15		NJN21		Ｎ２１		2,110,000		2,110,000		2,110,000		1,966,120		143,880		6.82%		93.18%

		4		ＮＳ事 コト		U111003700		AIGﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ		1500353		AIGKK)ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ業務支援(顧客ｻｰﾋﾞｽ部契約)		1		AIGKK)ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ業務支援(顧客ｻｰﾋﾞｽ部契約)		9/8/15		NJN22		Ｎ２２		742,400		742,400		742,400		691,642		50,758		6.84%		93.16%

		4		ＮＳ事 コト		U113000200		日立ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｸ		1500031		日立ｽﾄﾚｰｼﾞｿﾘｭｰｼｮﾝSE業務		0		日立ｽﾄﾚｰｼﾞｿﾘｭｰｼｮﾝSE業務		5/11/15		NJN11		Ｎ１１		719,639		719,639		719,639		665,817		53,822		7.48%		92.52%

		5		その他 タ		U097001800		ｼｰｴｰｼｰﾅﾚｯｼﾞ		1500032		②【OS】ＣＡＣ（ヘルプデスク）		0		②【OS】CAC/ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ業務		4/30/15		EBCS		ＣＳ課		1,799,750		1,799,750		1,799,750		1,678,462		121,288		6.74%		93.26%

		1		ＥＳ事 コト		U095006803		日立製作 公共		1500068		気象庁HP改修		2		気象庁HP H27K改修 降灰等 SE作業		9/30/15		SBCS1		千葉S1		1,399,200		1,399,200		1,399,200		1,288,309		110,891		7.93%		92.07%

		1		ＥＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1500210		資材／貯蔵品流通管理システム開発		0		資材／貯蔵品流通管理システム開発		8/31/15		SBCS1		千葉S1		2,760,000		2,760,000		2,760,000		2,533,577		226,423		8.20%		91.80%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500018		全社業務ｼｽﾃﾑ(資材､人労等)他保守管理業務委託		2		全社業務ｼｽﾃﾑ(資材､人労等)他保守管理業務委託		6/30/15		TBS1		東北S1		798,213		798,213		798,213		735,747		62,466		7.83%		92.17%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500027		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（北島悠史）		1		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（北島悠史）		5/31/15		TBS1		東北S1		641,000		641,000		641,000		588,589		52,411		8.18%		91.82%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500028		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（青砥尚代）		4		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（青砥尚代）		8/31/15		TBS1		東北S1		641,000		641,000		641,000		589,546		51,454		8.03%		91.97%

		1		ＥＳ事 コト		U095026000		ｼﾞｮﾝｿﾝｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾞ		1500029		Ｊ：ビル中央監視派遣		3		Ｊ：ビル中央監視派遣　齋藤翼(7月）		8/5/15		NJT21		Ｔ２１		800,000		800,000		800,000		739,595		60,405		7.55%		92.45%

		1		ＥＳ事 コト		U098003100		ｱｽﾞﾋﾞﾙﾋﾞﾙｼｽﾃﾑｶ		1400334		Ａ：ICCSR7.0-エンジツール機能改良		1		Ａ：ICCSR6.2の開発（ＪＯＢ稼働管理機能）		5/11/15		NJT21		Ｔ２１		3,719,000		3,719,000		3,719,000		3,434,958		284,042		7.64%		92.36%

		1		ＥＳ事 コト		U099004200		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸITS		1400635		PASITS ﾄﾖﾀDA 13CY DA／AVN改善ﾓﾃﾞﾙ開発		3		PASITS ﾄﾖﾀDA 13CY DA／AVN改善ﾓﾃﾞﾙ開発 2Q		9/18/15		NJT22		Ｔ２２		3,520,000		3,520,000		3,520,000		3,226,651		293,349		8.33%		91.67%

		1		ＥＳ事 コト		U099004200		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸITS		1400639		PASITS T社17CY DA DIAG		5		PASITS T社17CY DA DIAG 9月		9/18/15		NJT22		Ｔ２２		7,848,800		7,848,800		7,848,800		7,240,436		608,364		7.75%		92.25%

		1		ＥＳ事 コト		U114003800		ﾄﾖﾀ自動車		1400581		MBD開発プロセス整備[2015]		4		MBD整備[2015.07]		7/31/15		NJT23		Ｔ２３		2,430,000		2,430,000		2,430,000		2,227,683		202,317		8.33%		91.67%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500305		森永乳業　ＩＥ１１対応		0		ＩＥ１１対応（移行方針書作成）		6/30/15		NJJ31		Ｊ３１		2,300,000		2,300,000		2,300,000		2,117,743		182,257		7.92%		92.08%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500249		[NMSE]2015上期CB推		4		[NMSE]2015上期CB推あんしんｱﾌﾟﾘ試験( 8月)		8/31/15		NJT11		Ｔ１１		846,000		846,000		846,000		779,681		66,319		7.84%		92.16%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500266		[NMSE]2015上期SL推アプリ試験		1		[NMSE]2015上期SL推アプリ試験(電話帳)( 5月)		5/31/15		NJT11		Ｔ１１		282,500		282,500		282,500		260,542		21,958		7.77%		92.23%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500267		[NMSE]移開部ドコモメール関連評価		1		[NMSE]移開部ドコモメール(らくスマ3)評価( 5月)		5/31/15		NJT11		Ｔ１１		1,225,000		1,225,000		1,225,000		1,121,853		103,147		8.42%		91.58%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1400355		[NMSE]LTE無線基地局Verup開発 負荷試験		11		[NMSE]LTE無線基地局15A Verup開発 負荷試験(7月)		7/20/15		NJT12		Ｔ１２		327,600		327,600		327,600		300,645		26,955		8.23%		91.77%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1400363		[NMSE]HD-BDE基地局開発(準委任)		15		[NMSE]HD-BDE開発・LTEソフト開発推進支援開発(8月)		8/20/15		NJT12		Ｔ１２		4,017,780		4,017,780		4,017,780		3,714,209		303,571		7.56%		92.44%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1400363		[NMSE]HD-BDE基地局開発(準委任)		16		[NMSE]HD-BDE開発・LTEソフト開発推進支援開発(9月)		9/18/15		NJT12		Ｔ１２		3,975,660		3,975,660		3,975,660		3,654,630		321,030		8.07%		91.93%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095011000		ｷﾔﾉﾝｿﾌﾄｳｪｱ		1400213		コンデジＵＩシミュレータ作成・テスト・不具合対応		8		コンデジＵＩシミュレータ作成・テスト・不具合対応		5/31/15		SBSS1		佐原S1		525,000		525,000		525,000		484,557		40,443		7.70%		92.30%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095011000		ｷﾔﾉﾝｿﾌﾄｳｪｱ		1500190		コンデジＵＩシミュレータ開発		2		コンデジＵＩシミュレータ開発		8/31/15		SBSS1		佐原S1		537,000		537,000		537,000		495,936		41,064		7.65%		92.35%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500044		技術者派遣業務（村形 裕一）		3		技術者派遣業務（村形 裕一）		7/31/15		TBS2		東北S2		641,000		641,000		641,000		592,310		48,690		7.60%		92.40%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1500289		[KC]FOTAサーバ開発系 保守		2		[KC]FOTAサーバ開発系 保守( 6月)		6/30/15		NJT11		Ｔ１１		520,000		520,000		520,000		478,703		41,297		7.94%		92.06%

		2		ＩＣＴ事 コト		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500182		VA（ｸﾗｳﾄﾞﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ開発）		0		VA（ｸﾗｳﾄﾞﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ開発） 4月		4/30/15		NJT13		Ｔ１３		3,355,844		3,355,844		3,355,844		3,077,588		278,256		8.29%		91.71%

		2		ＩＣＴ事 コト		U113003900		ｳｫﾙﾄ･ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ		1500352		WDJ（HomeApp 2015秋冬モデル）		1		WDJ（HomeApp 2015秋冬モデル 改修対応）		9/30/15		NJT13		Ｔ１３		800,000		800,000		800,000		733,958		66,042		8.26%		91.74%

		3		ＦＳ事 コト		U095010900		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰS		1500020		FIPS　法務省登記システム開発		1		FIPS　法務省登記システム開発		9/25/15		SBCS2		千葉S2		4,360,000		4,360,000		4,360,000		3,993,723		366,277		8.40%		91.60%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1400604		【SJNKS･個商管（満期・契約）】日常（２０１５年度）		2		【SJNKS･火満】日常業務（2015年6月）		6/30/15		NJJ21		Ｊ２１		6,839,250		6,839,250		6,839,250		6,318,928		520,322		7.61%		92.39%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1400605		【SJNKS･個商管（営成保険金）】日常（２０１５年度）		2		【SJNKS･損調】日常業務（2015年4月）		4/30/15		NJJ21		Ｊ２１		618,750		618,750		618,750		566,967		51,783		8.37%		91.63%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1500070		C-ITS PX		2		C-ITS PX 06月		6/30/15		SBSS2		佐原S2		1,938,000		1,938,000		1,938,000		1,789,603		148,397		7.66%		92.34%

		3		ＦＳ事 コト		U095042500		さくら情報ｼｽﾃﾑ		1500016		さくら情報　ソニー生命業務支援		0		さくら情報　ソニー生命業務支援		4/30/15		SBCS2		千葉S2		1,947,770		1,947,770		1,947,770		1,787,283		160,487		8.24%		91.76%

		3		ＦＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1500080		IBM　生産管理		0		IBM　生産管理 04月		4/30/15		SBSS2		佐原S2		10,490,000		10,490,000		10,490,000		9,623,302		866,698		8.26%		91.74%

		3		ＦＳ事 コト		U102003400		東京ｶﾞｽiﾈｯﾄ		1500186		ACROSS SUBARU対応(架管)		1		ACROSS(ループ室点検機能の開発)		9/30/15		SBSS2		佐原S2		2,747,760		2,747,760		2,747,760		2,514,766		232,994		8.48%		91.52%

		3		ＦＳ事 コト		U103002500		空港情報通信		1500079		AICS　アプリ開発		1		AICS　アプリ開発 05月		5/31/15		SBSS2		佐原S2		2,934,387		2,934,387		2,934,387		2,696,831		237,556		8.10%		91.90%

		3		ＦＳ事 コト		U103002500		空港情報通信		1500079		AICS　アプリ開発		3		AICS　アプリ開発 07月		7/31/15		SBSS2		佐原S2		2,613,096		2,613,096		2,613,096		2,416,148		196,948		7.54%		92.46%

		4		ＮＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500158		サーバ,N/W保守及び N/W管理業務		0		サーバ,N/W保守及び N/W管理業務		4/30/15		NJN23		Ｎ２３		3,545,000		3,545,000		3,545,000		3,260,375		284,625		8.03%		91.97%

		4		ＮＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500158		サーバ,N/W保守及び N/W管理業務		2		サーバ,N/W保守及び N/W管理業務		6/30/15		NJN23		Ｎ２３		3,545,000		3,545,000		3,545,000		3,264,197		280,803		7.92%		92.08%

		4		ＮＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500158		サーバ,N/W保守及び N/W管理業務		4		サーバ,N/W保守及び N/W管理業務		8/31/15		NJN23		Ｎ２３		3,545,000		3,545,000		3,545,000		3,260,375		284,625		8.03%		91.97%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1500091		社内ｾﾝﾀｰ運用RL殿向けCSE業務(2015)井上		0		社内ｾﾝﾀｰ運用RL殿向けCSE業務(2015)井上		5/20/15		NJN22		Ｎ２２		523,569		523,569		523,569		480,691		42,878		8.19%		91.81%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1500091		社内ｾﾝﾀｰ運用RL殿向けCSE業務(2015)井上		1		社内ｾﾝﾀｰ運用RL殿向けCSE業務(2015)井上		6/20/15		NJN22		Ｎ２２		630,533		630,533		630,533		580,979		49,554		7.86%		92.14%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1500091		社内ｾﾝﾀｰ運用RL殿向けCSE業務(2015)井上		2		社内ｾﾝﾀｰ運用RL殿向けCSE業務(2015)井上		7/20/15		NJN22		Ｎ２２		621,859		621,859		621,859		574,063		47,796		7.69%		92.31%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1500091		社内ｾﾝﾀｰ運用RL殿向けCSE業務(2015)井上		3		社内ｾﾝﾀｰ運用RL殿向けCSE業務(2015)井上		8/20/15		NJN22		Ｎ２２		395,318		395,318		395,318		363,112		32,206		8.15%		91.85%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1500091		社内ｾﾝﾀｰ運用RL殿向けCSE業務(2015)井上		4		社内ｾﾝﾀｰ運用RL殿向けCSE業務(2015)井上		9/20/15		NJN22		Ｎ２２		637,910		637,910		637,910		587,896		50,014		7.84%		92.16%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1500094		高島屋殿他向けｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ(2014 小林)		0		高島屋殿他向けｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ(2014 小林)		5/20/15		NJN22		Ｎ２２		570,750		570,750		570,750		525,648		45,102		7.90%		92.10%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1500094		高島屋殿他向けｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ(2014 小林)		1		高島屋殿他向けｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ(2014 小林)		6/20/15		NJN22		Ｎ２２		642,750		642,750		642,750		591,354		51,396		8.00%		92.00%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1500094		高島屋殿他向けｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ(2014 小林)		2		高島屋殿他向けｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ(2014 小林)		7/20/15		NJN22		Ｎ２２		535,125		535,125		535,125		491,066		44,059		8.23%		91.77%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1500094		高島屋殿他向けｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ(2014 小林)		3		高島屋殿他向けｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ(2014 小林)		8/20/15		NJN22		Ｎ２２		609,750		609,750		609,750		560,230		49,520		8.12%		91.88%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1500094		高島屋殿他向けｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ(2014 小林)		4		高島屋殿他向けｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ(2014 小林)		9/20/15		NJN22		Ｎ２２		621,000		621,000		621,000		570,605		50,395		8.12%		91.88%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1500095		新日軽ﾍﾞｽﾄｼｽﾃﾑ殿(2015 国見)		1		新日軽ﾍﾞｽﾄｼｽﾃﾑ殿(2015 国見)		6/20/15		NJN22		Ｎ２２		626,576		626,576		626,576		574,063		52,513		8.38%		91.62%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1500095		新日軽ﾍﾞｽﾄｼｽﾃﾑ殿(2015 国見)		3		新日軽ﾍﾞｽﾄｼｽﾃﾑ殿(2015 国見)		8/20/15		NJN22		Ｎ２２		670,944		670,944		670,944		615,562		55,382		8.25%		91.75%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500129		H27　羽田支店　国際ターミナルチーム		0		H27　羽田支店　国際ターミナルチーム		4/30/15		NJNA1		ＮＡ１		3,180,000		3,180,000		3,180,000		2,910,909		269,091		8.46%		91.54%

		4		ＮＳ事 コト		U095023300		三井ﾎｰﾑ		1500023		情報システムグループ サポート業務		3		情報システムグループ サポート業務		7/31/15		NJN11		Ｎ１１		1,700,000		1,700,000		1,700,000		1,566,294		133,706		7.87%		92.13%

		4		ＮＳ事 コト		U095034309		全労済 本部		1500004		全労済全国組織事業本部　ＳＥ作業		2		ＳＥ作業（２０１５年度）		6/30/15		NJN11		Ｎ１１		1,230,000		1,230,000		1,230,000		1,134,089		95,911		7.80%		92.20%

		4		ＮＳ事 コト		U097001400		富士通(品川)		1400645		（富士通H27派遣/白川）GSｻﾎﾟｰﾄ作業		2		（富士通H27派遣/白川）GSｻﾎﾟｰﾄ作業		6/20/15		NJN11		Ｎ１１		786,822		786,822		786,822		725,221		61,601		7.83%		92.17%

		4		ＮＳ事 コト		U097001400		富士通(品川)		1400645		（富士通H27派遣/白川）GSｻﾎﾟｰﾄ作業		4		（富士通H27派遣/白川）GSｻﾎﾟｰﾄ作業		8/20/15		NJN11		Ｎ１１		780,006		780,006		780,006		721,279		58,727		7.53%		92.47%

		4		ＮＳ事 コト		U098005500		ｼﾞｵｼｽ		1500108		ASTER GDS ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ業務		0		ASTER GDS ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ業務		6/30/15		NJN12		Ｎ１２		2,100,000		2,100,000		2,100,000		1,924,829		175,171		8.34%		91.66%

		4		ＮＳ事 コト		U104002900		長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮ		1500050		（長谷工-建設 H27）ｲﾝﾌﾗ･運用関連技術支援		3		（長谷工-建設 H27）ｲﾝﾌﾗ･運用関連技術支援		7/31/15		NJN21		Ｎ２１		679,000		679,000		679,000		625,584		53,416		7.87%		92.13%

		4		ＮＳ事 コト		U104003100		富士通ｴﾌｻｽ		1400647		（富士通ｴﾌｻｽH27請負）ﾌｧｲﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ		0		（富士通ｴﾌｻｽH27.4月請負）ﾌｧｲﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ		4/20/15		NJN11		Ｎ１１		1,360,000		1,360,000		1,360,000		1,254,795		105,205		7.74%		92.26%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1500061		CTC(MHCBﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌｨｰﾄﾞ案件支援)		3		CTC(MHCBﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌｨｰﾄﾞ案件支援)		7/31/15		NJN21		Ｎ２１		2,151,562		2,151,562		2,151,562		1,980,238		171,324		7.96%		92.04%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1500062		CTC(MHCBﾒｰﾙ監査ｼｽﾃﾑ保守）		2		CTC(MHCBﾒｰﾙ監査ｼｽﾃﾑ保守）		6/30/15		NJN21		Ｎ２１		2,180,000		2,180,000		2,180,000		2,003,381		176,619		8.10%		91.90%

		4		ＮＳ事 コト		U111003700		AIGﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ		1500353		AIGKK)ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ業務支援(顧客ｻｰﾋﾞｽ部契約)		0		AIGKK)ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ業務支援(顧客ｻｰﾋﾞｽ部契約)		7/31/15		NJN22		Ｎ２２		818,620		818,620		818,620		753,890		64,730		7.91%		92.09%

		1		ＥＳ事 コト		U095006501		横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻ		1400376		ＹＪＰ：KLTO_30-H 運転用計算機		5		ＹＪＰ：KLTO_30-H運転用計算機　総合検査サポート5月		5/29/15		NJT21		Ｔ２１		850,000		850,000		850,000		770,498		79,502		9.35%		90.65%

		1		ＥＳ事 コト		U095017100		富士ｾﾞﾛｯｸｽ情報		1500005		新・審査登録業務支援システム開発		7		新・審査登録管理支援システム保守 		8/31/15		TBS1		東北S1		1,390,500		1,390,500		1,390,500		1,265,877		124,623		8.96%		91.04%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500018		全社業務ｼｽﾃﾑ(資材､人労等)他保守管理業務委託		3		全社業務ｼｽﾃﾑ(資材､人労等)他保守管理業務委託		7/31/15		TBS1		東北S1		750,000		750,000		750,000		681,423		68,577		9.14%		90.86%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500025		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（遠藤誠）		4		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（遠藤誠）		8/31/15		TBS1		東北S1		641,000		641,000		641,000		583,803		57,197		8.92%		91.08%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500025		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（遠藤誠）		5		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（遠藤誠）		9/30/15		TBS1		東北S1		641,000		641,000		641,000		580,932		60,068		9.37%		90.63%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500028		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（青砥尚代）		1		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（青砥尚代）		5/31/15		TBS1		東北S1		641,000		641,000		641,000		584,761		56,239		8.77%		91.23%

		1		ＥＳ事 コト		U095026000		ｼﾞｮﾝｿﾝｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾞ		1500274		Ｊ：名駅一丁目計画テナントサーバー機能追加発注2		0		Ｊ：名駅一丁目計画テナントサーバー機能追加発注2		7/22/15		NJT21		Ｔ２１		1,612,000		1,612,000		1,612,000		1,469,203		142,797		8.86%		91.14%

		1		ＥＳ事 コト		U095026000		ｼﾞｮﾝｿﾝｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾞ		1500274		Ｊ：名駅一丁目計画テナントサーバー機能追加発注2		1		Ｊ：空調コントロールシステム(3F区画追加対応)		7/14/15		NJT21		Ｔ２１		748,000		748,000		748,000		680,000		68,000		9.09%		90.91%

		1		ＥＳ事 コト		U095045000		ｳｪｻﾞｰﾆｭｰｽﾞ		1500025		WNI NEXCO西/中日本iHighwayH27年度保守		3		WNI NEXCO西/中日本iHighwayH27年度保守 7月H		7/31/15		SBCS1		千葉S1		650,000		650,000		650,000		591,493		58,507		9.00%		91.00%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400628		Canon ネットワークカメラ[2015][吉田]		4		Canon ネットワークカメラ[2015][吉田] 8月		8/20/15		NJT22		Ｔ２２		672,330		672,330		672,330		614,301		58,029		8.63%		91.37%

		1		ＥＳ事 コト		U099004200		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸITS		1400639		PASITS T社17CY DA DIAG		4		PASITS T社17CY DA DIAG 8月		8/20/15		NJT22		Ｔ２２		9,354,000		9,354,000		9,354,000		8,472,378		881,622		9.43%		90.57%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1400318		森永乳業　統合受払システム構築		1		森永乳業　統合受払（追加ー基本設計）		4/30/15		NJJ31		Ｊ３１		1,105,000		1,105,000		1,105,000		1,010,630		94,370		8.54%		91.46%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500169		森永乳業　物流生産運用業務支援2		3		森永乳業　物流生産運用業務支援2(07月)		7/31/15		NJJ31		Ｊ３１		2,330,238		2,330,238		2,330,238		2,124,831		205,407		8.81%		91.19%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500248		[NMSE]iOS新エージェント開発		0		[NMSE]iOS新エージェント開発		5/31/15		NJT11		Ｔ１１		6,353,250		6,353,250		6,353,250		5,802,050		551,200		8.68%		91.32%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500263		[NMSE]カラダのキモチアプリ評価		1		[NMSE]カラダのキモチアプリ評価( 5月)		5/31/15		NJT11		Ｔ１１		158,900		158,900		158,900		145,375		13,525		8.51%		91.49%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500043		技術者派遣業務（宇都宮 博）		0		技術者派遣業務（宇都宮 博）		4/30/15		TBS2		東北S2		641,000		641,000		641,000		581,408		59,592		9.30%		90.70%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500044		技術者派遣業務（村形 裕一）		0		技術者派遣業務（村形 裕一）		4/30/15		TBS2		東北S2		668,500		668,500		668,500		606,845		61,655		9.22%		90.78%

		2		ＩＣＴ事 コト		U101003200		ｿﾆｰﾓﾊﾞｲﾙｺﾐｭﾆｹｰ		1500279		SOMC（次世代ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開発）		1		SOMC（次世代ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開発）5/21～6/20		6/20/15		NJT13		Ｔ１３		9,750,000		9,750,000		9,750,000		8,847,471		902,529		9.26%		90.74%

		2		ＩＣＴ事 コト		U101003200		ｿﾆｰﾓﾊﾞｲﾙｺﾐｭﾆｹｰ		1500322		SOMC（Stamina）		0		SOMC（Stamina）6/10～6/20		6/20/15		NJT13		Ｔ１３		540,000		540,000		540,000		490,876		49,124		9.10%		90.90%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1400643		[KC]KA66 Graphics開発(設計)		1		[KC]KA66 Graphics開発(試験計画～不具合対応)		7/20/15		NJT11		Ｔ１１		3,841,500		3,841,500		3,841,500		3,501,265		340,235		8.86%		91.14%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1500289		[KC]FOTAサーバ開発系 保守		4		[KC]FOTAサーバ開発系 保守( 8月)		8/31/15		NJT11		Ｔ１１		520,000		520,000		520,000		475,245		44,755		8.61%		91.39%

		2		ＩＣＴ事 コト		U112000900		ｱｲ･ｴﾑ･ｼﾞｪｲ		1500291		IMJ LEONET開発		5		[IMJ]LEONETｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ GoogleAnalyticsでのｲﾍﾞﾝﾄ集計		9/30/15		NJT13		Ｔ１３		450,000		450,000		450,000		408,813		41,187		9.15%		90.85%

		2		ＩＣＴ事 コト		U113003900		ｳｫﾙﾄ･ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ		1500219		WDJ（US HOME開発）		0		WDJ（US HOME開発）		6/8/15		NJT13		Ｔ１３		4,980,000		4,980,000		4,980,000		4,522,388		457,612		9.19%		90.81%

		3		ＦＳ事 コト		U095008107		三越伊勢丹ｼｽﾃﾑ		1500075		外商・周辺グループ内業務		4		外商・周辺グループ内業務（８月）		8/31/15		NJJ12		Ｊ１２		750,000		750,000		750,000		682,821		67,179		8.96%		91.04%

		3		ＦＳ事 コト		U095010700		ちばぎんｺﾝﾋﾟｭｰ		1500009		CCS　法人システム部　ソフトウェア開発		2		CCS　法人システム部　ソフトウェア開発		6/30/15		SBCS2		千葉S2		603,100		603,100		603,100		547,093		56,007		9.29%		90.71%

		3		ＦＳ事 コト		U095010700		ちばぎんｺﾝﾋﾟｭｰ		1500009		CCS　法人システム部　ソフトウェア開発		4		CCS　法人システム部　ソフトウェア開発		8/31/15		SBCS2		千葉S2		664,465		664,465		664,465		602,474		61,991		9.33%		90.67%

		3		ＦＳ事 コト		U095010700		ちばぎんｺﾝﾋﾟｭｰ		1500009		CCS　法人システム部　ソフトウェア開発		5		CCS　法人システム部　ソフトウェア開発		9/30/15		SBCS2		千葉S2		705,384		705,384		705,384		639,394		65,990		9.36%		90.64%

		3		ＦＳ事 コト		U095010700		ちばぎんｺﾝﾋﾟｭｰ		1500010		CCS　介護保険　ソフトウェア開発		0		CCS　介護保険　ソフトウェア開発		6/30/15		SBCS2		千葉S2		22,632,000		22,632,000		22,632,000		20,485,029		2,146,971		9.49%		90.51%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1400566		【SJNKS･火満】2015年度機構改革対応		1		【SJNKS･火満】2015年度機構改革対応（5月検収）		5/31/15		NJJ21		Ｊ２１		4,727,250		4,727,250		4,727,250		4,280,725		446,525		9.45%		90.55%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1500069		C-ITS T-STAR/RX・NAM顧問		2		C-ITS T-STAR/RX・NAM顧問 06月		6/30/15		SBSS2		佐原S2		5,830,000		5,830,000		5,830,000		5,286,410		543,590		9.32%		90.68%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1500069		C-ITS T-STAR/RX・NAM顧問		5		C-ITS T-STAR/RX・NAM顧問 09月		9/30/15		SBSS2		佐原S2		735,886		735,886		735,886		670,112		65,774		8.94%		91.06%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1500071		C-ITS フロント		0		C-ITS フロント 04月		4/28/15		SBSS2		佐原S2		1,990,000		1,990,000		1,990,000		1,820,000		170,000		8.54%		91.46%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1500071		C-ITS フロント		1		C-ITS フロント 05月		5/27/15		SBSS2		佐原S2		1,990,000		1,990,000		1,990,000		1,820,000		170,000		8.54%		91.46%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1500074		C-ITS 東電向け情報システム開発		0		C-ITS 東電向け情報システム開発		6/30/15		SBSS2		佐原S2		4,140,000		4,140,000		4,140,000		3,768,960		371,040		8.96%		91.04%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1500075		C-ITS Bestway		0		C-ITS Bestway 04月		4/30/15		SBSS2		佐原S2		720,000		720,000		720,000		656,424		63,576		8.83%		91.17%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1500075		C-ITS Bestway		2		C-ITS Bestway		6/30/15		SBSS2		佐原S2		730,000		730,000		730,000		666,345		63,655		8.72%		91.28%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1500078		C-ITS 条件精算システム		5		C-ITS 条件精算システム 09月		9/30/15		SBSS2		佐原S2		2,986,990		2,986,990		2,986,990		2,716,684		270,306		9.05%		90.95%

		3		ＦＳ事 コト		U095031800		東京農業大学		1500074		大学システム保守		3		大学システム保守（７月）		7/31/15		NJJ12		Ｊ１２		1,560,000		1,560,000		1,560,000		1,420,313		139,687		8.95%		91.05%

		3		ＦＳ事 コト		U095031800		東京農業大学		1500074		大学システム保守		5		大学システム保守（９月）		9/30/15		NJJ12		Ｊ１２		1,560,000		1,560,000		1,560,000		1,424,534		135,466		8.68%		91.32%

		3		ＦＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1500080		IBM　生産管理		5		IBM　生産管理 09月		9/30/15		SBSS2		佐原S2		12,760,000		12,760,000		12,760,000		11,588,023		1,171,977		9.18%		90.82%

		3		ＦＳ事 コト		U102003400		東京ｶﾞｽiﾈｯﾄ		1500186		ACROSS SUBARU対応(架管)		2		ACROSS(ループ室点検機能の開発_追加対応)		9/30/15		SBSS2		佐原S2		270,080		270,080		270,080		246,546		23,534		8.71%		91.29%

		3		ＦＳ事 コト		U103002400		明治安田ｼｽﾃﾑﾃｸ		1500044		【MYL】法人事務ｻｰﾋﾞｽ対応(中長期ｼｽﾃﾑ課題)		2		【MYL】法人事務ｻｰﾋﾞｽ対応(中長期ｼｽﾃﾑ課題)2015年6月		6/30/15		NJJ21		Ｊ２１		8,475,000		8,475,000		8,475,000		7,740,440		734,560		8.67%		91.33%

		3		ＦＳ事 コト		U103002400		明治安田ｼｽﾃﾑﾃｸ		1500044		【MYL】法人事務ｻｰﾋﾞｽ対応(中長期ｼｽﾃﾑ課題)		5		【MYL】法人事務ｻｰﾋﾞｽ対応(中長期ｼｽﾃﾑ課題)2015年9月		9/30/15		NJJ21		Ｊ２１		8,475,000		8,475,000		8,475,000		7,674,510		800,490		9.45%		90.55%

		3		ＦＳ事 コト		U113002500		海外需要開拓		1500086		COOLJAPAN 案件管理システム		1		COOLJAPAN 案件管理システム(追加要望対応)		9/30/15		SBSS2		佐原S2		654,500		654,500		654,500		595,503		58,997		9.01%		90.99%

		4		ＮＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500184		ｻｰﾊﾞｰ系基盤SE業務支援		2		ｻｰﾊﾞｰ系基盤SE業務支援		6/30/15		NJN23		Ｎ２３		1,447,500		1,447,500		1,447,500		1,318,595		128,905		8.91%		91.09%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1400432		FFCS／ｻﾝﾘｵ殿他向けSES(2014 村上/青山)		6		FFCS／ｻﾝﾘｵ殿他向けSES(2014 村上/青山)		4/20/15		NJN21		Ｎ２１		1,283,304		1,283,304		1,283,304		1,166,438		116,866		9.11%		90.89%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1500095		新日軽ﾍﾞｽﾄｼｽﾃﾑ殿(2015 国見)		0		新日軽ﾍﾞｽﾄｼｽﾃﾑ殿(2015 国見)		5/20/15		NJN22		Ｎ２２		570,768		570,768		570,768		522,190		48,578		8.51%		91.49%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1500095		新日軽ﾍﾞｽﾄｼｽﾃﾑ殿(2015 国見)		2		新日軽ﾍﾞｽﾄｼｽﾃﾑ殿(2015 国見)		7/20/15		NJN22		Ｎ２２		610,783		610,783		610,783		556,772		54,011		8.84%		91.16%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1500095		新日軽ﾍﾞｽﾄｼｽﾃﾑ殿(2015 国見)		4		新日軽ﾍﾞｽﾄｼｽﾃﾑ殿(2015 国見)		9/20/15		NJN22		Ｎ２２		582,048		582,048		582,048		532,564		49,484		8.50%		91.50%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500321		H27 次期空港旅客サービスプロジェクト		2		H27　次期空港旅客サービスプロジェクト		8/31/15		NJNA1		ＮＡ１		804,790		804,790		804,790		732,690		72,100		8.96%		91.04%

		4		ＮＳ事 コト		U095023300		三井ﾎｰﾑ		1500023		情報システムグループ サポート業務		0		情報システムグループ サポート業務		4/30/15		NJN11		Ｎ１１		1,721,277		1,721,277		1,721,277		1,566,313		154,964		9.00%		91.00%

		4		ＮＳ事 コト		U095026701		日本出版 王子		1500098		運用管理		1		王子 運用管理業務		5/31/15		NJN12		Ｎ１２		12,865,195		12,865,195		12,865,195		11,651,690		1,213,505		9.43%		90.57%

		4		ＮＳ事 コト		U095026701		日本出版 王子		1500098		運用管理		4		王子 運用管理業務		8/31/15		NJN12		Ｎ１２		12,491,390		12,491,390		12,491,390		11,312,038		1,179,352		9.44%		90.56%

		4		ＮＳ事 コト		U095034309		全労済 本部		1500004		全労済全国組織事業本部　ＳＥ作業		5		ＳＥ作業（２０１５年度）		9/30/15		NJN11		Ｎ１１		1,230,000		1,230,000		1,230,000		1,124,101		105,899		8.61%		91.39%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1500154		朝日生命電算機システム運用管理(2015)		1		朝日生命電算機システム運用管理(2015)		6/5/15		NJN23		Ｎ２３		6,530,000		6,530,000		6,530,000		5,965,908		564,092		8.64%		91.36%

		4		ＮＳ事 コト		U100002400		そんぽ24損保		1500055		（そんぽ-基盤 H27）電子計算機システム運用管理業務		5		（そんぽ-基盤 H27）電子計算機システム運用管理業務		9/30/15		NJN21		Ｎ２１		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,180,417		119,583		9.20%		90.80%

		4		ＮＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1500019		（FIS-SE H27）運用管理業務		2		（FIS-SE H27）運用管理業務		6/30/15		NJN11		Ｎ１１		3,120,000		3,120,000		3,120,000		2,849,645		270,355		8.67%		91.33%

		4		ＮＳ事 コト		U106000500		NSSLCｻｰﾋﾞｽ		1500079		NSSLC　広域ネットワーク構築・運用管理業務		0		NSSLC　広域ネットワーク構築・運用管理業務		4/30/15		NJN22		Ｎ２２		5,309,092		5,309,092		5,309,092		4,820,237		488,855		9.21%		90.79%

		4		ＮＳ事 コト		U106000500		NSSLCｻｰﾋﾞｽ		1500079		NSSLC　広域ネットワーク構築・運用管理業務		1		NSSLC　広域ネットワーク構築・運用管理業務		5/31/15		NJN22		Ｎ２２		5,243,093		5,243,093		5,243,093		4,796,342		446,751		8.52%		91.48%

		4		ＮＳ事 コト		U106000500		NSSLCｻｰﾋﾞｽ		1500079		NSSLC　広域ネットワーク構築・運用管理業務		3		NSSLC　広域ネットワーク構築・運用管理業務		7/31/15		NJN22		Ｎ２２		4,717,815		4,717,815		4,717,815		4,276,083		441,732		9.36%		90.64%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1500059		CTC(SI諸業務)金融ｼｽ1部3課		4		CTC(SI諸業務)金融ｼｽ1部3課		8/31/15		NJN21		Ｎ２１		5,760,737		5,760,737		5,760,737		5,228,625		532,112		9.24%		90.76%

		4		ＮＳ事 コト		U109000700		出版共同流通		1500100		蓮田センター　運用管理		2		蓮田センター　運用管理		6/30/15		NJN12		Ｎ１２		3,735,000		3,735,000		3,735,000		3,391,135		343,865		9.21%		90.79%

		4		ＮＳ事 コト		U110000100		NTTﾄﾞｺﾓ		1500097		（NTTﾄﾞｺﾓ H27）パノラマ		5		（NTTﾄﾞｺﾓ H27）パノラマ		9/30/15		NJN22		Ｎ２２		1,082,700		1,082,700		1,082,700		980,789		101,911		9.41%		90.59%

		4		ＮＳ事 コト		U111000900		ﾌｼﾞﾃﾚｺﾑ		1500033		ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽSOｻｰﾋﾞｽ用ｼｽﾃﾑ運用管理		1		ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽSOｻｰﾋﾞｽ用ｼｽﾃﾑ運用管理		5/31/15		NJN11		Ｎ１１		690,000		690,000		690,000		624,715		65,285		9.46%		90.54%

		4		ＮＳ事 コト		U111003600		ｲﾝﾌｨﾆ		1500148		H27 Data-Hub保守・運用業務		0		H27 Data-Hub保守・運用業務		4/30/15		NJNA2		ＮＡ２		200,000		200,000		200,000		182,304		17,696		8.85%		91.15%

		4		ＮＳ事 コト		U111003600		ｲﾝﾌｨﾆ		1500148		H27 Data-Hub保守・運用業務		1		H27 Data-Hub保守・運用業務		5/31/15		NJNA2		ＮＡ２		200,000		200,000		200,000		182,304		17,696		8.85%		91.15%

		4		ＮＳ事 コト		U111003600		ｲﾝﾌｨﾆ		1500148		H27 Data-Hub保守・運用業務		2		H27 Data-Hub保守・運用業務		6/30/15		NJNA2		ＮＡ２		200,000		200,000		200,000		182,304		17,696		8.85%		91.15%

		4		ＮＳ事 コト		U111003600		ｲﾝﾌｨﾆ		1500148		H27 Data-Hub保守・運用業務		3		H27 Data-Hub保守・運用業務		7/31/15		NJNA2		ＮＡ２		200,000		200,000		200,000		182,304		17,696		8.85%		91.15%

		4		ＮＳ事 コト		U111003600		ｲﾝﾌｨﾆ		1500148		H27 Data-Hub保守・運用業務		4		H27 Data-Hub保守・運用業務		8/31/15		NJNA2		ＮＡ２		200,000		200,000		200,000		182,304		17,696		8.85%		91.15%

		4		ＮＳ事 コト		U111003600		ｲﾝﾌｨﾆ		1500148		H27 Data-Hub保守・運用業務		5		H27 Data-Hub保守・運用業務		9/30/15		NJNA2		ＮＡ２		200,000		200,000		200,000		182,304		17,696		8.85%		91.15%

		5		その他 タ		U095021000		ｴｽ･ﾃﾞｲ･ｼｰ		1500049		②【OS】ＳＤＣ 健保業務		4		②【OS】SDC/薬業健保精査業務		8/31/15		EBCS		ＣＳ課		4,545,000		4,545,000		4,545,000		4,142,812		402,188		8.85%		91.15%

		5		その他 タ		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1500037		②【OS】NHK-MT （東）		3		②【OS】NHKMT/運用ヘルプ		7/31/15		EBCS		ＣＳ課		550,000		550,000		550,000		502,051		47,949		8.72%		91.28%

		5		その他 タ		U106000500		NSSLCｻｰﾋﾞｽ		1500022		①【NS】NSSLC/基盤構築業務および運用保守ｻﾎﾟｰﾄ業務		0		①【NS】基盤構築業務&運用保守ｻﾎﾟｰﾄ業務(4月)		4/30/15		EBCS		ＣＳ課		1,030,000		1,030,000		1,030,000		934,000		96,000		9.32%		90.68%

		5		その他 タ		U115002000		小矢部川土地		1500235		会計販売　小矢部川上流用水土地改良区		1		Access販売　小矢部川上流用水土地改良区		9/30/15		SB01G		ISPR原		13,000		13,000		13,000		11,790		1,210		9.31%		90.69%

		1		ＥＳ事 コト		U095006600		日立国際電気		1500010		QW-5302M通信ソフトウェア設計作業		4		QW-5302Mシステム総合試験作業		8/31/15		TBS1		東北S1		504,000		504,000		504,000		451,730		52,270		10.37%		89.63%

		1		ＥＳ事 コト		U095011900		OKIｿﾌﾄｳｪｱ		1500011		２０１５年４月度　開発・メンテ作業		3		２０１５年７月度　開発・メンテ作業		8/31/15		TBS1		東北S1		720,000		720,000		720,000		646,969		73,031		10.14%		89.86%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500028		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（青砥尚代）		5		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（青砥尚代）		9/30/15		TBS1		東北S1		641,000		641,000		641,000		578,061		62,939		9.82%		90.18%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500029		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（加藤祐衣）		3		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（加藤祐衣）		7/31/15		TBS1		東北S1		641,000		641,000		641,000		575,190		65,810		10.27%		89.73%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400631		Canon HMD組み込みソフト開発・設計[2015]		1		Canon HMD組み込みソフト開発・設計[2015] 5月		5/20/15		NJT22		Ｔ２２		770,500		770,500		770,500		693,712		76,788		9.97%		90.03%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400631		Canon HMD組み込みソフト開発・設計[2015]		5		Canon HMD組み込みソフト開発・設計[2015] 9月		9/20/15		NJT22		Ｔ２２		844,100		844,100		844,100		757,258		86,842		10.29%		89.71%

		1		ＥＳ事 コト		U099004200		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸITS		1400641		PASITS T社17CY DA ｱﾌﾟﾘPF		1		PASITS T社17CY DA ｱﾌﾟﾘPF 7月		7/24/15		NJT22		Ｔ２２		10,400,000		10,400,000		10,400,000		9,321,741		1,078,259		10.37%		89.63%

		1		ＥＳ事 コト		U109000900		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑﾈｯﾄ		1500323		P：配信作業		1		P：保守ツール改修２		7/22/15		NJT21		Ｔ２１		70,000		70,000		70,000		63,000		7,000		10.00%		90.00%

		1		ＥＳ事 コト		U114003800		ﾄﾖﾀ自動車		1500235		HVシス担[2015]		4		HVシス担[2015.09]		9/30/15		NJT23		Ｔ２３		2,848,000		2,848,000		2,848,000		2,562,477		285,523		10.03%		89.97%

		1		ＥＳ事 コト		U114003800		ﾄﾖﾀ自動車		1500237		PF仕様開発[2015]		1		PF仕様開発[2015.07-09]		9/30/15		NJT23		Ｔ２３		27,798,000		27,798,000		27,798,000		25,061,466		2,736,534		9.84%		90.16%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500163		森永乳業　損益運用業務支援1		0		森永乳業　損益運用業務支援1(04月)		4/30/15		NJJ31		Ｊ３１		857,500		857,500		857,500		768,470		89,030		10.38%		89.62%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500163		森永乳業　損益運用業務支援1		2		森永乳業　損益運用業務支援1(06月)		6/30/15		NJJ31		Ｊ３１		800,000		800,000		800,000		718,309		81,691		10.21%		89.79%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500167		森永乳業　量販受注・量販請求業務支援他		1		森永乳業　量販受注・量販請求業務支援他(05月)		5/31/15		NJJ31		Ｊ３１		1,450,000		1,450,000		1,450,000		1,302,182		147,818		10.19%		89.81%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500252		[NMSE]SL推アプリ試験		2		[NMSE]SL推アプリ試験 ﾄﾞｺﾓﾒｰﾙ評価( 6月)		6/30/15		NJT11		Ｔ１１		3,879,000		3,879,000		3,879,000		3,500,810		378,190		9.75%		90.25%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500265		[NMSE]KM見守りテストマーケ版評価		3		[NMSE]WMアプリ（2015年度）( 8月)		8/31/15		NJT11		Ｔ１１		845,600		845,600		845,600		757,081		88,519		10.47%		89.53%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500268		[NMSE]eNB15年上期試験（03-06）に関する業務委託		0		[NMSE]eNB15年上期試験（03-06）に関する業務委託4		4/30/15		NJT11		Ｔ１１		678,300		678,300		678,300		609,819		68,481		10.10%		89.90%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500268		[NMSE]eNB15年上期試験（03-06）に関する業務委託		1		[NMSE]eNB15年上期試験（03-06）に関する業務委託5		5/31/15		NJT11		Ｔ１１		560,700		560,700		560,700		504,092		56,608		10.10%		89.90%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500268		[NMSE]eNB15年上期試験（03-06）に関する業務委託		2		[NMSE]eNB15年上期試験（03-06）に関する業務委託6		6/30/15		NJT11		Ｔ１１		634,200		634,200		634,200		570,171		64,029		10.10%		89.90%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500268		[NMSE]eNB15年上期試験（03-06）に関する業務委託		3		[NMSE]eNB15年下期試験（07-09）に関する業務委託7		7/31/15		NJT11		Ｔ１１		651,000		651,000		651,000		585,275		65,725		10.10%		89.90%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500268		[NMSE]eNB15年上期試験（03-06）に関する業務委託		4		[NMSE]eNB15年下期試験（07-09）に関する業務委託8		8/31/15		NJT11		Ｔ１１		520,800		520,800		520,800		468,220		52,580		10.10%		89.90%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500268		[NMSE]eNB15年上期試験（03-06）に関する業務委託		5		[NMSE]eNB15年下期試験（07-09）に関する業務委託9		9/30/15		NJT11		Ｔ１１		618,450		618,450		618,450		556,011		62,439		10.10%		89.90%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1400363		[NMSE]HD-BDE基地局開発(準委任)		12		[NMSE]HD-BDE開発・LTEソフト開発推進支援開発(5月)		5/20/15		NJT12		Ｔ１２		4,066,920		4,066,920		4,066,920		3,663,796		403,124		9.91%		90.09%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500261		[NMSE]MCAS様向けIP無線システムIP無線機SW開発		1		[NMSE]MCAS様向けIP無線システムIP無線機SW開発 7月		7/11/15		NJT12		Ｔ１２		2,240,000		2,240,000		2,240,000		2,016,522		223,478		9.98%		90.02%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095011000		ｷﾔﾉﾝｿﾌﾄｳｪｱ		1500190		コンデジＵＩシミュレータ開発		3		コンデジＵＩシミュレータ開発		9/30/15		SBSS1		佐原S1		580,150		580,150		580,150		523,435		56,715		9.78%		90.22%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095036900		富士通ﾋﾞｰｴｽｼｰ		1500076		森永製菓川越配送センター殿切離テスト対応作業		0		森永製菓川越配送センター殿切離テスト対応作業		7/31/15		TBS2		東北S2		105,000		105,000		105,000		94,415		10,585		10.08%		89.92%

		2		ＩＣＴ事 コト		U101003200		ｿﾆｰﾓﾊﾞｲﾙｺﾐｭﾆｹｰ		1500314		SOMC（LockScreen）		0		SOMC（LockScreen）5/11～6/20		6/20/15		NJT13		Ｔ１３		5,340,000		5,340,000		5,340,000		4,806,000		534,000		10.00%		90.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U101003200		ｿﾆｰﾓﾊﾞｲﾙｺﾐｭﾆｹｰ		1500314		SOMC（LockScreen）		1		SOMC（LockScreen）7/28～8/20		8/20/15		NJT13		Ｔ１３		585,000		585,000		585,000		526,500		58,500		10.00%		90.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1500289		[KC]FOTAサーバ開発系 保守		1		[KC]FOTAサーバ開発系 保守( 5月)		5/31/15		NJT11		Ｔ１１		520,000		520,000		520,000		468,328		51,672		9.94%		90.06%

		2		ＩＣＴ事 コト		U103000200		ｼｬｰﾌﾟﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾋ		1500065		ソフトウェア開発業務		2		ソフトウェア開発業務		7/31/15		SBSS1		佐原S1		1,394,000		1,394,000		1,394,000		1,252,079		141,921		10.18%		89.82%

		2		ＩＣＴ事 コト		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500037		ソフトウェア開発業務 笹本		0		ソフトウェア開発業務 笹本		4/30/15		SBSS1		佐原S1		746,000		746,000		746,000		671,363		74,637		10.00%		90.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500037		ソフトウェア開発業務 笹本		1		ソフトウェア開発業務 笹本		5/31/15		SBSS1		佐原S1		557,750		557,750		557,750		503,522		54,228		9.72%		90.28%

		2		ＩＣＴ事 コト		U112000900		ｱｲ･ｴﾑ･ｼﾞｪｲ		1500291		IMJ LEONET開発		6		[IMJ]LEONETｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ ｶｾｯﾄのﾕｰｻﾞｰごとの出しわけ機能		9/30/15		NJT13		Ｔ１３		720,000		720,000		720,000		646,052		73,948		10.27%		89.73%

		3		ＦＳ事 コト		U095010700		ちばぎんｺﾝﾋﾟｭｰ		1500009		CCS　法人システム部　ソフトウェア開発		0		CCS　法人システム部　ソフトウェア開発		4/30/15		SBCS2		千葉S2		617,293		617,293		617,293		557,163		60,130		9.74%		90.26%

		3		ＦＳ事 コト		U095010700		ちばぎんｺﾝﾋﾟｭｰ		1500009		CCS　法人システム部　ソフトウェア開発		1		CCS　法人システム部　ソフトウェア開発		5/31/15		SBCS2		千葉S2		548,926		548,926		548,926		495,069		53,857		9.81%		90.19%

		3		ＦＳ事 コト		U095010700		ちばぎんｺﾝﾋﾟｭｰ		1500009		CCS　法人システム部　ソフトウェア開発		3		CCS　法人システム部　ソフトウェア開発		7/31/15		SBCS2		千葉S2		732,076		732,076		732,076		662,050		70,026		9.57%		90.43%

		3		ＦＳ事 コト		U095010700		ちばぎんｺﾝﾋﾟｭｰ		1500011		CCS　介護保険（特別区）　ソフトウェア開発		50		CCS　介護保険（特別区）　ソフトウェア開発		6/30/15		SBCS2		千葉S2		4,340,000		4,340,000		4,340,000		3,910,000		430,000		9.91%		90.09%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1400638		【SJNKS･自賠】日常業務（２０１５年度）		1		【SJNKS･自満】日常業務（2015年05月）		5/31/15		NJJ21		Ｊ２１		1,918,125		1,918,125		1,918,125		1,717,090		201,035		10.48%		89.52%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500228		【SJNKS･月例】日常業務（２０１５年度）		0		【SJNKS･月例】日常業務（2015年04月）		4/30/15		NJJ21		Ｊ２１		123,750		123,750		123,750		111,044		12,706		10.27%		89.73%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1500072		C-ITS WrapFlow		2		C-ITS WrapFlow 06月		6/30/15		SBSS2		佐原S2		8,731,950		8,731,950		8,731,950		7,868,906		863,044		9.88%		90.12%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1500078		C-ITS 条件精算システム		3		C-ITS 条件精算システム 07月		7/31/15		SBSS2		佐原S2		3,050,000		3,050,000		3,050,000		2,735,563		314,437		10.31%		89.69%

		3		ＦＳ事 コト		U095042500		さくら情報ｼｽﾃﾑ		1500016		さくら情報　ソニー生命業務支援		3		さくら情報　ソニー生命業務支援		7/31/15		SBCS2		千葉S2		1,955,159		1,955,159		1,955,159		1,765,467		189,692		9.70%		90.30%

		3		ＦＳ事 コト		U095049700		木村ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ工		1500222		XEVO面材処理システム　機能改善		0		XEVO面材処理システム　機能改善		9/30/15		SBSS2		佐原S2		1,200,000		1,200,000		1,200,000		1,083,136		116,864		9.74%		90.26%

		3		ＦＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1500080		IBM　生産管理		4		IBM　生産管理 08月		8/31/15		SBSS2		佐原S2		12,760,000		12,760,000		12,760,000		11,518,962		1,241,038		9.73%		90.27%

		3		ＦＳ事 コト		U102003400		東京ｶﾞｽiﾈｯﾄ		1500186		ACROSS SUBARU対応(架管)		0		ACROSS_SUBARU対応(架管)		9/30/15		SBSS2		佐原S2		3,203,440		3,203,440		3,203,440		2,895,964		307,476		9.60%		90.40%

		3		ＦＳ事 コト		U103002400		明治安田ｼｽﾃﾑﾃｸ		1500044		【MYL】法人事務ｻｰﾋﾞｽ対応(中長期ｼｽﾃﾑ課題)		0		【MYL】法人事務ｻｰﾋﾞｽ対応(中長期ｼｽﾃﾑ課題)2015年4月		4/30/15		NJJ21		Ｊ２１		12,250,000		12,250,000		12,250,000		11,026,137		1,223,863		9.99%		90.01%

		3		ＦＳ事 コト		U103002400		明治安田ｼｽﾃﾑﾃｸ		1500044		【MYL】法人事務ｻｰﾋﾞｽ対応(中長期ｼｽﾃﾑ課題)		3		【MYL】法人事務ｻｰﾋﾞｽ対応(中長期ｼｽﾃﾑ課題)2015年7月		7/31/15		NJJ21		Ｊ２１		8,475,000		8,475,000		8,475,000		7,662,752		812,248		9.58%		90.42%

		3		ＦＳ事 コト		U114003300		ﾁｭｰﾘｯﾋ保険会社		1500233		【Zurich】ＤＭサポート全般		5		【Zurich】ＤＭサポートシステム対応（９月）		9/30/15		NJJ21		Ｊ２１		4,068,200		4,068,200		4,068,200		3,658,076		410,124		10.08%		89.92%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500128		H27 エアポート統括部 羽田支店		3		H27　羽田支店　カスタマーチーム		7/31/15		NJNA1		ＮＡ１		2,058,630		2,058,630		2,058,630		1,855,185		203,445		9.88%		90.12%

		4		ＮＳ事 コト		U095023300		三井ﾎｰﾑ		1500022		ｼｽﾃﾑ管理ｾﾝﾀｰ運用管理業務　他		4		ｼｽﾃﾑ管理ｾﾝﾀｰ運用管理業務　他		8/31/15		NJN11		Ｎ１１		3,050,000		3,050,000		3,050,000		2,735,344		314,656		10.32%		89.68%

		4		ＮＳ事 コト		U095026701		日本出版 王子		1500098		運用管理		0		王子 運用管理業務		4/30/15		NJN12		Ｎ１２		13,360,360		13,360,360		13,360,360		12,047,019		1,313,341		9.83%		90.17%

		4		ＮＳ事 コト		U106000300		長谷工ｱﾈｼｽ		1500051		（長谷工ｱﾈｼｽ H27）LAN管理技術支援		0		（長谷工ｱﾈｼｽ H27）LAN管理技術支援		4/30/15		NJN21		Ｎ２１		640,200		640,200		640,200		573,452		66,748		10.43%		89.57%

		4		ＮＳ事 コト		U106000500		NSSLCｻｰﾋﾞｽ		1500079		NSSLC　広域ネットワーク構築・運用管理業務		4		NSSLC　広域ネットワーク構築・運用管理業務		8/31/15		NJN22		Ｎ２２		5,256,752		5,256,752		5,256,752		4,742,859		513,893		9.78%		90.22%

		4		ＮＳ事 コト		U106000500		NSSLCｻｰﾋﾞｽ		1500079		NSSLC　広域ネットワーク構築・運用管理業務		5		NSSLC　広域ネットワーク構築・運用管理業務		9/30/15		NJN22		Ｎ２２		5,213,543		5,213,543		5,213,543		4,690,137		523,406		10.04%		89.96%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1500059		CTC(SI諸業務)金融ｼｽ1部3課		2		CTC(SI諸業務)金融ｼｽ1部3課		6/30/15		NJN21		Ｎ２１		5,954,449		5,954,449		5,954,449		5,368,585		585,864		9.84%		90.16%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1500063		CTC(CDMシステム保守・メンテ)		3		CTC(CDMシステム保守・メンテ)		7/31/15		NJN21		Ｎ２１		752,000		752,000		752,000		675,930		76,070		10.12%		89.88%

		4		ＮＳ事 コト		U111003600		ｲﾝﾌｨﾆ		1400620		Tripple アフェリエイト機能追加		0		Tripple アフェリエイト機能追加		7/31/15		NJNA2		ＮＡ２		800,000		800,000		800,000		720,000		80,000		10.00%		90.00%

		4		ＮＳ事 コト		U111003600		ｲﾝﾌｨﾆ		1500149		H27 INFINI Tripple保守運用		0		H27 INFINI Tripple保守運用		6/30/15		NJNA2		ＮＡ２		229,540		229,540		229,540		207,304		22,236		9.69%		90.31%

		4		ＮＳ事 コト		U111003600		ｲﾝﾌｨﾆ		1500149		H27 INFINI Tripple保守運用		1		H27 INFINI Tripple保守運用		7/31/15		NJNA2		ＮＡ２		229,540		229,540		229,540		207,304		22,236		9.69%		90.31%

		4		ＮＳ事 コト		U111003600		ｲﾝﾌｨﾆ		1500149		H27 INFINI Tripple保守運用		2		H27 INFINI Tripple保守運用		8/31/15		NJNA2		ＮＡ２		229,540		229,540		229,540		207,304		22,236		9.69%		90.31%

		4		ＮＳ事 コト		U111003600		ｲﾝﾌｨﾆ		1500149		H27 INFINI Tripple保守運用		3		H27 INFINI Tripple保守運用		9/30/15		NJNA2		ＮＡ２		229,540		229,540		229,540		207,304		22,236		9.69%		90.31%

		4		ＮＳ事 コト		U114000100		志賀国際特許		1500226		（志賀国際 H27）ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ業務委託		2		（志賀国際 H27）ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ業務委託		6/30/15		NJN21		Ｎ２１		282,475		282,475		282,475		253,850		28,625		10.13%		89.87%

		5		その他 タ		U095021000		ｴｽ･ﾃﾞｲ･ｼｰ		1500049		②【OS】ＳＤＣ 健保業務		5		②【OS】SDC/薬業健保精査業務		9/30/15		EBCS		ＣＳ課		4,545,000		4,545,000		4,545,000		4,088,055		456,945		10.05%		89.95%

		5		その他 タ		U113004300		ﾃﾗﾃｸﾉﾛｼﾞｰ		1500085		②【SS】Tera/ﾔﾏﾄ運輸ｼｽﾃﾑ開発（後藤）		4		②【SS】Tera/ﾔﾏﾄ運輸ｼｽﾃﾑ開発（後藤）		8/31/15		EBCS		ＣＳ課		530,000		530,000		530,000		479,352		50,648		9.56%		90.44%

		1		ＥＳ事 コト		U095007203		沖電気工業芝浦		1400613		OKI 消防システム関連SE支援業務[2015]		5		OKI 消防システム関連SE支援業務[2015] 9月		9/30/15		NJT22		Ｔ２２		4,316,874		4,316,874		4,316,874		3,844,669		472,205		10.94%		89.06%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500017		Ｈ２７年度保守業務に関する作業		3		Ｈ２７年度保守業務に関する作業		7/31/15		TBS1		東北S1		294,140		294,140		294,140		262,014		32,126		10.92%		89.08%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500027		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（北島悠史）		4		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（北島悠史）		8/31/15		TBS1		東北S1		641,000		641,000		641,000		568,491		72,509		11.31%		88.69%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500064		案件管理システム　Ｈ２７年度改修（～詳細設計）		0		案件管理システム　Ｈ２７年度改修（～詳細設計）		7/31/15		TBS1		東北S1		3,573,000		3,573,000		3,573,000		3,194,714		378,286		10.59%		89.41%

		1		ＥＳ事 コト		U095045000		ｳｪｻﾞｰﾆｭｰｽﾞ		1500024		WNI　SIGNシステム開発支援		0		WNI　SIGN暖候期開発		7/8/15		SBCS1		千葉S1		2,358,750		2,358,750		2,358,750		2,091,554		267,196		11.33%		88.67%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400626		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ/ｽｷｬﾅ開発(上原)[2015]		5		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ/ｽｷｬﾅ開発(上原)[2015] 9月		9/20/15		NJT22		Ｔ２２		857,500		857,500		857,500		766,790		90,710		10.58%		89.42%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400628		Canon ネットワークカメラ[2015][吉田]		1		Canon ネットワークカメラ[2015][吉田] 5月		5/20/15		NJT22		Ｔ２２		826,725		826,725		826,725		738,531		88,194		10.67%		89.33%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400628		Canon ネットワークカメラ[2015][吉田]		2		Canon ネットワークカメラ[2015][吉田] 6月		6/20/15		NJT22		Ｔ２２		1,005,210		1,005,210		1,005,210		897,976		107,234		10.67%		89.33%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400628		Canon ネットワークカメラ[2015][吉田]		3		Canon ネットワークカメラ[2015][吉田] 7月		7/20/15		NJT22		Ｔ２２		764,310		764,310		764,310		682,775		81,535		10.67%		89.33%

		1		ＥＳ事 コト		U110001600		富士通ｱﾄﾞｴﾝｼﾞﾆ		1400508		G-BOOKサーバー老朽更新		2		G-BOOKサーバーP2		9/28/15		NJT23		Ｔ２３		3,560,000		3,560,000		3,560,000		3,163,364		396,636		11.14%		88.86%

		1		ＥＳ事 コト		U114002500		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾈｯﾄ開		1500068		車載Andorid PF開発		0		車載Andorid PF開発		9/25/15		TBS1		東北S1		4,200,000		4,200,000		4,200,000		3,745,913		454,087		10.81%		89.19%

		1		ＥＳ事 コト		U114003800		ﾄﾖﾀ自動車		1400581		MBD開発プロセス整備[2015]		6		MBD整備[2015.09]		9/30/15		NJT23		Ｔ２３		2,430,000		2,430,000		2,430,000		2,158,000		272,000		11.19%		88.81%

		1		ＥＳ事 コト		U114003800		ﾄﾖﾀ自動車		1500237		PF仕様開発[2015]		0		PF仕様開発[2015.05-06]		6/30/15		NJT23		Ｔ２３		18,532,000		18,532,000		18,532,000		16,552,664		1,979,336		10.68%		89.32%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500160		森永乳業　一般開発業務支援【開発】		3		森永乳業　一般開発業務支援【開発】(07月)		7/31/15		NJJ31		Ｊ３１		3,830,000		3,830,000		3,830,000		3,418,625		411,375		10.74%		89.26%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500163		森永乳業　損益運用業務支援1		3		森永乳業　損益運用業務支援1(07月)		7/31/15		NJJ31		Ｊ３１		800,000		800,000		800,000		708,277		91,723		11.47%		88.53%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500163		森永乳業　損益運用業務支援1		4		森永乳業　損益運用業務支援1(08月)		8/31/15		NJJ31		Ｊ３１		863,750		863,750		863,750		772,483		91,267		10.57%		89.43%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500249		[NMSE]2015上期CB推		1		[NMSE]2015上期CB推あんしんｱﾌﾟﾘ試験( 5月)		5/31/15		NJT11		Ｔ１１		265,500		265,500		265,500		236,942		28,558		10.76%		89.24%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500254		[NMSE]M2Mサービス		0		[NMSE]M2Mサービス( 4月)		4/30/15		NJT11		Ｔ１１		2,815,500		2,815,500		2,815,500		2,517,346		298,154		10.59%		89.41%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500265		[NMSE]KM見守りテストマーケ版評価		2		[NMSE]WMアプリ（2015年度）( 7月)		7/31/15		NJT11		Ｔ１１		474,500		474,500		474,500		423,000		51,500		10.85%		89.15%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095011000		ｷﾔﾉﾝｿﾌﾄｳｪｱ		1500040		通信関連案件の開発		3		通信関連案件の開発		7/31/15		SBSS1		佐原S1		1,290,550		1,290,550		1,290,550		1,150,174		140,376		10.88%		89.12%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500042		技術者派遣業務（加茂 義幸）		1		技術者派遣業務（加茂 義幸）		5/31/15		TBS2		東北S2		652,000		652,000		652,000		577,774		74,226		11.38%		88.62%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500042		技術者派遣業務（加茂 義幸）		4		技術者派遣業務（加茂 義幸）		8/31/15		TBS2		東北S2		687,000		687,000		687,000		612,296		74,704		10.87%		89.13%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500042		技術者派遣業務（加茂 義幸）		5		技術者派遣業務（加茂 義幸）		9/30/15		TBS2		東北S2		641,000		641,000		641,000		572,324		68,676		10.71%		89.29%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500043		技術者派遣業務（宇都宮 博）		3		技術者派遣業務（宇都宮 博）		7/31/15		TBS2		東北S2		641,000		641,000		641,000		572,324		68,676		10.71%		89.29%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500046		電力小売自由化対応　システム構築		0		電力小売自由化対応　システム構築		4/30/15		TBS2		東北S2		1,920,000		1,920,000		1,920,000		1,705,064		214,936		11.19%		88.81%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095036900		富士通ﾋﾞｰｴｽｼｰ		1500076		森永製菓川越配送センター殿切離テスト対応作業		1		森永製菓川越配送センター殿リニューアル工事（上期）		9/30/15		TBS2		東北S2		1,381,800		1,381,800		1,381,800		1,227,548		154,252		11.16%		88.84%

		2		ＩＣＴ事 コト		U101003200		ｿﾆｰﾓﾊﾞｲﾙｺﾐｭﾆｹｰ		1300408		SOMC（FOTA）		11		SOMC（FOTA） 4月		4/20/15		NJT13		Ｔ１３		2,250,000		2,250,000		2,250,000		2,007,804		242,196		10.76%		89.24%

		2		ＩＣＴ事 コト		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500037		ソフトウェア開発業務 笹本		2		ソフトウェア開発業務 笹本		6/30/15		SBSS1		佐原S1		782,250		782,250		782,250		699,810		82,440		10.54%		89.46%

		2		ＩＣＴ事 コト		U110001200		横河医療		1500053		ビューア開発		1		ビューア開発		5/31/15		TBS2		東北S2		598,000		598,000		598,000		535,000		63,000		10.54%		89.46%

		2		ＩＣＴ事 コト		U113003900		ｳｫﾙﾄ･ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ		1400538		WDJ（ｱﾌﾟﾘ/ｳｨｼﾞｪｯﾄ開発）		1		WDJ（Home & Lock Apps _Home）		6/5/15		NJT13		Ｔ１３		10,350,000		10,350,000		10,350,000		9,181,166		1,168,834		11.29%		88.71%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1400563		【SJNKS･ＳＣ】2015年度機構改革対応		0		【SJNKS･ＳＣ】2015年度機構改革対応		5/31/15		NJJ21		Ｊ２１		4,269,375		4,269,375		4,269,375		3,818,361		451,014		10.56%		89.44%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1400605		【SJNKS･個商管（営成保険金）】日常（２０１５年度）		0		【SJNKS･損調】日常業務（2015年6月）		6/30/15		NJJ21		Ｊ２１		3,995,375		3,995,375		3,995,375		3,556,894		438,481		10.97%		89.03%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500341		【SJNKS･団体】控除データ提供要領のデータ化		1		【SJNKS･団体】スキャニング作業（8月検収）		8/31/15		NJJ21		Ｊ２１		1,643,400		1,643,400		1,643,400		1,458,133		185,267		11.27%		88.73%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1500070		C-ITS PX		4		C-ITS PX 08月		8/31/15		SBSS2		佐原S2		2,050,000		2,050,000		2,050,000		1,828,395		221,605		10.81%		89.19%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1500071		C-ITS フロント		5		C-ITS フロント 09月		9/30/15		SBSS2		佐原S2		2,077,310		2,077,310		2,077,310		1,855,000		222,310		10.70%		89.30%

		3		ＦＳ事 コト		U095017100		富士ｾﾞﾛｯｸｽ情報		1500189		ＦＸＩＳ（情報ｼｽﾃﾑ開発支援）		5		FFL様の情報ｼｽﾃﾑ開発業務支援（2015年9月度）		9/30/15		NJJ32		Ｊ３２		6,650,000		6,650,000		6,650,000		5,906,823		743,177		11.18%		88.82%

		3		ＦＳ事 コト		U095031800		東京農業大学		1500074		大学システム保守		2		大学システム保守（６月）		6/30/15		NJJ12		Ｊ１２		1,560,000		1,560,000		1,560,000		1,386,541		173,459		11.12%		88.88%

		3		ＦＳ事 コト		U106001900		NTTｺﾑｳｪｱ		1500073		Ａ生命様契約部ユーザー対応業務の委任		3		Ａ生命様契約部ユーザー対応業務７月の委任（ＮＩＤ）		7/31/15		NJJ12		Ｊ１２		1,610,000		1,610,000		1,610,000		1,430,762		179,238		11.13%		88.87%

		4		ＮＳ事 コト		U095009800		全日本空輸		1500134		H27　MBOｼｽﾃﾑ保守運用業務		0		H27　MBOｼｽﾃﾑ保守運用業務		9/30/15		NJNA1		ＮＡ１		3,653,750		3,653,750		3,653,750		3,235,517		418,233		11.45%		88.55%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1500092		FFCS／ｻﾝﾘｵ殿他向けSES(2015 村上/青山)		2		FFCS／ｻﾝﾘｵ殿他向けSES(2015 村上/青山)		7/20/15		NJN22		Ｎ２２		1,246,734		1,246,734		1,246,734		1,113,544		133,190		10.68%		89.32%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1500092		FFCS／ｻﾝﾘｵ殿他向けSES(2015 村上/青山)		3		FFCS／ｻﾝﾘｵ殿他向けSES(2015 村上/青山)		8/20/15		NJN22		Ｎ２２		1,513,579		1,513,579		1,513,579		1,348,702		164,877		10.89%		89.11%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500128		H27 エアポート統括部 羽田支店		2		H27　羽田支店　カスタマーチーム		6/30/15		NJNA1		ＮＡ１		2,042,500		2,042,500		2,042,500		1,813,678		228,822		11.20%		88.80%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500129		H27　羽田支店　国際ターミナルチーム		4		H27　羽田支店　国際ターミナルチーム		8/31/15		NJNA1		ＮＡ１		3,170,625		3,170,625		3,170,625		2,815,262		355,363		11.21%		88.79%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500321		H27 次期空港旅客サービスプロジェクト		1		H27　次期空港旅客サービスプロジェクト		7/31/15		NJNA1		ＮＡ１		881,205		881,205		881,205		788,634		92,571		10.51%		89.49%

		4		ＮＳ事 コト		U095020900		みずほ情報総研		1500028		回線事業展開支援		0		回線事業展開作業に関わる付帯業務２０１３年		4/30/15		NJN22		Ｎ２２		1,400,000		1,400,000		1,400,000		1,246,685		153,315		10.95%		89.05%

		4		ＮＳ事 コト		U095026701		日本出版 王子		1500098		運用管理		2		王子 運用管理業務		6/30/15		NJN12		Ｎ１２		13,488,922		13,488,922		13,488,922		11,955,178		1,533,744		11.37%		88.63%

		4		ＮＳ事 コト		U095033600		日本私学振共団		1500111		（私学H27）電子計算機運用管理業務委託		4		（私学H27）電子計算機運用管理業務委託		8/31/15		NJN12		Ｎ１２		6,000,000		6,000,000		6,000,000		5,350,979		649,021		10.82%		89.18%

		4		ＮＳ事 コト		U095034309		全労済 本部		1500004		全労済全国組織事業本部　ＳＥ作業		1		ＳＥ作業（２０１５年度）		5/31/15		NJN11		Ｎ１１		1,230,000		1,230,000		1,230,000		1,091,719		138,281		11.24%		88.76%

		4		ＮＳ事 コト		U095035900		国民年金基金連		1500048		【KNkR】運用管理業務（2015年度）		2		【KNkR】運用管理業務（2015年度）		6/30/15		NJN21		Ｎ２１		5,962,200		5,962,200		5,962,200		5,285,783		676,417		11.35%		88.65%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1400442		IBM)セキュリティ強化対応（可搬記憶媒体）		5		IBM)セキュリティ環境整備（NK SRM）		4/2/15		NJN23		Ｎ２３		900,000		900,000		900,000		800,761		99,239		11.03%		88.97%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1500083		IBM) PMS運用フォロー及び課題改善		0		IBM) PMS運用フォロー及び課題改善		5/9/15		NJN23		Ｎ２３		900,000		900,000		900,000		801,199		98,801		10.98%		89.02%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1500083		IBM) PMS運用フォロー及び課題改善		1		IBM) PMS運用フォロー及び課題改善		6/4/15		NJN23		Ｎ２３		900,000		900,000		900,000		800,480		99,520		11.06%		88.94%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1500083		IBM) PMS運用フォロー及び課題改善		2		IBM) PMS運用フォロー及び課題改善		7/6/15		NJN23		Ｎ２３		900,000		900,000		900,000		800,000		100,000		11.11%		88.89%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1500083		IBM) PMS運用フォロー及び課題改善		3		IBM) PMS運用フォロー及び課題改善		8/4/15		NJN23		Ｎ２３		900,000		900,000		900,000		802,877		97,123		10.79%		89.21%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1500083		IBM) PMS運用フォロー及び課題改善		4		IBM) PMS運用フォロー及び課題改善		9/4/15		NJN23		Ｎ２３		900,000		900,000		900,000		802,398		97,602		10.84%		89.16%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1500157		IBM)ＮＫひばり移転プロジェクト支援		2		IBM)ＮＫひばり移転プロジェクト支援		7/6/15		NJN23		Ｎ２３		900,000		900,000		900,000		803,996		96,004		10.67%		89.33%

		4		ＮＳ事 コト		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1500104		NHKMT インターネット運用業務		0		NHKMT インターネット運用業務		4/30/15		NJN12		Ｎ１２		1,840,000		1,840,000		1,840,000		1,644,171		195,829		10.64%		89.36%

		4		ＮＳ事 コト		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1500106		NHKMT IT運用部（営業系）		1		NHKMT IT運用部（営業系）		5/31/15		NJN12		Ｎ１２		5,828,382		5,828,382		5,828,382		5,203,288		625,094		10.73%		89.27%

		4		ＮＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1500019		（FIS-SE H27）運用管理業務		0		（FIS-SE H27）運用管理業務		4/30/15		NJN11		Ｎ１１		3,120,000		3,120,000		3,120,000		2,768,846		351,154		11.25%		88.75%

		4		ＮＳ事 コト		U104003100		富士通ｴﾌｻｽ		1400646		（富士通ｴﾌｻｽH27派遣/佐藤）ﾌｧｲﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ		2		（富士通ｴﾌｻｽH27.6月派遣/佐藤）ﾌｧｲﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ		6/20/15		NJN11		Ｎ１１		658,965		658,965		658,965		583,330		75,635		11.48%		88.52%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1500058		CTC(SI諸業務)金融ｼｽ1部1･2課		0		CTC(SI諸業務)金融ｼｽ1部2･5課		4/30/15		NJN21		Ｎ２１		2,267,710		2,267,710		2,267,710		2,008,943		258,767		11.41%		88.59%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1500061		CTC(MHCBﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌｨｰﾄﾞ案件支援)		2		CTC(MHCBﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌｨｰﾄﾞ案件支援)		6/30/15		NJN21		Ｎ２１		2,153,976		2,153,976		2,153,976		1,906,808		247,168		11.47%		88.53%

		4		ＮＳ事 コト		U109000700		出版共同流通		1500100		蓮田センター　運用管理		0		蓮田センター　運用管理		4/30/15		NJN12		Ｎ１２		3,735,000		3,735,000		3,735,000		3,329,725		405,275		10.85%		89.15%

		4		ＮＳ事 コト		U109000700		出版共同流通		1500100		蓮田センター　運用管理		3		蓮田センター　運用管理		7/31/15		NJN12		Ｎ１２		3,735,000		3,735,000		3,735,000		3,329,725		405,275		10.85%		89.15%

		4		ＮＳ事 コト		U109000700		出版共同流通		1500100		蓮田センター　運用管理		4		蓮田センター　運用管理		8/31/15		NJN12		Ｎ１２		3,735,000		3,735,000		3,735,000		3,312,453		422,547		11.31%		88.69%

		5		その他 タ		U108000300		Dojo売上		1500287		Dojo顧客向け販売プロジェクト		0		Dojo（AIRDO）向け販売プロジェクト		5/11/15		NEEPJ		プ仕販		990,000		990,000		990,000		878,125		111,875		11.30%		88.70%

		5		その他 タ		U108000300		Dojo売上		1500287		Dojo顧客向け販売プロジェクト		1		Dojo（SBS_コパル電子）向け販売プロジェクト		5/31/15		NEEPJ		プ仕販		285,000		285,000		285,000		255,000		30,000		10.53%		89.47%

		5		その他 タ		U109002500		教育測定研究所		1500113		大学入試センター【27年度処理】		0		大学入試センター【変更届データ精査作業】		4/2/15		NJGPG		ＤＥ原		10,000		10,000		10,000		8,910		1,090		10.90%		89.10%

		5		その他 タ		U113003200		ｱｰﾙ･ｼｲｰﾃｲｰ･ｼﾞｬ		1500084		②【SS】RCTJ/ﾋﾟｰﾌﾟﾙｶｳﾝﾀｰ（伊東）		0		②【SS】RCTJ/ﾋﾟｰﾌﾟﾙｶｳﾝﾀｰ（伊東）		4/30/15		EBCS		ＣＳ課		418,500		418,500		418,500		372,533		45,967		10.98%		89.02%

		5		その他 タ		U113003200		ｱｰﾙ･ｼｲｰﾃｲｰ･ｼﾞｬ		1500084		②【SS】RCTJ/ﾋﾟｰﾌﾟﾙｶｳﾝﾀｰ（伊東）		1		②【SS】RCTJ/ﾋﾟｰﾌﾟﾙｶｳﾝﾀｰ（伊東）		5/31/15		EBCS		ＣＳ課		418,500		418,500		418,500		372,533		45,967		10.98%		89.02%

		5		その他 タ		U113003200		ｱｰﾙ･ｼｲｰﾃｲｰ･ｼﾞｬ		1500084		②【SS】RCTJ/ﾋﾟｰﾌﾟﾙｶｳﾝﾀｰ（伊東）		2		②【SS】RCTJ/ﾋﾟｰﾌﾟﾙｶｳﾝﾀｰ（伊東）		6/30/15		EBCS		ＣＳ課		512,250		512,250		512,250		455,985		56,265		10.98%		89.02%

		5		その他 タ		U113003200		ｱｰﾙ･ｼｲｰﾃｲｰ･ｼﾞｬ		1500084		②【SS】RCTJ/ﾋﾟｰﾌﾟﾙｶｳﾝﾀｰ（伊東）		3		②【SS】RCTJ/ﾋﾟｰﾌﾟﾙｶｳﾝﾀｰ（伊東）		7/31/15		EBCS		ＣＳ課		468,000		468,000		468,000		416,596		51,404		10.98%		89.02%

		5		その他 タ		U113003200		ｱｰﾙ･ｼｲｰﾃｲｰ･ｼﾞｬ		1500084		②【SS】RCTJ/ﾋﾟｰﾌﾟﾙｶｳﾝﾀｰ（伊東）		4		②【SS】RCTJ/ﾋﾟｰﾌﾟﾙｶｳﾝﾀｰ（伊東）		8/31/15		EBCS		ＣＳ課		350,250		350,250		350,250		311,779		38,471		10.98%		89.02%

		5		その他 タ		U113003200		ｱｰﾙ･ｼｲｰﾃｲｰ･ｼﾞｬ		1500084		②【SS】RCTJ/ﾋﾟｰﾌﾟﾙｶｳﾝﾀｰ（伊東）		5		②【SS】RCTJ/ﾋﾟｰﾌﾟﾙｶｳﾝﾀｰ（伊東）		9/30/15		EBCS		ＣＳ課		413,250		413,250		413,250		367,859		45,391		10.98%		89.02%

		1		ＥＳ事 コト		U095006600		日立国際電気		1500010		QW-5302M通信ソフトウェア設計作業		0		QW-5302M通信ソフトウェア設計作業		4/30/15		TBS1		東北S1		972,000		972,000		972,000		850,822		121,178		12.47%		87.53%

		1		ＥＳ事 コト		U095007203		沖電気工業芝浦		1400613		OKI 消防システム関連SE支援業務[2015]		2		OKI 消防システム関連SE支援業務[2015] 6月		6/30/15		NJT22		Ｔ２２		3,601,603		3,601,603		3,601,603		3,181,460		420,143		11.67%		88.33%

		1		ＥＳ事 コト		U095011900		OKIｿﾌﾄｳｪｱ		1500011		２０１５年４月度　開発・メンテ作業		2		２０１５年６月度　開発・メンテ作業		7/31/15		TBS1		東北S1		1,370,000		1,370,000		1,370,000		1,204,822		165,178		12.06%		87.94%

		1		ＥＳ事 コト		U095011900		OKIｿﾌﾄｳｪｱ		1500013		基幹系日付情報変更対応（結合試験工程）		0		基幹系日付情報変更対応（結合試験工程）		5/31/15		TBS1		東北S1		720,000		720,000		720,000		633,570		86,430		12.00%		88.00%

		1		ＥＳ事 コト		U095017100		富士ｾﾞﾛｯｸｽ情報		1500005		新・審査登録業務支援システム開発		0		新・審査登録業務支援システム開発		4/30/15		TBS1		東北S1		2,010,000		2,010,000		2,010,000		1,776,944		233,056		11.59%		88.41%

		1		ＥＳ事 コト		U095017100		富士ｾﾞﾛｯｸｽ情報		1500005		新・審査登録業務支援システム開発		5		新・審査登録管理支援システム保守 		7/31/15		TBS1		東北S1		715,500		715,500		715,500		626,564		88,936		12.43%		87.57%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500029		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（加藤祐衣）		1		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（加藤祐衣）		5/31/15		TBS1		東北S1		641,000		641,000		641,000		562,748		78,252		12.21%		87.79%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400627		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ/ｽｷｬﾅ開発(宮永)[2015]		0		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ/ｽｷｬﾅ開発(宮永)[2015] 4月		4/20/15		NJT22		Ｔ２２		661,500		661,500		661,500		579,296		82,204		12.43%		87.57%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400628		Canon ネットワークカメラ[2015][吉田]		5		Canon ネットワークカメラ[2015][吉田] 9月		9/20/15		NJT22		Ｔ２２		881,475		881,475		881,475		779,615		101,860		11.56%		88.44%

		1		ＥＳ事 コト		U099004200		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸITS		1400639		PASITS T社17CY DA DIAG		1		PASITS T社17CY DA DIAG 5月		5/20/15		NJT22		Ｔ２２		8,000,000		8,000,000		8,000,000		7,009,534		990,466		12.38%		87.62%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1400245		森永乳業　原価システム構築		7		森永乳業　原価計算再構築実績ブロック（追加開発）		5/31/15		NJJ31		Ｊ３１		3,825,000		3,825,000		3,825,000		3,369,950		455,050		11.90%		88.10%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500160		森永乳業　一般開発業務支援【開発】		2		森永乳業　一般開発業務支援【開発】(06月)		6/30/15		NJJ31		Ｊ３１		4,675,600		4,675,600		4,675,600		4,116,312		559,288		11.96%		88.04%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500160		森永乳業　一般開発業務支援【開発】		4		森永乳業　一般開発業務支援【開発】(08月)		8/31/15		NJJ31		Ｊ３１		4,180,000		4,180,000		4,180,000		3,659,399		520,601		12.45%		87.55%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500162		森永乳業　会計運用業務支援		2		森永乳業　会計運用業務支援(06月)		6/30/15		NJJ31		Ｊ３１		1,691,650		1,691,650		1,691,650		1,483,174		208,476		12.32%		87.68%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500167		森永乳業　量販受注・量販請求業務支援他		4		森永乳業　量販受注・量販請求業務支援他(08月)		8/31/15		NJJ31		Ｊ３１		1,452,250		1,452,250		1,452,250		1,284,124		168,126		11.58%		88.42%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500305		森永乳業　ＩＥ１１対応		1		森永乳業　ＩＥ１１対応 調査分析業務支援		8/31/15		NJJ31		Ｊ３１		1,232,500		1,232,500		1,232,500		1,085,758		146,742		11.91%		88.09%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500207		[NMSE]移動機(IOT L1特性)(H27上)		3		[NMSE]移動機(IOT L1特性)(H27上)( 7月)		7/31/15		NJT11		Ｔ１１		2,090,000		2,090,000		2,090,000		1,844,845		245,155		11.73%		88.27%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500247		[NMSE]CB推アプリ試験		3		[NMSE]CB推アプリ試験 ﾛｯｸ関連評価( 5月)		5/31/15		NJT11		Ｔ１１		1,165,000		1,165,000		1,165,000		1,019,598		145,402		12.48%		87.52%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500247		[NMSE]CB推アプリ試験		5		[NMSE]CB推アプリ試験 ﾃﾞｰﾀ保管BOX評価( 5月)		5/31/15		NJT11		Ｔ１１		719,500		719,500		719,500		630,334		89,166		12.39%		87.61%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500254		[NMSE]M2Mサービス		1		[NMSE]M2Mサービス( 5月)		5/31/15		NJT11		Ｔ１１		1,605,000		1,605,000		1,605,000		1,415,901		189,099		11.78%		88.22%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500264		[NMSE]2015年度上期iBodymoｱﾌﾟﾘ試験		1		[NMSE]2015年度上期iBodymoｱﾌﾟﾘ試験( 5月)		5/31/15		NJT11		Ｔ１１		105,700		105,700		105,700		92,511		13,189		12.48%		87.52%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500267		[NMSE]移開部ドコモメール関連評価		2		[NMSE]移開部ドコモメール(らくスマ3)評価( 6月)		6/30/15		NJT11		Ｔ１１		466,000		466,000		466,000		409,692		56,308		12.08%		87.92%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095011000		ｷﾔﾉﾝｿﾌﾄｳｪｱ		1500040		通信関連案件の開発		0		通信関連案件の開発		4/30/15		SBSS1		佐原S1		1,357,100		1,357,100		1,357,100		1,189,277		167,823		12.37%		87.63%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500037		燃料（新仙台３号）　システム構築		0		燃料（新仙台３号）　システム構築		4/30/15		TBS2		東北S2		2,640,000		2,640,000		2,640,000		2,312,774		327,226		12.39%		87.61%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500040		「パスワード申請受付システム」情報化企画書		2		「パスワード申請受付システム」情報化企画書		7/31/15		TBS2		東北S2		2,587,000		2,587,000		2,587,000		2,268,517		318,483		12.31%		87.69%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500042		技術者派遣業務（加茂 義幸）		3		技術者派遣業務（加茂 義幸）		7/31/15		TBS2		東北S2		718,500		718,500		718,500		630,465		88,035		12.25%		87.75%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500045		スマートメーター導入対応（第１段）　システム構築		0		スマートメーター導入対応（第１段）　システム構築		4/30/15		TBS2		東北S2		1,280,000		1,280,000		1,280,000		1,121,408		158,592		12.39%		87.61%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500046		電力小売自由化対応　システム構築		2		電力小売自由化対応　システム構築		6/30/15		TBS2		東北S2		640,000		640,000		640,000		566,338		73,662		11.51%		88.49%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500057		土木保守業務管理システム老朽化対応		0		土木保守業務管理システム老朽化対応		6/30/15		TBS2		東北S2		1,306,500		1,306,500		1,306,500		1,145,901		160,599		12.29%		87.71%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500069		営業２課　維持管理		0		営業２課　維持管理		6/30/15		TBS2		東北S2		1,920,000		1,920,000		1,920,000		1,691,929		228,071		11.88%		88.12%

		2		ＩＣＴ事 コト		U096005700		ｿﾆｰ		1500178		SONY（NFC）		6		[SONY]新規デバイス向け/ドライバ開発 7月		7/31/15		NJT13		Ｔ１３		1,700,000		1,700,000		1,700,000		1,495,452		204,548		12.03%		87.97%

		2		ＩＣＴ事 コト		U101003200		ｿﾆｰﾓﾊﾞｲﾙｺﾐｭﾆｹｰ		1400302		SOMC（次世代ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開発）		9		SOMC（次世代ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開発） 4/20		4/20/15		NJT13		Ｔ１３		9,750,000		9,750,000		9,750,000		8,576,458		1,173,542		12.04%		87.96%

		2		ＩＣＴ事 コト		U101003200		ｿﾆｰﾓﾊﾞｲﾙｺﾐｭﾆｹｰ		1500279		SOMC（次世代ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開発）		2		SOMC（次世代ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開発）6/21～7/20		7/20/15		NJT13		Ｔ１３		17,250,000		17,250,000		17,250,000		15,129,095		2,120,905		12.30%		87.70%

		2		ＩＣＴ事 コト		U101003200		ｿﾆｰﾓﾊﾞｲﾙｺﾐｭﾆｹｰ		1500279		SOMC（次世代ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開発）		4		SOMC（次世代ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開発）8/21～9/20		9/20/15		NJT13		Ｔ１３		18,000,000		18,000,000		18,000,000		15,870,612		2,129,388		11.83%		88.17%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1400596		[KC]KA4344 CAMERA_EntryHome		8		[KC]KA43 UnderWaterCamera開発		7/20/15		NJT11		Ｔ１１		663,000		663,000		663,000		581,499		81,501		12.29%		87.71%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1400602		[KC]KA4344 Browser		0		[KC]KA43 Browser		4/30/15		NJT11		Ｔ１１		585,000		585,000		585,000		512,624		72,376		12.37%		87.63%

		2		ＩＣＴ事 コト		U109003400		東日本電信電話		1500033		平成２７年度　Ｐ－ＮＭＳシステム運用・保守		2		平成２７年度　Ｐ－ＮＭＳシステム運用・保守		6/30/15		TBS2		東北S2		1,740,000		1,740,000		1,740,000		1,526,197		213,803		12.29%		87.71%

		2		ＩＣＴ事 コト		U110002500		ｱｸｱｸﾗﾗ		1500408		新得意先登録システム_IE11動作検証		0		新得意先登録システム_IE11動作検証		9/30/15		NJJ31		Ｊ３１		250,000		250,000		250,000		220,065		29,935		11.97%		88.03%

		2		ＩＣＴ事 コト		U113001900		ｿﾆｰﾃﾞｼﾞﾀﾙ		1500357		[SDNA]Android/iOSアプリ開発		2		[SDNA]Android/iOSアプリ開発( 8月)2		9/30/15		NJT11		Ｔ１１		123,783		123,783		123,783		109,341		14,442		11.67%		88.33%

		3		ＦＳ事 コト		U095010700		ちばぎんｺﾝﾋﾟｭｰ		1500012		CCS　千葉市介護保険　ソフトウェア開発		0		CCS　千葉市介護保険　ソフトウェア開発		4/30/15		SBCS2		千葉S2		710,600		710,600		710,600		627,647		82,953		11.67%		88.33%

		3		ＦＳ事 コト		U095010700		ちばぎんｺﾝﾋﾟｭｰ		1500012		CCS　千葉市介護保険　ソフトウェア開発		1		CCS　千葉市介護保険　ソフトウェア開発		5/31/15		SBCS2		千葉S2		592,800		592,800		592,800		523,599		69,201		11.67%		88.33%

		3		ＦＳ事 コト		U095010700		ちばぎんｺﾝﾋﾟｭｰ		1500012		CCS　千葉市介護保険　ソフトウェア開発		2		CCS　千葉市介護保険　ソフトウェア開発		6/30/15		SBCS2		千葉S2		668,800		668,800		668,800		590,727		78,073		11.67%		88.33%

		3		ＦＳ事 コト		U095010700		ちばぎんｺﾝﾋﾟｭｰ		1500012		CCS　千葉市介護保険　ソフトウェア開発		3		CCS　千葉市介護保険　ソフトウェア開発		7/31/15		SBCS2		千葉S2		663,100		663,100		663,100		585,692		77,408		11.67%		88.33%

		3		ＦＳ事 コト		U095010700		ちばぎんｺﾝﾋﾟｭｰ		1500012		CCS　千葉市介護保険　ソフトウェア開発		4		CCS　千葉市介護保険　ソフトウェア開発		8/31/15		SBCS2		千葉S2		651,700		651,700		651,700		575,623		76,077		11.67%		88.33%

		3		ＦＳ事 コト		U095010700		ちばぎんｺﾝﾋﾟｭｰ		1500012		CCS　千葉市介護保険　ソフトウェア開発		5		CCS　千葉市介護保険　ソフトウェア開発		9/30/15		SBCS2		千葉S2		608,000		608,000		608,000		537,024		70,976		11.67%		88.33%

		3		ＦＳ事 コト		U095010900		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰS		1500020		FIPS　法務省登記システム開発		0		FIPS　法務省登記システム開発		6/25/15		SBCS2		千葉S2		5,643,000		5,643,000		5,643,000		4,988,869		654,131		11.59%		88.41%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1400523		【SJNKS･団体】戦略団体(中期)データ計上・精算不突合		2		【SJNKS・団体】戦略団体(中期)既存＜内設～ＩＴａ＞		9/30/15		NJJ21		Ｊ２１		18,876,000		18,876,000		18,876,000		16,556,849		2,319,151		12.29%		87.71%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1400604		【SJNKS･個商管（満期・契約）】日常（２０１５年度）		1		【SJNKS･火満】日常業務（2015年5月）		5/31/15		NJJ21		Ｊ２１		1,167,375		1,167,375		1,167,375		1,028,418		138,957		11.90%		88.10%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500310		【SJNKS･団体】消費税対応（団サ三チーム）		0		【SJNKS･団体】消費税対応（団サ三チーム）		8/31/15		NJJ21		Ｊ２１		2,644,125		2,644,125		2,644,125		2,336,525		307,600		11.63%		88.37%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1500070		C-ITS PX		0		C-ITS PX 04月		4/28/15		SBSS2		佐原S2		2,114,300		2,114,300		2,114,300		1,868,389		245,911		11.63%		88.37%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1500072		C-ITS WrapFlow		3		C-ITS WrapFlow 07月		7/31/15		SBSS2		佐原S2		8,705,000		8,705,000		8,705,000		7,661,740		1,043,260		11.98%		88.02%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1500077		C-ITS 電力		3		C-ITS 電力 07月		7/31/15		SBSS2		佐原S2		1,906,050		1,906,050		1,906,050		1,677,037		229,013		12.02%		87.98%

		3		ＦＳ事 コト		U095017100		富士ｾﾞﾛｯｸｽ情報		1500189		ＦＸＩＳ（情報ｼｽﾃﾑ開発支援）		0		FFL様の情報ｼｽﾃﾑ開発業務支援（2015年4月度）		4/30/15		NJJ32		Ｊ３２		2,952,763		2,952,763		2,952,763		2,608,963		343,800		11.64%		88.36%

		3		ＦＳ事 コト		U095017100		富士ｾﾞﾛｯｸｽ情報		1500189		ＦＸＩＳ（情報ｼｽﾃﾑ開発支援）		4		FFL様の情報ｼｽﾃﾑ開発業務支援（2015年8月度）		8/31/15		NJJ32		Ｊ３２		6,697,500		6,697,500		6,697,500		5,901,280		796,220		11.89%		88.11%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1500005		個人保険２Ｇ		0		個人保険２Ｇ		4/30/15		NJJ22		Ｊ２２		10,925,061		10,925,061		10,925,061		9,568,626		1,356,435		12.42%		87.58%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1500005		個人保険２Ｇ		2		個人保険２Ｇ		6/30/15		NJJ22		Ｊ２２		11,228,197		11,228,197		11,228,197		9,828,733		1,399,464		12.46%		87.54%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1500005		個人保険２Ｇ		3		個人保険２Ｇ		7/31/15		NJJ22		Ｊ２２		10,832,029		10,832,029		10,832,029		9,533,365		1,298,664		11.99%		88.01%

		3		ＦＳ事 コト		U103002400		明治安田ｼｽﾃﾑﾃｸ		1500044		【MYL】法人事務ｻｰﾋﾞｽ対応(中長期ｼｽﾃﾑ課題)		4		【MYL】法人事務ｻｰﾋﾞｽ対応(中長期ｼｽﾃﾑ課題)2015年8月		8/31/15		NJJ21		Ｊ２１		8,475,000		8,475,000		8,475,000		7,425,207		1,049,793		12.39%		87.61%

		3		ＦＳ事 コト		U108003100		ｴﾑﾕｰﾌﾛﾝﾃｨｱ債権		1500067		業務システムの開発支援		3		業務システムの開発支援（７月）		7/31/15		NJJ12		Ｊ１２		5,022,700		5,022,700		5,022,700		4,400,819		621,881		12.38%		87.62%

		3		ＦＳ事 コト		U114003300		ﾁｭｰﾘｯﾋ保険会社		1500233		【Zurich】ＤＭサポート全般		1		【Zurich】ＤＭサポートシステム対応（5月）		5/31/15		NJJ21		Ｊ２１		3,183,300		3,183,300		3,183,300		2,809,200		374,100		11.75%		88.25%

		4		ＮＳ事 コト		U095006805		日立製作情ｼ部		1500030		社保庁維持管理作業		2		社保庁維持管理作業		6/30/15		NJN11		Ｎ１１		1,625,000		1,625,000		1,625,000		1,434,676		190,324		11.71%		88.29%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1500092		FFCS／ｻﾝﾘｵ殿他向けSES(2015 村上/青山)		0		FFCS／ｻﾝﾘｵ殿他向けSES(2015 村上/青山)		5/20/15		NJN22		Ｎ２２		1,063,647		1,063,647		1,063,647		940,633		123,014		11.57%		88.43%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1500092		FFCS／ｻﾝﾘｵ殿他向けSES(2015 村上/青山)		1		FFCS／ｻﾝﾘｵ殿他向けSES(2015 村上/青山)		6/20/15		NJN22		Ｎ２２		1,489,743		1,489,743		1,489,743		1,317,578		172,165		11.56%		88.44%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1500092		FFCS／ｻﾝﾘｵ殿他向けSES(2015 村上/青山)		4		FFCS／ｻﾝﾘｵ殿他向けSES(2015 村上/青山)		9/20/15		NJN22		Ｎ２２		1,281,495		1,281,495		1,281,495		1,123,919		157,576		12.30%		87.70%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500122		H27　Web1T開発保守支援作業		1		H27　Web1T開発保守支援作業		9/30/15		NJNA1		ＮＡ１		4,110,000		4,110,000		4,110,000		3,612,920		497,080		12.09%		87.91%

		4		ＮＳ事 コト		U095026701		日本出版 王子		1500098		運用管理		3		王子 運用管理業務		7/31/15		NJN12		Ｎ１２		13,362,705		13,362,705		13,362,705		11,810,329		1,552,376		11.62%		88.38%

		4		ＮＳ事 コト		U095033600		日本私学振共団		1500111		（私学H27）電子計算機運用管理業務委託		0		（私学H27）電子計算機運用管理業務委託		4/30/15		NJN12		Ｎ１２		3,300,000		3,300,000		3,300,000		2,888,899		411,101		12.46%		87.54%

		4		ＮＳ事 コト		U095033600		日本私学振共団		1500111		（私学H27）電子計算機運用管理業務委託		3		（私学H27）電子計算機運用管理業務委託		7/31/15		NJN12		Ｎ１２		6,000,000		6,000,000		6,000,000		5,289,569		710,431		11.84%		88.16%

		4		ＮＳ事 コト		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1500105		NHKMT IT運用部（放送系）		5		NHKMT IT運用部（放送系）		9/30/15		NJN12		Ｎ１２		4,835,160		4,835,160		4,835,160		4,252,436		582,724		12.05%		87.95%

		4		ＮＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1500019		（FIS-SE H27）運用管理業務		3		（FIS-SE H27）運用管理業務		7/31/15		NJN11		Ｎ１１		3,120,000		3,120,000		3,120,000		2,749,139		370,861		11.89%		88.11%

		4		ＮＳ事 コト		U104002900		長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮ		1500049		（長谷工-IT H27）ＰＣ運用／技術支援作業		4		（長谷工-IT H27）ＰＣ運用／技術支援作業		8/31/15		NJN21		Ｎ２１		3,230,000		3,230,000		3,230,000		2,836,176		393,824		12.19%		87.81%

		4		ＮＳ事 コト		U104003100		富士通ｴﾌｻｽ		1400646		（富士通ｴﾌｻｽH27派遣/佐藤）ﾌｧｲﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ		1		（富士通ｴﾌｻｽH27.5月派遣/佐藤）ﾌｧｲﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ		5/20/15		NJN11		Ｎ１１		630,346		630,346		630,346		555,740		74,606		11.84%		88.16%

		4		ＮＳ事 コト		U106000300		長谷工ｱﾈｼｽ		1500051		（長谷工ｱﾈｼｽ H27）LAN管理技術支援		3		（長谷工ｱﾈｼｽ H27）LAN管理技術支援		7/31/15		NJN21		Ｎ２１		640,200		640,200		640,200		562,281		77,919		12.17%		87.83%

		4		ＮＳ事 コト		U106000500		NSSLCｻｰﾋﾞｽ		1500078		NSSLC　内線電話基盤構築＆運用		3		NSSLC　内線電話基盤構築＆運用		7/31/15		NJN22		Ｎ２２		675,847		675,847		675,847		594,812		81,035		11.99%		88.01%

		4		ＮＳ事 コト		U109000700		出版共同流通		1500100		蓮田センター　運用管理		5		蓮田センター　運用管理		9/30/15		NJN12		Ｎ１２		3,735,000		3,735,000		3,735,000		3,302,858		432,142		11.57%		88.43%

		4		ＮＳ事 コト		U109000700		出版共同流通		1500101		所沢センター　運用管理		4		所沢センター　運用管理		8/31/15		NJN12		Ｎ１２		3,110,000		3,110,000		3,110,000		2,726,956		383,044		12.32%		87.68%

		4		ＮＳ事 コト		U111003700		AIGﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ		1500089		AIGKK)ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ技術部業務_AHA向けOAﾘｸｴｽﾄ支援		0		AIGKK)ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ技術部業務_AHA向けOAﾘｸｴｽﾄ支援		4/30/15		NJN22		Ｎ２２		1,519,260		1,519,260		1,519,260		1,333,140		186,120		12.25%		87.75%

		5		その他 タ		U095026804		大興ﾋﾞｼﾞﾈｽ		1500045		②【OS】大興ビジネス向けｻﾌﾟﾗｲ業務		2		②【OS】大興/ｻﾌﾟﾗｲ業務		6/30/15		EBCS		ＣＳ課		1,700,000		1,700,000		1,700,000		1,498,366		201,634		11.86%		88.14%

		5		その他 タ		U095026804		大興ﾋﾞｼﾞﾈｽ		1500045		②【OS】大興ビジネス向けｻﾌﾟﾗｲ業務		3		②【OS】大興/ｻﾌﾟﾗｲ業務		7/31/15		EBCS		ＣＳ課		1,700,000		1,700,000		1,700,000		1,501,037		198,963		11.70%		88.30%

		5		その他 タ		U113000300		ﾋﾞｰｴｽ･ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ		1500060		②【OS】Ｂ-キャスＳＥサポート業務		0		②【OS】B-ｷｬｽ/SE補助		4/30/15		EBCS		ＣＳ課		505,000		505,000		505,000		441,965		63,035		12.48%		87.52%

		5		その他 タ		U113000300		ﾋﾞｰｴｽ･ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ		1500060		②【OS】Ｂ-キャスＳＥサポート業務		3		②【OS】B-ｷｬｽ/SE補助		7/31/15		EBCS		ＣＳ課		505,000		505,000		505,000		441,965		63,035		12.48%		87.52%

		1		ＥＳ事 コト		U095006601		日立国際小金井		1400606		HiKE 個別案件(2015)		9		HiKE 市町村Bリモ　回線2重化対応		7/31/15		NJT22		Ｔ２２		1,229,000		1,229,000		1,229,000		1,070,674		158,326		12.88%		87.12%

		1		ＥＳ事 コト		U095007203		沖電気工業芝浦		1400613		OKI 消防システム関連SE支援業務[2015]		3		OKI 消防システム関連SE支援業務[2015] 7月		7/31/15		NJT22		Ｔ２２		3,260,405		3,260,405		3,260,405		2,836,015		424,390		13.02%		86.98%

		1		ＥＳ事 コト		U095026300		ﾌｸﾀﾞ電子		1500295		ＭＢＦ：MBF-1000		2		ＭＢＦ：MBF-1000V VS-2000対応		9/28/15		NJT21		Ｔ２１		3,000,000		3,000,000		3,000,000		2,607,852		392,148		13.07%		86.93%

		1		ＥＳ事 コト		U095026300		ﾌｸﾀﾞ電子		1500358		ポリ：FCL-1000V02-04不具合調査		0		ポリ：FCL-1000V02-04不具合調査		8/27/15		NJT21		Ｔ２１		157,500		157,500		157,500		136,362		21,138		13.42%		86.58%

		1		ＥＳ事 コト		U095045000		ｳｪｻﾞｰﾆｭｰｽﾞ		1500066		WNI　Nx総研CC-Driver開発		1		WNI　Nx総研Phase2		7/31/15		SBCS1		千葉S1		1,147,500		1,147,500		1,147,500		1,003,885		143,615		12.52%		87.48%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400624		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀﾌｧｰﾑｳｪｱ開発(長谷川)[2015]		0		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀﾌｧｰﾑｳｪｱ開発(長谷川)[2015] 4月		4/20/15		NJT22		Ｔ２２		813,050		813,050		813,050		709,384		103,666		12.75%		87.25%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400626		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ/ｽｷｬﾅ開発(上原)[2015]		3		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ/ｽｷｬﾅ開発(上原)[2015] 7月		7/20/15		NJT22		Ｔ２２		841,250		841,250		841,250		730,780		110,470		13.13%		86.87%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400626		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ/ｽｷｬﾅ開発(上原)[2015]		4		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ/ｽｷｬﾅ開発(上原)[2015] 8月		8/20/15		NJT22		Ｔ２２		870,000		870,000		870,000		758,317		111,683		12.84%		87.16%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400627		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ/ｽｷｬﾅ開発(宮永)[2015]		1		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ/ｽｷｬﾅ開発(宮永)[2015] 5月		5/20/15		NJT22		Ｔ２２		533,250		533,250		533,250		463,661		69,589		13.05%		86.95%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400627		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ/ｽｷｬﾅ開発(宮永)[2015]		2		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ/ｽｷｬﾅ開発(宮永)[2015] 6月		6/20/15		NJT22		Ｔ２２		742,500		742,500		742,500		645,603		96,897		13.05%		86.95%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400627		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ/ｽｷｬﾅ開発(宮永)[2015]		3		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ/ｽｷｬﾅ開発(宮永)[2015] 7月		7/20/15		NJT22		Ｔ２２		700,875		700,875		700,875		609,411		91,464		13.05%		86.95%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400627		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ/ｽｷｬﾅ開発(宮永)[2015]		4		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ/ｽｷｬﾅ開発(宮永)[2015] 8月		8/20/15		NJT22		Ｔ２２		708,750		708,750		708,750		616,258		92,492		13.05%		86.95%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400627		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ/ｽｷｬﾅ開発(宮永)[2015]		5		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ/ｽｷｬﾅ開発(宮永)[2015] 9月		9/20/15		NJT22		Ｔ２２		801,000		801,000		801,000		696,469		104,531		13.05%		86.95%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500002		医療機器開発ソフトウェア開発業務（藤澤秀）		3		医療機器開発ソフトウェア開発業務（藤澤秀）		8/20/15		TBS1		東北S1		576,000		576,000		576,000		503,411		72,589		12.60%		87.40%

		1		ＥＳ事 コト		U099004200		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸITS		1400640		PASITS T社17CY DA HMI		1		PASITS T社17CY DA HMI 5月		5/20/15		NJT22		Ｔ２２		13,600,000		13,600,000		13,600,000		11,775,376		1,824,624		13.42%		86.58%

		1		ＥＳ事 コト		U114003800		ﾄﾖﾀ自動車		1400583		先安・構造分析		0		先安構造分析[2015.03-05]		5/29/15		NJT23		Ｔ２３		11,280,000		11,280,000		11,280,000		9,757,870		1,522,130		13.49%		86.51%

		1		ＥＳ事 コト		U114003800		ﾄﾖﾀ自動車		1500081		HV統合ECU[2015]		0		HV統合ECU[2015.05-08]		8/31/15		NJT23		Ｔ２３		11,764,000		11,764,000		11,764,000		10,263,398		1,500,602		12.76%		87.24%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1400509		森永乳業　工場見学Web申込みシステム構築		0		森永乳業　工場見学Web申込みシステム構築		4/30/15		NJJ31		Ｊ３１		6,500,000		6,500,000		6,500,000		5,656,706		843,294		12.97%		87.03%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500165		森永乳業　損益運用業務支援2		2		森永乳業　損益運用業務支援2(06月)		6/30/15		NJJ31		Ｊ３１		856,500		856,500		856,500		748,979		107,521		12.55%		87.45%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500170		森永乳業　統合受払システム構築支援		0		森永乳業　統合受払システム構築支援(04月)		4/30/15		NJJ31		Ｊ３１		2,015,600		2,015,600		2,015,600		1,757,650		257,950		12.80%		87.20%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500207		[NMSE]移動機(IOT L1特性)(H27上)		0		[NMSE]移動機(IOT L1特性)(H27上)( 4月)		4/30/15		NJT11		Ｔ１１		2,090,000		2,090,000		2,090,000		1,814,637		275,363		13.18%		86.82%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500208		[NMSE]MM放送端末評価(H27上)		2		[NMSE]MM放送端末評価(H27上)( 6月)		6/30/15		NJT11		Ｔ１１		1,370,000		1,370,000		1,370,000		1,193,066		176,934		12.91%		87.09%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500247		[NMSE]CB推アプリ試験		1		[NMSE]CB推アプリ試験 新ﾄﾞｺﾓﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ評価( 4月)		4/30/15		NJT11		Ｔ１１		152,500		152,500		152,500		132,159		20,341		13.34%		86.66%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500250		[NMSE]2015年度上期 位置情報試験		2		[NMSE]2015年度上期 位置情報試験( 6月)		6/30/15		NJT11		Ｔ１１		896,000		896,000		896,000		783,513		112,487		12.55%		87.45%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500251		[NMSE]【DHQ】カラダのキモチ		3		[NMSE]カラキモ(Android)9月		9/30/15		NJT11		Ｔ１１		2,271,300		2,271,300		2,271,300		1,985,501		285,799		12.58%		87.42%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500401		[NMSE]ホームエージェント		0		[NMSE]ホームエージェント(9月)		9/30/15		NJT11		Ｔ１１		2,500,000		2,500,000		2,500,000		2,180,826		319,174		12.77%		87.23%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1400434		[NMSE]LTE Verup保守		4		[NMSE]LTE Verup保守(4月)		4/20/15		NJT12		Ｔ１２		1,497,600		1,497,600		1,497,600		1,302,892		194,708		13.00%		87.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095011000		ｷﾔﾉﾝｿﾌﾄｳｪｱ		1500040		通信関連案件の開発		1		通信関連案件の開発		5/31/15		SBSS1		佐原S1		1,133,950		1,133,950		1,133,950		991,435		142,515		12.57%		87.43%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095011000		ｷﾔﾉﾝｿﾌﾄｳｪｱ		1500040		通信関連案件の開発		4		通信関連案件の開発		8/31/15		SBSS1		佐原S1		1,106,800		1,106,800		1,106,800		965,541		141,259		12.76%		87.24%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095011000		ｷﾔﾉﾝｿﾌﾄｳｪｱ		1500040		通信関連案件の開発		5		通信関連案件の開発		9/30/15		SBSS1		佐原S1		1,467,600		1,467,600		1,467,600		1,270,630		196,970		13.42%		86.58%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500036		用地再構築　システム構築		0		用地再構築　システム構築		6/30/15		TBS2		東北S2		36,750,000		36,750,000		36,750,000		32,123,659		4,626,341		12.59%		87.41%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500038		「G83広域機関対応」システム構築		1		「G83広域機関対応」システム構築		7/31/15		TBS2		東北S2		16,500,000		16,500,000		16,500,000		14,366,968		2,133,032		12.93%		87.07%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500041		設備開発課　維持管理		2		設備開発課　維持管理		6/30/15		TBS2		東北S2		165,000		165,000		165,000		143,535		21,465		13.01%		86.99%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500041		設備開発課　維持管理		3		設備開発課　維持管理		7/31/15		TBS2		東北S2		165,000		165,000		165,000		143,535		21,465		13.01%		86.99%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500042		技術者派遣業務（加茂 義幸）		0		技術者派遣業務（加茂 義幸）		4/30/15		TBS2		東北S2		739,500		739,500		739,500		645,000		94,500		12.78%		87.22%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500043		技術者派遣業務（宇都宮 博）		5		技術者派遣業務（宇都宮 博）		9/30/15		TBS2		東北S2		641,000		641,000		641,000		555,972		85,028		13.26%		86.74%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500045		スマートメーター導入対応（第１段）　システム構築		2		スマートメーター導入対応（第１段）　システム構築		6/30/15		TBS2		東北S2		1,280,000		1,280,000		1,280,000		1,115,958		164,042		12.82%		87.18%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500046		電力小売自由化対応　システム構築		4		電力小売自由化対応　システム構築		8/31/15		TBS2		東北S2		2,560,000		2,560,000		2,560,000		2,220,943		339,057		13.24%		86.76%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500047		「ＳＷ支援システム連係対応」システム構築		0		「ＳＷ支援システム連係対応」システム構築		4/30/15		TBS2		東北S2		3,840,000		3,840,000		3,840,000		3,347,122		492,878		12.84%		87.16%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500047		「ＳＷ支援システム連係対応」システム構築		2		「ＳＷ支援システム連係対応」システム構築		6/30/15		TBS2		東北S2		3,840,000		3,840,000		3,840,000		3,352,042		487,958		12.71%		87.29%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500047		「ＳＷ支援システム連係対応」システム構築		4		「ＳＷ支援システム連係対応」システム構築		8/31/15		TBS2		東北S2		3,200,000		3,200,000		3,200,000		2,784,338		415,662		12.99%		87.01%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500070		Ｅ７１保守切れ対応　システム構築		0		Ｅ７１保守切れ対応　システム構築		7/31/15		TBS2		東北S2		1,452,000		1,452,000		1,452,000		1,270,394		181,606		12.51%		87.49%

		2		ＩＣＴ事 コト		U096005700		ｿﾆｰ		1500260		SONY（GMEM）		3		SONY（GMEM）6月(正樹追加)		6/30/15		NJT13		Ｔ１３		639,100		639,100		639,100		554,969		84,131		13.16%		86.84%

		2		ＩＣＴ事 コト		U101003200		ｿﾆｰﾓﾊﾞｲﾙｺﾐｭﾆｹｰ		1500280		SOMC（FOTA）		0		SOMC（FOTA）4/21～5/20		5/20/15		NJT13		Ｔ１３		2,122,500		2,122,500		2,122,500		1,847,836		274,664		12.94%		87.06%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1400596		[KC]KA4344 CAMERA_EntryHome		6		[KC]KA66 CAMERA開発		7/20/15		NJT11		Ｔ１１		1,638,000		1,638,000		1,638,000		1,421,652		216,348		13.21%		86.79%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1400596		[KC]KA4344 CAMERA_EntryHome		13		[KC]KA85 EntryHome開発		8/31/15		NJT11		Ｔ１１		975,000		975,000		975,000		848,649		126,351		12.96%		87.04%

		2		ＩＣＴ事 コト		U110001200		横河医療		1500053		ビューア開発		3		ビューア開発		6/30/15		TBS2		東北S2		924,000		924,000		924,000		803,901		120,099		13.00%		87.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U110001200		横河医療		1500053		ビューア開発		12		ビューア開発		9/30/15		TBS2		東北S2		361,000		361,000		361,000		312,507		48,493		13.43%		86.57%

		2		ＩＣＴ事 コト		U113001900		ｿﾆｰﾃﾞｼﾞﾀﾙ		1500357		[SDNA]Android/iOSアプリ開発		1		[SDNA]Android/iOSアプリ開発( 8月)		8/20/15		NJT11		Ｔ１１		2,126,363		2,126,363		2,126,363		1,846,484		279,879		13.16%		86.84%

		3		ＦＳ事 コト		U095010700		ちばぎんｺﾝﾋﾟｭｰ		1500013		CCS　障がい者システム対応		1		CCS　ＭＣＷＥＬ番号利用対応		9/30/15		SBCS2		千葉S2		1,624,000		1,624,000		1,624,000		1,419,791		204,209		12.57%		87.43%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1400388		【SJNKS･火満】2015年度火災改定		3		【NKSJS･火満】2015年度火災改定（2015年7月検収）		7/31/15		NJJ21		Ｊ２１		1,311,750		1,311,750		1,311,750		1,142,285		169,465		12.92%		87.08%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1400567		【SJNKS･火満】積立差押え契約の本格化対応		0		【SJNKS･火満】積立差押え契約の本格化対応		5/31/15		NJJ21		Ｊ２１		812,625		812,625		812,625		705,049		107,576		13.24%		86.76%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1400574		【SJNKS･団体】日通精算システム年度末対応		1		【SJNKS･団体】日通精算システム年度末対応②（本番）		5/31/15		NJJ21		Ｊ２１		1,212,750		1,212,750		1,212,750		1,056,535		156,215		12.88%		87.12%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1400609		【SJNKS･ﾏﾘﾝ 】日常業務（２０１５年度）		3		【SJNKS･マリン】日常業務（2015年7月）		7/31/15		NJJ21		Ｊ２１		1,773,750		1,773,750		1,773,750		1,545,383		228,367		12.87%		87.13%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1400638		【SJNKS･自賠】日常業務（２０１５年度）		2		【SJNKS･自満】日常業務（2015年06月）		6/30/15		NJJ21		Ｊ２１		3,110,250		3,110,250		3,110,250		2,695,505		414,745		13.33%		86.67%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500227		【SJNKS･団体】日常業務（２０１５年度）		2		【SJNKS･団体】日常業務（2015年09月）		9/30/15		NJJ21		Ｊ２１		635,250		635,250		635,250		553,928		81,322		12.80%		87.20%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500230		【SJNKS･団体】廃止メディア対応（団サ三チーム）		0		【SJNKS･団体】廃止メディア対応（団サ三チーム）		5/31/15		NJJ21		Ｊ２１		3,530,000		3,530,000		3,530,000		3,087,212		442,788		12.54%		87.46%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1500069		C-ITS T-STAR/RX・NAM顧問		0		C-ITS T-STAR/RX・NAM顧問 04月		4/28/15		SBSS2		佐原S2		2,469,700		2,469,700		2,469,700		2,158,869		310,831		12.59%		87.41%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1500072		C-ITS WrapFlow		0		C-ITS WrapFlow 04月		4/30/15		SBSS2		佐原S2		8,605,000		8,605,000		8,605,000		7,526,462		1,078,538		12.53%		87.47%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1500077		C-ITS 電力		0		C-ITS 電力 04月		4/30/15		SBSS2		佐原S2		2,007,050		2,007,050		2,007,050		1,749,065		257,985		12.85%		87.15%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1500077		C-ITS 電力		2		C-ITS 電力		6/30/15		SBSS2		佐原S2		2,161,100		2,161,100		2,161,100		1,874,806		286,294		13.25%		86.75%

		3		ＦＳ事 コト		U095017100		富士ｾﾞﾛｯｸｽ情報		1500189		ＦＸＩＳ（情報ｼｽﾃﾑ開発支援）		2		FFL様の情報ｼｽﾃﾑ開発業務支援（2015年6月度）		6/30/15		NJJ32		Ｊ３２		2,992,939		2,992,939		2,992,939		2,607,940		384,999		12.86%		87.14%

		3		ＦＳ事 コト		U095032200		東京情報大学		1500014		東京情報大学　システム保守		2		東京情報大学　システム保守		6/30/15		SBCS2		千葉S2		670,000		670,000		670,000		585,692		84,308		12.58%		87.42%

		3		ＦＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1500080		IBM　生産管理		1		IBM　生産管理 05月		5/31/15		SBSS2		佐原S2		10,490,000		10,490,000		10,490,000		9,157,180		1,332,820		12.71%		87.29%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1500008		数理統計Ｇ		0		数理統計Ｇ		4/30/15		NJJ22		Ｊ２２		1,990,354		1,990,354		1,990,354		1,741,014		249,340		12.53%		87.47%

		3		ＦＳ事 コト		U106001900		NTTｺﾑｳｪｱ		1500069		Ａ生命様契約管理企画部の委任		0		Ａ生命様契約管理企画部４月の委任（ＮＩＤ）		4/30/15		NJJ12		Ｊ１２		980,000		980,000		980,000		852,735		127,265		12.99%		87.01%

		3		ＦＳ事 コト		U106001900		NTTｺﾑｳｪｱ		1500070		Ａ生命様審査部ユーザー対応業務の委任		0		Ａ生命様審査部ユーザー対応業務４月の委任（ＮＩＤ）		4/30/15		NJJ12		Ｊ１２		900,000		900,000		900,000		780,000		120,000		13.33%		86.67%

		3		ＦＳ事 コト		U106001900		NTTｺﾑｳｪｱ		1500070		Ａ生命様審査部ユーザー対応業務の委任		1		Ａ生命様審査部ユーザー対応業務５月の委任（ＮＩＤ）		5/31/15		NJJ12		Ｊ１２		900,000		900,000		900,000		780,000		120,000		13.33%		86.67%

		3		ＦＳ事 コト		U106001900		NTTｺﾑｳｪｱ		1500070		Ａ生命様審査部ユーザー対応業務の委任		2		Ａ生命様審査部ユーザー対応業務６月の委任（ＮＩＤ）		6/30/15		NJJ12		Ｊ１２		900,000		900,000		900,000		780,000		120,000		13.33%		86.67%

		3		ＦＳ事 コト		U106001900		NTTｺﾑｳｪｱ		1500070		Ａ生命様審査部ユーザー対応業務の委任		3		Ａ生命様審査部ユーザー対応業務７月の委任（ＮＩＤ）		7/31/15		NJJ12		Ｊ１２		900,000		900,000		900,000		780,000		120,000		13.33%		86.67%

		3		ＦＳ事 コト		U106001900		NTTｺﾑｳｪｱ		1500070		Ａ生命様審査部ユーザー対応業務の委任		4		Ａ生命様審査部ユーザー対応業務８月の委任（ＮＩＤ）		8/31/15		NJJ12		Ｊ１２		900,000		900,000		900,000		780,000		120,000		13.33%		86.67%

		3		ＦＳ事 コト		U106001900		NTTｺﾑｳｪｱ		1500070		Ａ生命様審査部ユーザー対応業務の委任		5		Ａ生命様審査部ユーザー対応業務９月の委任（ＮＩＤ）		9/30/15		NJJ12		Ｊ１２		900,000		900,000		900,000		780,000		120,000		13.33%		86.67%

		3		ＦＳ事 コト		U108003100		ｴﾑﾕｰﾌﾛﾝﾃｨｱ債権		1500067		業務システムの開発支援		2		業務システムの開発支援（６月）		6/30/15		NJJ12		Ｊ１２		4,450,000		4,450,000		4,450,000		3,849,919		600,081		13.48%		86.52%

		3		ＦＳ事 コト		U114003300		ﾁｭｰﾘｯﾋ保険会社		1500046		【Zurich】ＤＭシステム対応		4		【Zurich】ＤＭシステム対応(2015年8月）		8/31/15		NJJ21		Ｊ２１		4,547,000		4,547,000		4,547,000		3,936,902		610,098		13.42%		86.58%

		3		ＦＳ事 コト		U114003300		ﾁｭｰﾘｯﾋ保険会社		1500046		【Zurich】ＤＭシステム対応		5		【Zurich】ＤＭシステム対応(2015年9月）		9/30/15		NJJ21		Ｊ２１		4,407,500		4,407,500		4,407,500		3,821,941		585,559		13.29%		86.71%

		4		ＮＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500158		サーバ,N/W保守及び N/W管理業務		5		サーバ,N/W保守及び N/W管理業務		9/30/15		NJN23		Ｎ２３		3,545,000		3,545,000		3,545,000		3,092,206		452,794		12.77%		87.23%

		4		ＮＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500185		ﾎｽﾄ運用ﾁｰﾑ支援		2		ﾎｽﾄ運用ﾁｰﾑ支援		6/30/15		NJN23		Ｎ２３		740,000		740,000		740,000		642,098		97,902		13.23%		86.77%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500122		H27　Web1T開発保守支援作業		0		H27　Web1T開発保守支援作業		6/30/15		NJNA1		ＮＡ１		4,698,108		4,698,108		4,698,108		4,092,958		605,150		12.88%		87.12%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500126		H27 ITサービスマネジメント部基盤運用第３チーム		3		H27　ITサービスマネジメント部基盤運用第３チーム		7/31/15		NJNA1		ＮＡ１		4,640,608		4,640,608		4,640,608		4,015,988		624,620		13.46%		86.54%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500128		H27 エアポート統括部 羽田支店		4		H27　羽田支店　カスタマーチーム		8/31/15		NJNA1		ＮＡ１		2,023,950		2,023,950		2,023,950		1,770,367		253,583		12.53%		87.47%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500174		H27　ASYNETインフラ運用業務（準委任）		5		H27　ASYNETインフラ運用業務（準委任）		9/30/15		NJNA1		ＮＡ１		800,556		800,556		800,556		693,728		106,828		13.34%		86.66%

		4		ＮＳ事 コト		U095023300		三井ﾎｰﾑ		1500024		設計ｼｽﾃﾑに係わる運用業務支援		4		設計ｼｽﾃﾑに係わる運用業務支援		8/31/15		NJN11		Ｎ１１		6,210,000		6,210,000		6,210,000		5,396,356		813,644		13.10%		86.90%

		4		ＮＳ事 コト		U097003000		ｱﾒﾘｶﾝﾎｰﾑ医療		1500086		ｱﾒﾎ)ITｲﾝﾌﾗ企画運用業務		0		ｱﾒﾎ)ITｲﾝﾌﾗ企画運用業務		4/30/15		NJN22		Ｎ２２		1,681,250		1,681,250		1,681,250		1,460,288		220,962		13.14%		86.86%

		4		ＮＳ事 コト		U097003000		ｱﾒﾘｶﾝﾎｰﾑ医療		1500086		ｱﾒﾎ)ITｲﾝﾌﾗ企画運用業務		1		ｱﾒﾎ)ITｲﾝﾌﾗ企画運用業務		5/31/15		NJN22		Ｎ２２		1,700,499		1,700,499		1,700,499		1,472,907		227,592		13.38%		86.62%

		4		ＮＳ事 コト		U097003000		ｱﾒﾘｶﾝﾎｰﾑ医療		1500086		ｱﾒﾎ)ITｲﾝﾌﾗ企画運用業務		2		ｱﾒﾎ)ITｲﾝﾌﾗ企画運用業務		6/30/15		NJN22		Ｎ２２		1,675,043		1,675,043		1,675,043		1,450,310		224,733		13.42%		86.58%

		4		ＮＳ事 コト		U097003000		ｱﾒﾘｶﾝﾎｰﾑ医療		1500086		ｱﾒﾎ)ITｲﾝﾌﾗ企画運用業務		3		ｱﾒﾎ)ITｲﾝﾌﾗ企画運用業務		7/31/15		NJN22		Ｎ２２		1,724,172		1,724,172		1,724,172		1,499,519		224,653		13.03%		86.97%

		4		ＮＳ事 コト		U097003000		ｱﾒﾘｶﾝﾎｰﾑ医療		1500086		ｱﾒﾎ)ITｲﾝﾌﾗ企画運用業務		5		ｱﾒﾎ)ITｲﾝﾌﾗ企画運用業務		9/30/15		NJN22		Ｎ２２		1,693,461		1,693,461		1,693,461		1,472,097		221,364		13.07%		86.93%

		4		ＮＳ事 コト		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1500105		NHKMT IT運用部（放送系）		1		NHKMT IT運用部（放送系）		5/31/15		NJN12		Ｎ１２		5,484,331		5,484,331		5,484,331		4,752,073		732,258		13.35%		86.65%

		4		ＮＳ事 コト		U100002400		そんぽ24損保		1500054		（そんぽ-OP H27）電子計算機システム運用業務		2		（そんぽ-OP H27）電子計算機システム運用業務		6/30/15		NJN21		Ｎ２１		5,980,000		5,980,000		5,980,000		5,181,729		798,271		13.35%		86.65%

		4		ＮＳ事 コト		U106000500		NSSLCｻｰﾋﾞｽ		1500078		NSSLC　内線電話基盤構築＆運用		0		NSSLC　内線電話基盤構築＆運用		4/30/15		NJN22		Ｎ２２		700,740		700,740		700,740		606,916		93,824		13.39%		86.61%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1500061		CTC(MHCBﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌｨｰﾄﾞ案件支援)		0		CTC(MHCBﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌｨｰﾄﾞ案件支援)		4/30/15		NJN21		Ｎ２１		2,144,585		2,144,585		2,144,585		1,868,592		275,993		12.87%		87.13%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1500062		CTC(MHCBﾒｰﾙ監査ｼｽﾃﾑ保守）		3		CTC(MHCBﾒｰﾙ監査ｼｽﾃﾑ保守）		7/31/15		NJN21		Ｎ２１		2,180,000		2,180,000		2,180,000		1,897,494		282,506		12.96%		87.04%

		4		ＮＳ事 コト		U111003700		AIGﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ		1500089		AIGKK)ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ技術部業務_AHA向けOAﾘｸｴｽﾄ支援		2		AIGKK)ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ技術部業務_AHA向けOAﾘｸｴｽﾄ支援		6/30/15		NJN22		Ｎ２２		1,641,340		1,641,340		1,641,340		1,428,241		213,099		12.98%		87.02%

		4		ＮＳ事 コト		U113002200		ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ･ﾃﾞｨﾍ		1500136		H27 システム運用管理／保守業務		2		H27　システム運用管理／保守業務		6/30/15		NJNA1		ＮＡ１		730,000		730,000		730,000		635,239		94,761		12.98%		87.02%

		5		その他 タ		U095021000		ｴｽ･ﾃﾞｲ･ｼｰ		1500049		②【OS】ＳＤＣ 健保業務		1		②【OS】SDC/薬業健保精査業務		5/31/15		EBCS		ＣＳ課		4,220,420		4,220,420		4,220,420		3,660,778		559,642		13.26%		86.74%

		5		その他 タ		U106000500		NSSLCｻｰﾋﾞｽ		1500022		①【NS】NSSLC/基盤構築業務および運用保守ｻﾎﾟｰﾄ業務		1		①【NS】基盤構築&運用ｻﾎﾟｰﾄ業務(4月追加&5月定額)		5/31/15		EBCS		ＣＳ課		1,573,672		1,573,672		1,573,672		1,373,652		200,020		12.71%		87.29%

		5		その他 タ		U106000500		NSSLCｻｰﾋﾞｽ		1500022		①【NS】NSSLC/基盤構築業務および運用保守ｻﾎﾟｰﾄ業務		2		①【NS】基盤構築&運用ｻﾎﾟｰﾄ業務(5月追加)		6/30/15		EBCS		ＣＳ課		1,879,143		1,879,143		1,879,143		1,630,195		248,948		13.25%		86.75%

		5		その他 タ		U113001700		ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸﾘ		1500061		②【OS】日本生産性本部（運用業務）		0		②【OS】GNR/生産性本部		4/30/15		EBCS		ＣＳ課		393,900		393,900		393,900		343,390		50,510		12.82%		87.18%

		5		その他 タ		U113001700		ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸﾘ		1500061		②【OS】日本生産性本部（運用業務）		1		②【OS】GNR/生産性本部		5/31/15		EBCS		ＣＳ課		390,000		390,000		390,000		340,000		50,000		12.82%		87.18%

		5		その他 タ		U113001700		ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸﾘ		1500061		②【OS】日本生産性本部（運用業務）		2		②【OS】GNR/生産性本部		6/30/15		EBCS		ＣＳ課		434,850		434,850		434,850		378,985		55,865		12.85%		87.15%

		5		その他 タ		U113001700		ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸﾘ		1500061		②【OS】日本生産性本部（運用業務）		3		②【OS】GNR/生産性本部		7/31/15		EBCS		ＣＳ課		426,400		426,400		426,400		371,640		54,760		12.84%		87.16%

		5		その他 タ		U113001700		ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸﾘ		1500061		②【OS】日本生産性本部（運用業務）		4		②【OS】GNR/生産性本部		8/31/15		EBCS		ＣＳ課		496,912		496,912		496,912		432,660		64,252		12.93%		87.07%

		5		その他 タ		U113001700		ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸﾘ		1500061		②【OS】日本生産性本部（運用業務）		5		②【OS】GNR/生産性本部		9/30/15		EBCS		ＣＳ課		390,000		390,000		390,000		340,000		50,000		12.82%		87.18%

		1		ＥＳ事 コト		U095006500		横河電機		1400548		Ｙ：CENTUM VP 新規コンポーネント開発		1		Ｙ：CENTUM VP R6.02 UGS冗長化 Vnet/IPデバイス開発		7/22/15		NJT21		Ｔ２１		3,400,000		3,400,000		3,400,000		2,916,148		483,852		14.23%		85.77%

		1		ＥＳ事 コト		U095007203		沖電気工業芝浦		1400613		OKI 消防システム関連SE支援業務[2015]		0		OKI 消防システム関連SE支援業務[2015] 4月		4/30/15		NJT22		Ｔ２２		3,485,269		3,485,269		3,485,269		3,009,695		475,574		13.65%		86.35%

		1		ＥＳ事 コト		U095011900		OKIｿﾌﾄｳｪｱ		1500011		２０１５年４月度　開発・メンテ作業		4		２０１５年８月度　開発・メンテ作業		9/30/15		TBS1		東北S1		720,000		720,000		720,000		622,086		97,914		13.60%		86.40%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500019		妨害破壊行為等対応システム年間保守		0		妨害破壊行為等対応システム年間保守		4/30/15		TBS1		東北S1		174,417		174,417		174,417		149,836		24,581		14.09%		85.91%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500019		妨害破壊行為等対応システム年間保守		3		妨害破壊行為等対応システム年間保守		7/31/15		TBS1		東北S1		169,538		169,538		169,538		145,065		24,473		14.44%		85.56%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500023		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（渡辺隆）		0		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（渡辺隆）		4/30/15		TBS1		東北S1		641,000		641,000		641,000		549,349		91,651		14.30%		85.70%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500026		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（工藤雄介）		3		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（工藤雄介）		7/31/15		TBS1		東北S1		641,000		641,000		641,000		552,221		88,779		13.85%		86.15%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500082		Ⅱ系システム.NETバージョンアップに伴う影響調査委託		0		Ⅱ系システム.NETバージョンアップに伴う影響調査委託		7/31/15		TBS1		東北S1		62,000		62,000		62,000		53,595		8,405		13.56%		86.44%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400626		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ/ｽｷｬﾅ開発(上原)[2015]		1		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ/ｽｷｬﾅ開発(上原)[2015] 5月		5/20/15		NJT22		Ｔ２２		875,000		875,000		875,000		754,081		120,919		13.82%		86.18%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400626		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ/ｽｷｬﾅ開発(上原)[2015]		2		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ/ｽｷｬﾅ開発(上原)[2015] 6月		6/20/15		NJT22		Ｔ２２		935,000		935,000		935,000		800,681		134,319		14.37%		85.63%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400628		Canon ネットワークカメラ[2015][吉田]		0		Canon ネットワークカメラ[2015][吉田] 4月		4/20/15		NJT22		Ｔ２２		790,590		790,590		790,590		683,029		107,561		13.61%		86.39%

		1		ＥＳ事 コト		U099004200		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸITS		1400640		PASITS T社17CY DA HMI		0		PASITS T社17CY DA HMI 4月		4/20/15		NJT22		Ｔ２２		13,600,000		13,600,000		13,600,000		11,685,872		1,914,128		14.07%		85.93%

		1		ＥＳ事 コト		U114003800		ﾄﾖﾀ自動車		1400581		MBD開発プロセス整備[2015]		3		MBD整備[2015.06]		6/30/15		NJT23		Ｔ２３		2,430,000		2,430,000		2,430,000		2,094,158		335,842		13.82%		86.18%

		1		ＥＳ事 コト		U114003800		ﾄﾖﾀ自動車		1500236		PF機種		1		PF機種[2015.06]		6/30/15		NJT23		Ｔ２３		4,688,000		4,688,000		4,688,000		4,009,038		678,962		14.48%		85.52%

		1		ＥＳ事 コト		U114003800		ﾄﾖﾀ自動車		1500236		PF機種		4		PF機種[2015.09]		9/30/15		NJT23		Ｔ２３		4,688,000		4,688,000		4,688,000		4,054,492		633,508		13.51%		86.49%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1400245		森永乳業　原価システム構築		8		森永乳業　原価計算再構築実績ブロック（追加開発2）		9/30/15		NJJ31		Ｊ３１		6,035,000		6,035,000		6,035,000		5,163,713		871,287		14.44%		85.56%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500160		森永乳業　一般開発業務支援【開発】		0		森永乳業　一般開発業務支援【開発】(04月)		4/30/15		NJJ31		Ｊ３１		3,880,000		3,880,000		3,880,000		3,324,322		555,678		14.32%		85.68%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500162		森永乳業　会計運用業務支援		0		森永乳業　会計運用業務支援(04月)		4/30/15		NJJ31		Ｊ３１		942,100		942,100		942,100		806,593		135,507		14.38%		85.62%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500162		森永乳業　会計運用業務支援		3		森永乳業　会計運用業務支援(07月)		7/31/15		NJJ31		Ｊ３１		1,611,200		1,611,200		1,611,200		1,386,539		224,661		13.94%		86.06%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500163		森永乳業　損益運用業務支援1		1		森永乳業　損益運用業務支援1(05月)		5/31/15		NJJ31		Ｊ３１		805,000		805,000		805,000		692,225		112,775		14.01%		85.99%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500207		[NMSE]移動機(IOT L1特性)(H27上)		2		[NMSE]移動機(IOT L1特性)(H27上)( 6月)		6/30/15		NJT11		Ｔ１１		2,090,000		2,090,000		2,090,000		1,804,253		285,747		13.67%		86.33%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500208		[NMSE]MM放送端末評価(H27上)		0		[NMSE]MM放送端末評価(H27上)( 4月)		4/30/15		NJT11		Ｔ１１		1,370,000		1,370,000		1,370,000		1,176,074		193,926		14.16%		85.84%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500251		[NMSE]【DHQ】カラダのキモチ		1		[NMSE]カラキモ iOS Web版		6/30/15		NJT11		Ｔ１１		4,910,000		4,910,000		4,910,000		4,198,688		711,312		14.49%		85.51%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1400355		[NMSE]LTE無線基地局Verup開発 負荷試験		15		[NMSE]LTE無線基地局15B Verup開発 負荷試験(8月)		8/20/15		NJT12		Ｔ１２		921,960		921,960		921,960		788,820		133,140		14.44%		85.56%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095011000		ｷﾔﾉﾝｿﾌﾄｳｪｱ		1500040		通信関連案件の開発		2		通信関連案件の開発		6/30/15		SBSS1		佐原S1		1,640,000		1,640,000		1,640,000		1,413,107		226,893		13.83%		86.17%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500038		「G83広域機関対応」システム構築		0		「G83広域機関対応」システム構築		4/30/15		TBS2		東北S2		3,366,000		3,366,000		3,366,000		2,890,014		475,986		14.14%		85.86%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500039		「託送業務の小売自由化対応1」システム構築		0		「託送業務の小売自由化対応1」システム構築		6/30/15		TBS2		東北S2		9,100,800		9,100,800		9,100,800		7,842,523		1,258,277		13.83%		86.17%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500048		「新メニュー導入対応」システム構築		0		「新メニュー導入対応」システム構築		4/30/15		TBS2		東北S2		640,000		640,000		640,000		548,704		91,296		14.27%		85.74%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500070		Ｅ７１保守切れ対応　システム構築		1		Ｅ７１保守切れ対応　システム構築		8/31/15		TBS2		東北S2		660,000		660,000		660,000		569,070		90,930		13.78%		86.22%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500078		「H72サーバ保守切れ対応」情報化企画書		1		「H72サーバ保守切れ対応」情報化企画書		8/31/15		TBS2		東北S2		660,000		660,000		660,000		565,056		94,944		14.39%		85.61%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500088		Ｇ２Ａ統合サーバ老朽化対応		0		Ｇ２Ａ統合サーバ老朽化対応		8/31/15		TBS2		東北S2		660,000		660,000		660,000		565,204		94,796		14.36%		85.64%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500088		Ｇ２Ａ統合サーバ老朽化対応		1		Ｇ２Ａ統合サーバ老朽化対応		9/30/15		TBS2		東北S2		660,000		660,000		660,000		569,070		90,930		13.78%		86.22%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500089		「託送データ連係システム」システム構築		0		「託送データ連係システム」システム構築		8/31/15		TBS2		東北S2		660,000		660,000		660,000		569,070		90,930		13.78%		86.22%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500089		「託送データ連係システム」システム構築		1		「託送データ連係システム」システム構築		9/30/15		TBS2		東北S2		660,000		660,000		660,000		567,254		92,746		14.05%		85.95%

		2		ＩＣＴ事 コト		U096005700		ｿﾆｰ		1500179		SONY（GPSｿﾌﾄｳｪｱ）		6		SONY（GPSｿﾌﾄｳｪｱ）9月追加分		9/30/15		NJT13		Ｔ１３		2,200,000		2,200,000		2,200,000		1,894,744		305,256		13.88%		86.12%

		2		ＩＣＴ事 コト		U096005700		ｿﾆｰ		1500180		SONY（Media-PF）		2		SONY（Media-PF）6月		6/30/15		NJT13		Ｔ１３		4,186,050		4,186,050		4,186,050		3,586,414		599,636		14.32%		85.68%

		2		ＩＣＴ事 コト		U097001401		富士通(川崎)		1500381		[MTC]高密度BDE SCDファーム開発		1		[MTC]高密度BDE SCDﾌｧｰﾑｴﾝﾊﾝｽ開発(9月)		9/30/15		NJT12		Ｔ１２		1,600,000		1,600,000		1,600,000		1,371,235		228,765		14.30%		85.70%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1400597		[KC]KA43 Outdoor		1		[KC]KA43 Tideアプり開発		7/20/15		NJT11		Ｔ１１		877,500		877,500		877,500		753,288		124,212		14.16%		85.84%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1400597		[KC]KA43 Outdoor		3		[KC]KA44 PCmail/Exchange開発(Android L差分調査)		4/20/15		NJT11		Ｔ１１		390,000		390,000		390,000		335,739		54,261		13.91%		86.09%

		2		ＩＣＴ事 コト		U103000200		ｼｬｰﾌﾟﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾋ		1400215		コンテキストアウェアネスPF開発		2		コンテキストアウェアネス試作に関する業務		4/30/15		SBSS1		佐原S1		349,500		349,500		349,500		300,324		49,176		14.07%		85.93%

		2		ＩＣＴ事 コト		U103000200		ｼｬｰﾌﾟﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾋ		1500021		Tmmモジュール開発		1		Tmmモジュール共通開発対応		9/18/15		SBSS1		佐原S1		3,310,750		3,310,750		3,310,750		2,857,711		453,039		13.68%		86.32%

		2		ＩＣＴ事 コト		U103000200		ｼｬｰﾌﾟﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾋ		1500023		Miracast機能開発		0		【2015上共通】Miracast機能開発評価（2015年4-6月）		6/19/15		SBSS1		佐原S1		627,300		627,300		627,300		538,481		88,819		14.16%		85.84%

		2		ＩＣＴ事 コト		U103000200		ｼｬｰﾌﾟﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾋ		1500046		DL75/GP11D MTF/UM試験		6		MM5 ソフトウェア設計7月-9月度		9/18/15		SBSS1		佐原S1		480,000		480,000		480,000		412,599		67,401		14.04%		85.96%

		2		ＩＣＴ事 コト		U103000200		ｼｬｰﾌﾟﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾋ		1500065		ソフトウェア開発業務		1		ソフトウェア開発業務		6/30/15		SBSS1		佐原S1		1,394,000		1,394,000		1,394,000		1,193,415		200,585		14.39%		85.61%

		2		ＩＣＴ事 コト		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500035		ソフトウェア開発業務 宮澤		0		ソフトウェア開発業務 宮澤		4/30/15		SBSS1		佐原S1		823,650		823,650		823,650		707,468		116,182		14.11%		85.89%

		2		ＩＣＴ事 コト		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500035		ソフトウェア開発業務 宮澤		1		ソフトウェア開発業務 宮澤		5/31/15		SBSS1		佐原S1		664,525		664,525		664,525		570,878		93,647		14.09%		85.91%

		2		ＩＣＴ事 コト		U110000100		NTTﾄﾞｺﾓ		1500318		[DCM]次世代CSｼｽﾃﾑ保守運営業務		0		[DCM]次世代CSｼｽﾃﾑ保守運営業務(7月)		7/31/15		NJT12		Ｔ１２		368,000		368,000		368,000		317,731		50,269		13.66%		86.34%

		3		ＦＳ事 コト		U095010700		ちばぎんｺﾝﾋﾟｭｰ		1500008		CCS　国保システム　ソフトウェア開発		0		CCS　国保システム　ソフトウェア開発		4/30/15		SBCS2		千葉S2		2,044,400		2,044,400		2,044,400		1,761,182		283,218		13.85%		86.15%

		3		ＦＳ事 コト		U095010700		ちばぎんｺﾝﾋﾟｭｰ		1500008		CCS　国保システム　ソフトウェア開発		1		CCS　国保システム　ソフトウェア開発		5/31/15		SBCS2		千葉S2		1,647,150		1,647,150		1,647,150		1,420,058		227,092		13.79%		86.21%

		3		ＦＳ事 コト		U095010700		ちばぎんｺﾝﾋﾟｭｰ		1500008		CCS　国保システム　ソフトウェア開発		2		CCS　国保システム　ソフトウェア開発		6/30/15		SBCS2		千葉S2		2,322,950		2,322,950		2,322,950		2,001,481		321,469		13.84%		86.16%

		3		ＦＳ事 コト		U095010700		ちばぎんｺﾝﾋﾟｭｰ		1500008		CCS　国保システム　ソフトウェア開発		3		CCS　国保システム　ソフトウェア開発		7/31/15		SBCS2		千葉S2		2,272,050		2,272,050		2,272,050		1,958,610		313,440		13.80%		86.20%

		3		ＦＳ事 コト		U095010700		ちばぎんｺﾝﾋﾟｭｰ		1500008		CCS　国保システム　ソフトウェア開発		4		CCS　国保システム　ソフトウェア開発		8/31/15		SBCS2		千葉S2		1,779,050		1,779,050		1,779,050		1,532,469		246,581		13.86%		86.14%

		3		ＦＳ事 コト		U095010700		ちばぎんｺﾝﾋﾟｭｰ		1500008		CCS　国保システム　ソフトウェア開発		5		CCS　国保システム　ソフトウェア開発		9/30/15		SBCS2		千葉S2		1,800,450		1,800,450		1,800,450		1,551,977		248,473		13.80%		86.20%

		3		ＦＳ事 コト		U095010700		ちばぎんｺﾝﾋﾟｭｰ		1500010		CCS　介護保険　ソフトウェア開発		1		CCS　介護保険　ソフトウェア開発		9/30/15		SBCS2		千葉S2		17,634,000		17,634,000		17,634,000		15,245,466		2,388,534		13.55%		86.45%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1400388		【SJNKS･火満】2015年度火災改定		0		【NKSJS･火満】2015年度火災改定（2015年8月検収）		8/31/15		NJJ21		Ｊ２１		2,974,125		2,974,125		2,974,125		2,548,477		425,648		14.31%		85.69%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1400388		【SJNKS･火満】2015年度火災改定		4		【NKSJS･火満】2015年10月交傷改定（掛捨）		6/30/15		NJJ21		Ｊ２１		610,500		610,500		610,500		526,892		83,608		13.70%		86.30%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1400523		【SJNKS･団体】戦略団体(中期)データ計上・精算不突合		1		【SJNKS・団体】戦略団体(中期)新規＜内設～ＩＴａ＞		9/30/15		NJJ21		Ｊ２１		34,604,625		34,604,625		34,604,625		29,776,820		4,827,805		13.95%		86.05%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1400604		【SJNKS･個商管（満期・契約）】日常（２０１５年度）		3		【SJNKS･火満】日常業務（2015年8月）		8/31/15		NJJ21		Ｊ２１		226,875		226,875		226,875		195,488		31,387		13.83%		86.17%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1400609		【SJNKS･ﾏﾘﾝ 】日常業務（２０１５年度）		2		【SJNKS･マリン】日常業務（2015年6月）		6/30/15		NJJ21		Ｊ２１		3,407,250		3,407,250		3,407,250		2,937,184		470,066		13.80%		86.20%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500332		【SJNKS･満期】満期グループ保守		0		【SJNKS･火満】満期保守（８月～９月）		9/30/15		NJJ21		Ｊ２１		825,000		825,000		825,000		711,515		113,485		13.76%		86.24%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1500069		C-ITS T-STAR/RX・NAM顧問		4		C-ITS T-STAR/RX・NAM顧問 08月		8/31/15		SBSS2		佐原S2		804,000		804,000		804,000		690,223		113,777		14.15%		85.85%

		3		ＦＳ事 コト		U095017100		富士ｾﾞﾛｯｸｽ情報		1500189		ＦＸＩＳ（情報ｼｽﾃﾑ開発支援）		3		FFL様の情報ｼｽﾃﾑ開発業務支援（2015年7月度）		7/31/15		NJJ32		Ｊ３２		3,035,826		3,035,826		3,035,826		2,599,954		435,872		14.36%		85.64%

		3		ＦＳ事 コト		U095032200		東京情報大学		1500014		東京情報大学　システム保守		0		東京情報大学　システム保守		4/30/15		SBCS2		千葉S2		670,000		670,000		670,000		573,945		96,055		14.34%		85.66%

		3		ＦＳ事 コト		U095042500		さくら情報ｼｽﾃﾑ		1500016		さくら情報　ソニー生命業務支援		5		さくら情報　ソニー生命業務支援		9/30/15		SBCS2		千葉S2		1,940,130		1,940,130		1,940,130		1,663,097		277,033		14.28%		85.72%

		3		ＦＳ事 コト		U100002400		そんぽ24損保		1500045		【S24】損害保険業務に関するシステム開発支援		2		【S24】損害保険業務に関するシステム開発支援(6月）		6/30/15		NJJ21		Ｊ２１		7,200,000		7,200,000		7,200,000		6,180,603		1,019,397		14.16%		85.84%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1400456		JP共済生協火災共済･自然災害共済等の契約移管対応		0		JP共済生協火災共済･自然災害共済等の契約移管対応		4/30/15		NJJ11		Ｊ１１		7,970,400		7,970,400		7,970,400		6,851,549		1,118,851		14.04%		85.96%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1500005		個人保険２Ｇ		1		個人保険２Ｇ		5/31/15		NJJ22		Ｊ２２		9,647,971		9,647,971		9,647,971		8,285,139		1,362,832		14.13%		85.87%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1500008		数理統計Ｇ		3		数理統計Ｇ		7/31/15		NJJ22		Ｊ２２		2,467,631		2,467,631		2,467,631		2,113,570		354,061		14.35%		85.65%

		3		ＦＳ事 コト		U106001900		NTTｺﾑｳｪｱ		1500069		Ａ生命様契約管理企画部の委任		3		Ａ生命様契約管理企画部７月の委任（ＮＩＤ）		7/31/15		NJJ12		Ｊ１２		980,000		980,000		980,000		844,292		135,708		13.85%		86.15%

		3		ＦＳ事 コト		U106001900		NTTｺﾑｳｪｱ		1500071		Ａ生命様料金第二部ユーザー対応の委任		1		Ａ生命様料金第二部ユーザー対応５月の委任（ＮＩＤ）		5/31/15		NJJ12		Ｊ１２		1,620,000		1,620,000		1,620,000		1,389,759		230,241		14.21%		85.79%

		3		ＦＳ事 コト		U109000500		生協ｺｰﾌﾟﾈｯﾄ		1500083		コープネット JSK保守		2		コープネット JSK保守 06月		6/20/15		SBSS2		佐原S2		80,000		80,000		80,000		69,197		10,803		13.50%		86.50%

		3		ＦＳ事 コト		U114003300		ﾁｭｰﾘｯﾋ保険会社		1500046		【Zurich】ＤＭシステム対応		0		【Zurich】ＤＭシステム対応(2015年4月）		4/30/15		NJJ21		Ｊ２１		4,286,350		4,286,350		4,286,350		3,688,663		597,687		13.94%		86.06%

		3		ＦＳ事 コト		U114003300		ﾁｭｰﾘｯﾋ保険会社		1500233		【Zurich】ＤＭサポート全般		0		【Zurich】ＤＭサポートシステム対応		4/30/15		NJJ21		Ｊ２１		3,283,600		3,283,600		3,283,600		2,820,000		463,600		14.12%		85.88%

		3		ＦＳ事 コト		U114003300		ﾁｭｰﾘｯﾋ保険会社		1500233		【Zurich】ＤＭサポート全般		4		【Zurich】ＤＭサポートシステム対応（８月）		8/31/15		NJJ21		Ｊ２１		3,675,000		3,675,000		3,675,000		3,170,000		505,000		13.74%		86.26%

		3		ＦＳ事 コト		U115000100		ｴﾑｱｲｶｰﾄﾞ		1500220		エムアイカード開発支援業務		3		エムアイカード開発支援業務（７月）		7/31/15		NJJ12		Ｊ１２		810,164		810,164		810,164		700,247		109,917		13.57%		86.43%

		4		ＮＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500185		ﾎｽﾄ運用ﾁｰﾑ支援		0		ﾎｽﾄ運用ﾁｰﾑ支援		4/30/15		NJN23		Ｎ２３		740,000		740,000		740,000		638,276		101,724		13.75%		86.25%

		4		ＮＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500185		ﾎｽﾄ運用ﾁｰﾑ支援		4		ﾎｽﾄ運用ﾁｰﾑ支援		8/31/15		NJN23		Ｎ２３		740,000		740,000		740,000		638,276		101,724		13.75%		86.25%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500125		H27　ANADAS保守運用		2		H27　ANADAS保守運用		6/30/15		NJNA1		ＮＡ１		9,322,000		9,322,000		9,322,000		7,992,899		1,329,101		14.26%		85.74%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500126		H27 ITサービスマネジメント部基盤運用第３チーム		2		H27　ITサービスマネジメント部基盤運用第３チーム		6/30/15		NJNA1		ＮＡ１		6,005,693		6,005,693		6,005,693		5,193,999		811,694		13.52%		86.48%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500174		H27　ASYNETインフラ運用業務（準委任）		0		H27　ASYNETインフラ運用業務（準委任）		4/30/15		NJNA1		ＮＡ１		790,000		790,000		790,000		680,000		110,000		13.92%		86.08%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500174		H27　ASYNETインフラ運用業務（準委任）		1		H27　ASYNETインフラ運用業務（準委任）		5/31/15		NJNA1		ＮＡ１		790,000		790,000		790,000		680,000		110,000		13.92%		86.08%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500174		H27　ASYNETインフラ運用業務（準委任）		2		H27　ASYNETインフラ運用業務（準委任）		6/30/15		NJNA1		ＮＡ１		790,000		790,000		790,000		683,168		106,832		13.52%		86.48%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500174		H27　ASYNETインフラ運用業務（準委任）		3		H27　ASYNETインフラ運用業務（準委任）		7/31/15		NJNA1		ＮＡ１		802,139		802,139		802,139		692,144		109,995		13.71%		86.29%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500174		H27　ASYNETインフラ運用業務（準委任）		4		H27　ASYNETインフラ運用業務（準委任）		8/31/15		NJNA1		ＮＡ１		801,083		801,083		801,083		691,616		109,467		13.66%		86.34%

		4		ＮＳ事 コト		U095023300		三井ﾎｰﾑ		1500024		設計ｼｽﾃﾑに係わる運用業務支援		0		設計ｼｽﾃﾑに係わる運用業務支援		4/30/15		NJN11		Ｎ１１		6,210,000		6,210,000		6,210,000		5,357,544		852,456		13.73%		86.27%

		4		ＮＳ事 コト		U095023300		三井ﾎｰﾑ		1500024		設計ｼｽﾃﾑに係わる運用業務支援		2		設計ｼｽﾃﾑに係わる運用業務支援		6/30/15		NJN11		Ｎ１１		6,210,000		6,210,000		6,210,000		5,324,739		885,261		14.26%		85.74%

		4		ＮＳ事 コト		U095034309		全労済 本部		1500004		全労済全国組織事業本部　ＳＥ作業		0		ＳＥ作業（２０１５年度）		4/30/15		NJN11		Ｎ１１		1,230,000		1,230,000		1,230,000		1,060,187		169,813		13.81%		86.19%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1500303		全労済システムズ オープン系運用業務		0		全労済システムズ オープン系運用業務		8/4/15		NJN11		Ｎ１１		8,056,000		8,056,000		8,056,000		6,927,119		1,128,881		14.01%		85.99%

		4		ＮＳ事 コト		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1500104		NHKMT インターネット運用業務		1		NHKMT インターネット運用業務		5/31/15		NJN12		Ｎ１２		1,840,000		1,840,000		1,840,000		1,588,518		251,482		13.67%		86.33%

		4		ＮＳ事 コト		U099001600		富士通ｼｽﾃﾑｽﾞ･ｲ		1500020		（富士通S･E H27）ＧＳサポートデスクセンター業務		0		（富士通S･E H26）ＧＳサポートデスクセンター業務		6/30/15		NJN11		Ｎ１１		3,690,000		3,690,000		3,690,000		3,159,046		530,954		14.39%		85.61%

		4		ＮＳ事 コト		U100002400		そんぽ24損保		1500054		（そんぽ-OP H27）電子計算機システム運用業務		0		（そんぽ-OP H27）電子計算機システム運用業務		4/30/15		NJN21		Ｎ２１		5,980,000		5,980,000		5,980,000		5,120,032		859,968		14.38%		85.62%

		4		ＮＳ事 コト		U100002400		そんぽ24損保		1500054		（そんぽ-OP H27）電子計算機システム運用業務		3		（そんぽ-OP H27）電子計算機システム運用業務		7/31/15		NJN21		Ｎ２１		5,980,000		5,980,000		5,980,000		5,114,702		865,298		14.47%		85.53%

		4		ＮＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1500017		オープン系システムの業務課題支援		2		オープン系システムの業務課題支援		6/30/15		NJN11		Ｎ１１		4,630,000		4,630,000		4,630,000		3,993,617		636,383		13.74%		86.26%

		4		ＮＳ事 コト		U104003100		富士通ｴﾌｻｽ		1400646		（富士通ｴﾌｻｽH27派遣/佐藤）ﾌｧｲﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ		0		（富士通ｴﾌｻｽH27.4月派遣/佐藤）ﾌｧｲﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ		4/20/15		NJN11		Ｎ１１		728,095		728,095		728,095		626,804		101,291		13.91%		86.09%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1500058		CTC(SI諸業務)金融ｼｽ1部1･2課		3		CTC(SI諸業務)金融ｼｽ1部2･5課		7/31/15		NJN21		Ｎ２１		2,072,043		2,072,043		2,072,043		1,791,106		280,937		13.56%		86.44%

		4		ＮＳ事 コト		U109000700		出版共同流通		1500100		蓮田センター　運用管理		1		蓮田センター　運用管理		5/31/15		NJN12		Ｎ１２		3,735,000		3,735,000		3,735,000		3,208,823		526,177		14.09%		85.91%

		4		ＮＳ事 コト		U114000100		志賀国際特許		1500057		（志賀国際 H27）ｼｽﾃﾑ運用SE業務委託		2		（志賀国際 H27）ｼｽﾃﾑ運用SE業務委託		6/30/15		NJN21		Ｎ２１		730,000		730,000		730,000		626,400		103,600		14.19%		85.81%

		5		その他 タ		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500086		③【SS】ASY/PC管理(植田)		0		③【SS】ASY/PC管理(植田)		4/30/15		EBCS		ＣＳ課		520,800		520,800		520,800		448,642		72,158		13.86%		86.14%

		5		その他 タ		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500086		③【SS】ASY/PC管理(植田)		1		③【SS】ASY/PC管理(植田)		5/31/15		EBCS		ＣＳ課		446,000		446,000		446,000		384,550		61,450		13.78%		86.22%

		5		その他 タ		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500086		③【SS】ASY/PC管理(植田)		2		③【SS】ASY/PC管理(植田)		6/30/15		EBCS		ＣＳ課		520,800		520,800		520,800		448,642		72,158		13.86%		86.14%

		5		その他 タ		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500086		③【SS】ASY/PC管理(植田)		3		③【SS】ASY/PC管理(植田)		7/31/15		EBCS		ＣＳ課		1,097,681		1,097,681		1,097,681		940,011		157,670		14.36%		85.64%

		5		その他 タ		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500087		③【SS】ASY/PC管理(関)		0		③【SS】ASY/PC管理(関)		4/30/15		EBCS		ＣＳ課		509,950		509,950		509,950		439,295		70,655		13.86%		86.14%

		5		その他 タ		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500087		③【SS】ASY/PC管理(関)		1		③【SS】ASY/PC管理(関)		5/31/15		EBCS		ＣＳ課		446,000		446,000		446,000		384,550		61,450		13.78%		86.22%

		5		その他 タ		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500087		③【SS】ASY/PC管理(関)		2		③【SS】ASY/PC管理(関)		6/30/15		EBCS		ＣＳ課		520,800		520,800		520,800		448,642		72,158		13.86%		86.14%

		5		その他 タ		U113000300		ﾋﾞｰｴｽ･ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ		1500060		②【OS】Ｂ-キャスＳＥサポート業務		2		②【OS】B-ｷｬｽ/SE補助		6/30/15		EBCS		ＣＳ課		505,000		505,000		505,000		432,619		72,381		14.33%		85.67%

		1		ＥＳ事 コト		U095006600		日立国際電気		1500009		ブロードバンド装置設計支援作業		0		ブロードバンド装置設計支援作業		4/30/15		TBS1		東北S1		720,000		720,000		720,000		612,515		107,485		14.93%		85.07%

		1		ＥＳ事 コト		U095006600		日立国際電気		1500009		ブロードバンド装置設計支援作業		1		ブロードバンド装置設計支援作業		5/31/15		TBS1		東北S1		720,000		720,000		720,000		612,515		107,485		14.93%		85.07%

		1		ＥＳ事 コト		U095006600		日立国際電気		1500009		ブロードバンド装置設計支援作業		2		ブロードバンド装置設計支援作業		6/30/15		TBS1		東北S1		432,000		432,000		432,000		367,509		64,491		14.93%		85.07%

		1		ＥＳ事 コト		U095006601		日立国際小金井		1400610		HiKE 全国消防(2015)		3		HiKE 全国消防2014　SE支援作業１１		4/30/15		NJT22		Ｔ２２		500,000		500,000		500,000		424,802		75,198		15.04%		84.96%

		1		ＥＳ事 コト		U095011900		OKIｿﾌﾄｳｪｱ		1400110		基幹系システムクライアント更改		2		基幹系クライアント更改（結合試験工程）		4/30/15		TBS1		東北S1		1,513,700		1,513,700		1,513,700		1,285,771		227,929		15.06%		84.94%

		1		ＥＳ事 コト		U095017100		富士ｾﾞﾛｯｸｽ情報		1500005		新・審査登録業務支援システム開発		8		新・審査登録管理支援システム保守 		9/30/15		TBS1		東北S1		715,500		715,500		715,500		610,601		104,899		14.66%		85.34%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500017		Ｈ２７年度保守業務に関する作業		2		Ｈ２７年度保守業務に関する作業		6/30/15		TBS1		東北S1		285,250		285,250		285,250		241,178		44,072		15.45%		84.55%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500023		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（渡辺隆）		5		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（渡辺隆）		9/30/15		TBS1		東北S1		641,000		641,000		641,000		547,435		93,565		14.60%		85.40%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500027		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（北島悠史）		5		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（北島悠史）		9/30/15		TBS1		東北S1		641,000		641,000		641,000		543,607		97,393		15.19%		84.81%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500081		福祉共済会ｼｽﾃﾑﾒﾝﾃﾅﾝｽ対応		0		福祉共済会ｼｽﾃﾑﾒﾝﾃﾅﾝｽ対応		7/31/15		TBS1		東北S1		27,000		27,000		27,000		22,969		4,031		14.93%		85.07%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500081		福祉共済会ｼｽﾃﾑﾒﾝﾃﾅﾝｽ対応		1		福祉共済会ｼｽﾃﾑﾒﾝﾃﾅﾝｽ対応		8/31/15		TBS1		東北S1		27,000		27,000		27,000		22,969		4,031		14.93%		85.07%

		1		ＥＳ事 コト		U095026000		ｼﾞｮﾝｿﾝｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾞ		1500274		Ｊ：名駅一丁目計画テナントサーバー機能追加発注2		5		Ｊ：3アクション発停 ソフト機能改善		9/15/15		NJT21		Ｔ２１		771,000		771,000		771,000		653,069		117,931		15.30%		84.70%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400624		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀﾌｧｰﾑｳｪｱ開発(長谷川)[2015]		1		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀﾌｧｰﾑｳｪｱ開発(長谷川)[2015] 5月		5/20/15		NJT22		Ｔ２２		722,200		722,200		722,200		614,301		107,899		14.94%		85.06%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400624		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀﾌｧｰﾑｳｪｱ開発(長谷川)[2015]		2		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀﾌｧｰﾑｳｪｱ開発(長谷川)[2015] 6月		6/20/15		NJT22		Ｔ２２		920,000		920,000		920,000		782,550		137,450		14.94%		85.06%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400624		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀﾌｧｰﾑｳｪｱ開発(長谷川)[2015]		3		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀﾌｧｰﾑｳｪｱ開発(長谷川)[2015] 7月		7/20/15		NJT22		Ｔ２２		729,100		729,100		729,100		620,171		108,929		14.94%		85.06%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400624		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀﾌｧｰﾑｳｪｱ開発(長谷川)[2015]		4		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀﾌｧｰﾑｳｪｱ開発(長谷川)[2015] 8月		8/20/15		NJT22		Ｔ２２		885,500		885,500		885,500		753,204		132,296		14.94%		85.06%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400624		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀﾌｧｰﾑｳｪｱ開発(長谷川)[2015]		5		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀﾌｧｰﾑｳｪｱ開発(長谷川)[2015] 9月		9/20/15		NJT22		Ｔ２２		852,150		852,150		852,150		724,837		127,313		14.94%		85.06%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400629		Canon ネットワークカメラ[2015][伏見]		0		Canon ネットワークカメラ[2015][伏見] 4月		4/20/15		NJT22		Ｔ２２		661,500		661,500		661,500		562,375		99,125		14.98%		85.02%

		1		ＥＳ事 コト		U099004200		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸITS		1400635		PASITS ﾄﾖﾀDA 13CY DA／AVN改善ﾓﾃﾞﾙ開発		2		PASITS ﾄﾖﾀDA 13CY DA／AVN改善ﾓﾃﾞﾙ開発 6月		6/19/15		NJT22		Ｔ２２		1,440,000		1,440,000		1,440,000		1,229,375		210,625		14.63%		85.37%

		1		ＥＳ事 コト		U099004200		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸITS		1500217		PASITS T社17CY DA PL派遣		3		PASITS T社17CY DA PL派遣 7月		7/15/15		NJT22		Ｔ２２		3,347,214		3,347,214		3,347,214		2,843,590		503,624		15.05%		84.95%

		1		ＥＳ事 コト		U113000200		日立ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｸ		1500030		技術者派遣業務（三塚　勝彦）		0		技術者派遣業務（三塚　勝彦）		4/30/15		TBS1		東北S1		911,400		911,400		911,400		772,859		138,541		15.20%		84.80%

		1		ＥＳ事 コト		U113000200		日立ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｸ		1500030		技術者派遣業務（三塚　勝彦）		1		技術者派遣業務（三塚　勝彦）		5/31/15		TBS1		東北S1		807,938		807,938		807,938		687,310		120,628		14.93%		85.07%

		1		ＥＳ事 コト		U113000200		日立ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｸ		1500030		技術者派遣業務（三塚　勝彦）		2		技術者派遣業務（三塚　勝彦）		6/30/15		TBS1		東北S1		949,763		949,763		949,763		804,071		145,692		15.34%		84.66%

		1		ＥＳ事 コト		U113000200		日立ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｸ		1500030		技術者派遣業務（三塚　勝彦）		3		技術者派遣業務（三塚　勝彦）		7/31/15		TBS1		東北S1		940,463		940,463		940,463		796,414		144,049		15.32%		84.68%

		1		ＥＳ事 コト		U113000200		日立ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｸ		1500030		技術者派遣業務（三塚　勝彦）		4		技術者派遣業務（三塚　勝彦）		8/31/15		TBS1		東北S1		760,276		760,276		760,276		648,442		111,834		14.71%		85.29%

		1		ＥＳ事 コト		U113000200		日立ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｸ		1500030		技術者派遣業務（三塚　勝彦）		5		技術者派遣業務（三塚　勝彦）		9/30/15		TBS1		東北S1		770,738		770,738		770,738		656,684		114,054		14.80%		85.20%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1400245		森永乳業　原価システム構築		6		森永乳業　原価システム構築 予算ブロック　開発		7/31/15		NJJ31		Ｊ３１		34,000,000		34,000,000		34,000,000		28,835,652		5,164,348		15.19%		84.81%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1400509		森永乳業　工場見学Web申込みシステム構築		1		工場見学Web申込みシステム構築(追加要望対応)		5/31/15		NJJ31		Ｊ３１		255,000		255,000		255,000		217,000		38,000		14.90%		85.10%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500161		森永乳業　統合売上開発支援【SE】		0		森永乳業　統合売上開発支援【SE】(04月)		4/30/15		NJJ31		Ｊ３１		1,650,000		1,650,000		1,650,000		1,396,489		253,511		15.36%		84.64%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500161		森永乳業　統合売上開発支援【SE】		2		森永乳業　統合売上開発支援【SE】(06月)		6/30/15		NJJ31		Ｊ３１		1,650,000		1,650,000		1,650,000		1,394,483		255,517		15.49%		84.51%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500162		森永乳業　会計運用業務支援		4		森永乳業　会計運用業務支援(08月)		8/31/15		NJJ31		Ｊ３１		1,649,774		1,649,774		1,649,774		1,394,081		255,693		15.50%		84.50%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500162		森永乳業　会計運用業務支援		5		森永乳業　会計運用業務支援(09月)		9/30/15		NJJ31		Ｊ３１		1,612,500		1,612,500		1,612,500		1,367,242		245,258		15.21%		84.79%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500166		森永乳業　統合原価計算支援他【SE】		0		森永乳業　統合原価計算支援他【SE】(04月)		4/30/15		NJJ31		Ｊ３１		2,435,600		2,435,600		2,435,600		2,060,797		374,803		15.39%		84.61%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500168		森永乳業　物流生産運用業務支援1		2		森永乳業　物流生産運用業務支援1(06月)		6/30/15		NJJ31		Ｊ３１		5,092,347		5,092,347		5,092,347		4,324,088		768,259		15.09%		84.91%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500249		[NMSE]2015上期CB推		5		[NMSE]2015上期CB推あんしんｱﾌﾟﾘ試験( 9月)		9/30/15		NJT11		Ｔ１１		1,118,500		1,118,500		1,118,500		946,143		172,357		15.41%		84.59%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095011000		ｷﾔﾉﾝｿﾌﾄｳｪｱ		1400254		コンデジ撮影アプリの設計、プログラミング、テスト		4		コンデジ撮影アプリの設計、プログラミング、テスト		4/30/15		SBSS1		佐原S1		670,350		670,350		670,350		572,629		97,721		14.58%		85.42%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095011000		ｷﾔﾉﾝｿﾌﾄｳｪｱ		1400254		コンデジ撮影アプリの設計、プログラミング、テスト		5		コンデジ撮影アプリの設計、プログラミング、テスト		5/31/15		SBSS1		佐原S1		563,750		563,750		563,750		481,569		82,181		14.58%		85.42%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095011000		ｷﾔﾉﾝｿﾌﾄｳｪｱ		1500188		コンデジ撮影アプリの開発		0		コンデジ撮影アプリの開発		6/30/15		SBSS1		佐原S1		704,175		704,175		704,175		601,523		102,652		14.58%		85.42%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095011000		ｷﾔﾉﾝｿﾌﾄｳｪｱ		1500188		コンデジ撮影アプリの開発		1		コンデジ撮影アプリの開発		7/31/15		SBSS1		佐原S1		723,650		723,650		723,650		618,159		105,491		14.58%		85.42%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095011000		ｷﾔﾉﾝｿﾌﾄｳｪｱ		1500188		コンデジ撮影アプリの開発		2		コンデジ撮影アプリの開発		8/31/15		SBSS1		佐原S1		530,950		530,950		530,950		453,550		77,400		14.58%		85.42%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500038		「G83広域機関対応」システム構築		2		「G83広域機関対応」システム構築		8/31/15		TBS2		東北S2		3,300,000		3,300,000		3,300,000		2,801,620		498,380		15.10%		84.90%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500038		「G83広域機関対応」システム構築		3		「G83広域機関対応」システム構築		9/30/15		TBS2		東北S2		2,640,000		2,640,000		2,640,000		2,253,110		386,890		14.65%		85.35%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500042		技術者派遣業務（加茂 義幸）		2		技術者派遣業務（加茂 義幸）		6/30/15		TBS2		東北S2		782,000		782,000		782,000		666,803		115,197		14.73%		85.27%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500046		電力小売自由化対応　システム構築		5		電力小売自由化対応　システム構築		9/30/15		TBS2		東北S2		3,200,000		3,200,000		3,200,000		2,708,369		491,631		15.36%		84.64%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500057		土木保守業務管理システム老朽化対応		2		土木保守業務管理システム老朽化対応		8/31/15		TBS2		東北S2		780,000		780,000		780,000		660,831		119,169		15.28%		84.72%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500059		土木流量報告書作成システム老朽化対応		1		土木流量報告書作成システム老朽化対応		7/31/15		TBS2		東北S2		578,500		578,500		578,500		492,380		86,120		14.89%		85.11%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500070		Ｅ７１保守切れ対応　システム構築		2		Ｅ７１保守切れ対応　システム構築		9/30/15		TBS2		東北S2		660,000		660,000		660,000		561,803		98,197		14.88%		85.12%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500078		「H72サーバ保守切れ対応」情報化企画書		0		「H72サーバ保守切れ対応」情報化企画書		7/31/15		TBS2		東北S2		264,000		264,000		264,000		223,479		40,521		15.35%		84.65%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095031800		東京農業大学		1500339		東京農業大学		0		東京農業大学 エンハンス対応		9/30/15		NJJ31		Ｊ３１		1,369,500		1,369,500		1,369,500		1,159,638		209,862		15.32%		84.68%

		2		ＩＣＴ事 コト		U101003200		ｿﾆｰﾓﾊﾞｲﾙｺﾐｭﾆｹｰ		1500279		SOMC（次世代ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開発）		3		SOMC（次世代ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開発）7/21～8/20		8/20/15		NJT13		Ｔ１３		17,250,000		17,250,000		17,250,000		14,708,883		2,541,117		14.73%		85.27%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1400596		[KC]KA4344 CAMERA_EntryHome		1		[KC]KA43 Camera機能2		7/20/15		NJT11		Ｔ１１		1,930,500		1,930,500		1,930,500		1,636,610		293,890		15.22%		84.78%

		2		ＩＣＴ事 コト		U103000200		ｼｬｰﾌﾟﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾋ		1500022		DTV開発		1		【15上共通】DTV協業機能開発評価		4/20/15		SBSS1		佐原S1		69,700		69,700		69,700		59,539		10,161		14.58%		85.42%

		2		ＩＣＴ事 コト		U103000200		ｼｬｰﾌﾟﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾋ		1500046		DL75/GP11D MTF/UM試験		5		MM5 ソフトウェア設計5月-6月度		6/22/15		SBSS1		佐原S1		66,000		66,000		66,000		56,037		9,963		15.10%		84.90%

		2		ＩＣＴ事 コト		U104002000		ｿﾆｰｺﾝﾋﾟｭｰﾀｴﾝﾀﾃ		1500246		[SCE]PSPFブラウザ開発		1		[SCE]PS4におけるブラウザ開発(6月)		6/25/15		NJT12		Ｔ１２		800,000		800,000		800,000		682,868		117,132		14.64%		85.36%

		2		ＩＣＴ事 コト		U110000100		NTTﾄﾞｺﾓ		1500242		[DCM]次世代CSｻｰﾋﾞｽ関連ｼｽﾃﾑ保守運営業務		0		[DCM]次世代CSｻｰﾋﾞｽ関連ｼｽﾃﾑ保守運営業務(4月)		4/30/15		NJT12		Ｔ１２		2,686,937		2,686,937		2,686,937		2,270,951		415,986		15.48%		84.52%

		2		ＩＣＴ事 コト		U110001200		横河医療		1500053		ビューア開発		6		ビューア開発		9/30/15		TBS2		東北S2		1,485,000		1,485,000		1,485,000		1,257,141		227,859		15.34%		84.66%

		2		ＩＣＴ事 コト		U113001900		ｿﾆｰﾃﾞｼﾞﾀﾙ		1500357		[SDNA]Android/iOSアプリ開発		0		[SDNA]Android/iOSアプリ開発( 7月)		7/20/15		NJT11		Ｔ１１		1,356,335		1,356,335		1,356,335		1,158,249		198,086		14.60%		85.40%

		2		ＩＣＴ事 コト		U113001900		ｿﾆｰﾃﾞｼﾞﾀﾙ		1500357		[SDNA]Android/iOSアプリ開発		3		[SDNA]Android/iOSアプリ開発( 9月)		9/30/15		NJT11		Ｔ１１		287,000		287,000		287,000		242,606		44,394		15.47%		84.53%

		3		ＦＳ事 コト		U095010900		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰS		1500213		FIPS　ＰＭＤＡ）情報提供システムリプレース開発		0		FIPS　ＰＭＤＡ）情報提供システムリプレース開発		7/31/15		SBCS2		千葉S2		750,000		750,000		750,000		638,236		111,764		14.90%		85.10%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1400315		【SJNKS･ＳＣ】共保ボルドロ代理店対応		1		【NKSJS･ＳＣ】共保ボルドロ代理店対応(ITb移行）		5/31/15		NJJ21		Ｊ２１		1,249,875		1,249,875		1,249,875		1,065,737		184,138		14.73%		85.27%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1400605		【SJNKS･個商管（営成保険金）】日常（２０１５年度）		1		【SJNKS･損調】日常業務（2015年5月）		5/31/15		NJJ21		Ｊ２１		2,931,125		2,931,125		2,931,125		2,506,082		425,043		14.50%		85.50%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500047		【SJNKS･支援】戦略保険金（２０１５年度）		0		【SJNKS･支援】戦略保険金（2015年4月）		4/30/15		NJJ21		Ｊ２１		4,606,000		4,606,000		4,606,000		3,910,236		695,764		15.11%		84.89%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500230		【SJNKS･団体】廃止メディア対応（団サ三チーム）		2		【SJNKS･団体】廃止メディア対応（団サ三Ｔ）(7月)		7/31/15		NJJ21		Ｊ２１		1,725,000		1,725,000		1,725,000		1,465,743		259,257		15.03%		84.97%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500230		【SJNKS･団体】廃止メディア対応（団サ三チーム）		4		【SJNKS･団体】廃止メディア対応（団サ三Ｔ）(9月)		9/30/15		NJJ21		Ｊ２１		1,725,000		1,725,000		1,725,000		1,473,034		251,966		14.61%		85.39%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500377		【SJNKS･支援】第三本部・直轄(2015年度）		0		【SJNKS･支援】第三本部・直轄(2015年08月）		8/31/15		NJJ21		Ｊ２１		980,000		980,000		980,000		831,796		148,204		15.12%		84.88%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500377		【SJNKS･支援】第三本部・直轄(2015年度）		1		【SJNKS･支援】第三本部・直轄(2015年09月）		9/30/15		NJJ21		Ｊ２１		980,000		980,000		980,000		830,719		149,281		15.23%		84.77%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1500072		C-ITS WrapFlow		1		C-ITS WrapFlow 05月		5/29/15		SBSS2		佐原S2		8,627,000		8,627,000		8,627,000		7,318,302		1,308,698		15.17%		84.83%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1500077		C-ITS 電力		4		C-ITS 電力 08月		8/31/15		SBSS2		佐原S2		2,129,950		2,129,950		2,129,950		1,811,551		318,399		14.95%		85.05%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1500077		C-ITS 電力		5		C-ITS 電力 09月		9/30/15		SBSS2		佐原S2		1,976,500		1,976,500		1,976,500		1,686,990		289,510		14.65%		85.35%

		3		ＦＳ事 コト		U095031800		東京農業大学		1500074		大学システム保守		0		大学システム保守（４月）		4/30/15		NJJ12		Ｊ１２		1,560,000		1,560,000		1,560,000		1,325,330		234,670		15.04%		84.96%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1500005		個人保険２Ｇ		4		個人保険２Ｇ		8/31/15		NJJ22		Ｊ２２		9,732,959		9,732,959		9,732,959		8,273,109		1,459,850		15.00%		85.00%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1500005		個人保険２Ｇ		5		個人保険２Ｇ		9/30/15		NJJ22		Ｊ２２		9,492,529		9,492,529		9,492,529		8,049,012		1,443,517		15.21%		84.79%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1500008		数理統計Ｇ		2		数理統計Ｇ		6/30/15		NJJ22		Ｊ２２		2,457,639		2,457,639		2,457,639		2,089,379		368,260		14.98%		85.02%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1500009		団体保険Ｇ		0		団体保険Ｇ		4/30/15		NJJ22		Ｊ２２		4,663,889		4,663,889		4,663,889		3,950,368		713,521		15.30%		84.70%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1500009		団体保険Ｇ		3		団体保険Ｇ		7/31/15		NJJ22		Ｊ２２		4,635,192		4,635,192		4,635,192		3,941,638		693,554		14.96%		85.04%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1500009		団体保険Ｇ		4		団体保険Ｇ		8/31/15		NJJ22		Ｊ２２		4,496,430		4,496,430		4,496,430		3,821,307		675,123		15.01%		84.99%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1500010		営業管理Ｇ		0		営業管理Ｇ		4/30/15		NJJ22		Ｊ２２		7,568,849		7,568,849		7,568,849		6,420,333		1,148,516		15.17%		84.83%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1500010		営業管理Ｇ		2		営業管理Ｇ		6/30/15		NJJ22		Ｊ２２		7,635,468		7,635,468		7,635,468		6,520,069		1,115,399		14.61%		85.39%

		3		ＦＳ事 コト		U106000200		KDDI		1500192		ＫＤＤＩ（一括請負案件）		0		ｱﾄﾞﾊﾞｰｻﾞｰ向けﾀﾌﾞﾚｯﾄ用ｱﾌﾟﾘ開発（追加開発）		4/30/15		NJJ32		Ｊ３２		646,000		646,000		646,000		546,823		99,177		15.35%		84.65%

		3		ＦＳ事 コト		U106001900		NTTｺﾑｳｪｱ		1500072		Ａ生命様契約保全部ユーザー対応業務の委任		0		Ａ生命様保全部ユーザー対応業務４月の委任（ＮＩＤ）		4/30/15		NJJ12		Ｊ１２		2,990,000		2,990,000		2,990,000		2,534,431		455,569		15.24%		84.76%

		3		ＦＳ事 コト		U106001900		NTTｺﾑｳｪｱ		1500072		Ａ生命様契約保全部ユーザー対応業務の委任		2		Ａ生命様保全部ユーザー対応業務６月の委任（ＮＩＤ）		6/30/15		NJJ12		Ｊ１２		2,210,000		2,210,000		2,210,000		1,875,538		334,462		15.13%		84.87%

		3		ＦＳ事 コト		U106001900		NTTｺﾑｳｪｱ		1500073		Ａ生命様契約部ユーザー対応業務の委任		5		Ａ生命様契約部ユーザー対応業務９月の委任（ＮＩＤ）		9/30/15		NJJ12		Ｊ１２		1,610,000		1,610,000		1,610,000		1,371,662		238,338		14.80%		85.20%

		3		ＦＳ事 コト		U115000100		ｴﾑｱｲｶｰﾄﾞ		1500220		エムアイカード開発支援業務		4		エムアイカード開発支援業務（８月）		8/31/15		NJJ12		Ｊ１２		2,341,328		2,341,328		2,341,328		1,992,704		348,624		14.89%		85.11%

		3		ＦＳ事 コト		U115000100		ｴﾑｱｲｶｰﾄﾞ		1500220		エムアイカード開発支援業務		5		エムアイカード開発支援業務（９月）		9/30/15		NJJ12		Ｊ１２		2,288,088		2,288,088		2,288,088		1,945,553		342,535		14.97%		85.03%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500126		H27 ITサービスマネジメント部基盤運用第３チーム		4		H27　ITサービスマネジメント部基盤運用第３チーム		8/31/15		NJNA1		ＮＡ１		4,326,093		4,326,093		4,326,093		3,684,712		641,381		14.83%		85.17%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500142		H27 運用支援システムに関する開発／保守運用支援		0		H27 運用支援システムに関する開発／保守運用支援		6/30/15		NJNA2		ＮＡ２		4,740,000		4,740,000		4,740,000		4,048,205		691,795		14.59%		85.41%

		4		ＮＳ事 コト		U095020900		みずほ情報総研		1500028		回線事業展開支援		3		回線事業展開作業に関わる付帯業務２０１３年		7/31/15		NJN22		Ｎ２２		1,400,000		1,400,000		1,400,000		1,196,541		203,459		14.53%		85.47%

		4		ＮＳ事 コト		U095023200		石油資源開発		1500107		石油資源開発 情報システム部システム運用支援業務		0		石油資源開発 情報システム部システム運用支援業務		4/30/15		NJN12		Ｎ１２		3,250,000		3,250,000		3,250,000		2,769,865		480,135		14.77%		85.23%

		4		ＮＳ事 コト		U095023200		石油資源開発		1500107		石油資源開発 情報システム部システム運用支援業務		4		石油資源開発 情報システム部システム運用支援業務		8/31/15		NJN12		Ｎ１２		3,271,935		3,271,935		3,271,935		2,780,286		491,649		15.03%		84.97%

		4		ＮＳ事 コト		U095023300		三井ﾎｰﾑ		1500023		情報システムグループ サポート業務		2		情報システムグループ サポート業務		6/30/15		NJN11		Ｎ１１		1,700,000		1,700,000		1,700,000		1,450,442		249,558		14.68%		85.32%

		4		ＮＳ事 コト		U095033600		日本私学振共団		1500111		（私学H27）電子計算機運用管理業務委託		2		（私学H27）電子計算機運用管理業務委託		6/30/15		NJN12		Ｎ１２		3,300,000		3,300,000		3,300,000		2,812,136		487,864		14.78%		85.22%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1400342		全労済システムズ オープン系運用業務		10		全労済システムズ オープン系運用業務		5/7/15		NJN11		Ｎ１１		8,056,000		8,056,000		8,056,000		6,814,642		1,241,358		15.41%		84.59%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1400342		全労済システムズ オープン系運用業務		12		全労済システムズ オープン系運用業務		7/2/15		NJN11		Ｎ１１		8,056,000		8,056,000		8,056,000		6,808,730		1,247,270		15.48%		84.52%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1500157		IBM)ＮＫひばり移転プロジェクト支援		1		IBM)ＮＫひばり移転プロジェクト支援		6/4/15		NJN23		Ｎ２３		1,635,000		1,635,000		1,635,000		1,384,062		250,938		15.35%		84.65%

		4		ＮＳ事 コト		U097001400		富士通(品川)		1400645		（富士通H27派遣/白川）GSｻﾎﾟｰﾄ作業		0		（富士通H27派遣/白川）GSｻﾎﾟｰﾄ作業		4/20/15		NJN11		Ｎ１１		727,182		727,182		727,182		616,022		111,160		15.29%		84.71%

		4		ＮＳ事 コト		U100002400		そんぽ24損保		1500054		（そんぽ-OP H27）電子計算機システム運用業務		1		（そんぽ-OP H27）電子計算機システム運用業務		5/31/15		NJN21		Ｎ２１		5,980,000		5,980,000		5,980,000		5,110,978		869,022		14.53%		85.47%

		4		ＮＳ事 コト		U100002400		そんぽ24損保		1500054		（そんぽ-OP H27）電子計算機システム運用業務		4		（そんぽ-OP H27）電子計算機システム運用業務		8/31/15		NJN21		Ｎ２１		5,980,000		5,980,000		5,980,000		5,110,978		869,022		14.53%		85.47%

		4		ＮＳ事 コト		U100002400		そんぽ24損保		1500055		（そんぽ-基盤 H27）電子計算機システム運用管理業務		1		（そんぽ-基盤 H27）電子計算機システム運用管理業務		5/31/15		NJN21		Ｎ２１		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,109,666		190,334		14.64%		85.36%

		4		ＮＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1500017		オープン系システムの業務課題支援		0		オープン系システムの業務課題支援		4/30/15		NJN11		Ｎ１１		4,620,000		4,620,000		4,620,000		3,937,095		682,905		14.78%		85.22%

		4		ＮＳ事 コト		U105002900		三菱総研DCS		1500110		三菱総研DCS MUMSSｼｽﾃﾑ基盤構築・維持管理業務		5		三菱総研DCS MUMSSｼｽﾃﾑ基盤構築・維持管理業務		9/30/15		NJN12		Ｎ１２		2,995,725		2,995,725		2,995,725		2,553,018		442,707		14.78%		85.22%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1500058		CTC(SI諸業務)金融ｼｽ1部1･2課		2		CTC(SI諸業務)金融ｼｽ1部2･5課		6/30/15		NJN21		Ｎ２１		2,173,712		2,173,712		2,173,712		1,854,409		319,303		14.69%		85.31%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1500059		CTC(SI諸業務)金融ｼｽ1部3課		0		CTC(SI諸業務)金融ｼｽ1部3課		4/30/15		NJN21		Ｎ２１		3,894,244		3,894,244		3,894,244		3,320,023		574,221		14.75%		85.25%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1500059		CTC(SI諸業務)金融ｼｽ1部3課		1		CTC(SI諸業務)金融ｼｽ1部3課		5/31/15		NJN21		Ｎ２１		4,826,383		4,826,383		4,826,383		4,115,035		711,348		14.74%		85.26%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1500062		CTC(MHCBﾒｰﾙ監査ｼｽﾃﾑ保守）		4		CTC(MHCBﾒｰﾙ監査ｼｽﾃﾑ保守）		8/31/15		NJN21		Ｎ２１		2,180,000		2,180,000		2,180,000		1,849,927		330,073		15.14%		84.86%

		4		ＮＳ事 コト		U114000100		志賀国際特許		1500056		（志賀国際 H27）ﾂｰﾙ開発業務委託		0		（志賀国際 H27）ﾂｰﾙ開発業務委託		4/30/15		NJN21		Ｎ２１		730,000		730,000		730,000		620,000		110,000		15.07%		84.93%

		4		ＮＳ事 コト		U114000100		志賀国際特許		1500056		（志賀国際 H27）ﾂｰﾙ開発業務委託		1		（志賀国際 H27）ﾂｰﾙ開発業務委託		5/31/15		NJN21		Ｎ２１		730,000		730,000		730,000		620,000		110,000		15.07%		84.93%

		4		ＮＳ事 コト		U114000100		志賀国際特許		1500056		（志賀国際 H27）ﾂｰﾙ開発業務委託		2		（志賀国際 H27）ﾂｰﾙ開発業務委託		6/30/15		NJN21		Ｎ２１		730,000		730,000		730,000		620,000		110,000		15.07%		84.93%

		4		ＮＳ事 コト		U114000100		志賀国際特許		1500056		（志賀国際 H27）ﾂｰﾙ開発業務委託		3		（志賀国際 H27）ﾂｰﾙ開発業務委託		7/31/15		NJN21		Ｎ２１		730,000		730,000		730,000		620,000		110,000		15.07%		84.93%

		4		ＮＳ事 コト		U114000100		志賀国際特許		1500056		（志賀国際 H27）ﾂｰﾙ開発業務委託		4		（志賀国際 H27）ﾂｰﾙ開発業務委託		8/31/15		NJN21		Ｎ２１		730,000		730,000		730,000		620,000		110,000		15.07%		84.93%

		4		ＮＳ事 コト		U114000100		志賀国際特許		1500056		（志賀国際 H27）ﾂｰﾙ開発業務委託		5		（志賀国際 H27）ﾂｰﾙ開発業務委託		9/30/15		NJN21		Ｎ２１		655,800		655,800		655,800		558,400		97,400		14.85%		85.15%

		4		ＮＳ事 コト		U114000100		志賀国際特許		1500226		（志賀国際 H27）ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ業務委託		0		（志賀国際 H27）ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ業務委託		4/30/15		NJN21		Ｎ２１		341,000		341,000		341,000		291,000		50,000		14.66%		85.34%

		4		ＮＳ事 コト		U114000100		志賀国際特許		1500226		（志賀国際 H27）ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ業務委託		1		（志賀国際 H27）ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ業務委託		5/31/15		NJN21		Ｎ２１		550,000		550,000		550,000		470,000		80,000		14.55%		85.45%

		5		その他 タ		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500062		③【OS】ASY/羽田（一般事務）		5		③【OS】ANA/一般事務（羽田）		9/30/15		EBCS		ＣＳ課		450,000		450,000		450,000		383,215		66,785		14.84%		85.16%

		5		その他 タ		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500087		③【SS】ASY/PC管理(関)		4		③【SS】ASY/PC管理(関、植田)		8/31/15		EBCS		ＣＳ課		1,029,480		1,029,480		1,029,480		875,919		153,561		14.92%		85.08%

		5		その他 タ		U097001800		ｼｰｴｰｼｰﾅﾚｯｼﾞ		1500032		②【OS】ＣＡＣ（ヘルプデスク）		1		②【OS】CAC/ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ業務		5/31/15		EBCS		ＣＳ課		1,408,900		1,408,900		1,408,900		1,195,156		213,744		15.17%		84.83%

		5		その他 タ		U097001800		ｼｰｴｰｼｰﾅﾚｯｼﾞ		1500032		②【OS】ＣＡＣ（ヘルプデスク）		2		②【OS】CAC/ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ業務		6/30/15		EBCS		ＣＳ課		1,713,237		1,713,237		1,713,237		1,450,027		263,210		15.36%		84.64%

		5		その他 タ		U097001800		ｼｰｴｰｼｰﾅﾚｯｼﾞ		1500032		②【OS】ＣＡＣ（ヘルプデスク）		4		②【OS】CAC/ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ業務		8/31/15		EBCS		ＣＳ課		1,381,625		1,381,625		1,381,625		1,175,488		206,137		14.92%		85.08%

		5		その他 タ		U115001000		母畑地区土地		1500180		賦課金カスタマイズ　母畑地区土地改良区		1		賦課金カスタマイズ　母畑地区土地改良区		6/19/15		SB01G		ISPR原		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,103,982		196,018		15.08%		84.92%

		1		ＥＳ事 コト		U095006500		横河電機		1400540		Ｙ：CENTUM VP R6.02 開発(AD Server：新規I／F設計)		4		Ｙ：ADSuite R1.02 ADServer TI／TL実施		8/21/15		NJT21		Ｔ２１		3,600,000		3,600,000		3,600,000		3,040,634		559,366		15.54%		84.46%

		1		ＥＳ事 コト		U095006601		日立国際小金井		1400610		HiKE 全国消防(2015)		1		HiKE 全国消防2014　名古屋向けBU対応SCT/SMT改造作業		4/30/15		NJT22		Ｔ２２		1,280,000		1,280,000		1,280,000		1,075,638		204,362		15.97%		84.03%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500021		再ｴﾈ関連事業の統合に伴うｼｪｱｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ導入		0		再ｴﾈ関連事業の統合に伴うｼｪｱｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ導入		5/31/15		TBS1		東北S1		3,000,000		3,000,000		3,000,000		2,506,012		493,988		16.47%		83.53%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500023		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（渡辺隆）		4		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（渡辺隆）		8/31/15		TBS1		東北S1		636,340		636,340		636,340		534,037		102,303		16.08%		83.92%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500026		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（工藤雄介）		4		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（工藤雄介）		8/31/15		TBS1		東北S1		609,000		609,000		609,000		509,153		99,847		16.40%		83.60%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500029		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（加藤祐衣）		4		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（加藤祐衣）		8/31/15		TBS1		東北S1		607,670		607,670		607,670		509,153		98,517		16.21%		83.79%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500029		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（加藤祐衣）		5		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（加藤祐衣）		9/30/15		TBS1		東北S1		638,340		638,340		638,340		533,080		105,260		16.49%		83.51%

		1		ＥＳ事 コト		U095026300		ﾌｸﾀﾞ電子		1400345		ＭＥ：DS8900機能追加67期		2		ＭＥ：DS-8900 フランス語対応の開発作業		4/17/15		NJT21		Ｔ２１		2,990,000		2,990,000		2,990,000		2,509,778		480,222		16.06%		83.94%

		1		ＥＳ事 コト		U095026300		ﾌｸﾀﾞ電子		1500173		ＭＥ：DS-8700 69期対応		0		ＭＥ：DS-8700 69期フェーズ1対応作業		9/30/15		NJT21		Ｔ２１		11,550,000		11,550,000		11,550,000		9,667,328		1,882,672		16.30%		83.70%

		1		ＥＳ事 コト		U095026300		ﾌｸﾀﾞ電子		1500206		ＭＩＲ：京都市立病院　MyExport移行作業		2		ＭＩＲ：SedLine機器ドライバ改修		7/6/15		NJT21		Ｔ２１		320,000		320,000		320,000		268,850		51,150		15.98%		84.02%

		1		ＥＳ事 コト		U095045000		ｳｪｻﾞｰﾆｭｰｽﾞ		1500024		WNI　SIGNシステム開発支援		1		WNI　SIGN暖候期(Phase2)対応		8/28/15		SBCS1		千葉S1		1,253,750		1,253,750		1,253,750		1,050,000		203,750		16.25%		83.75%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400349		複合機セキュリティソフト開発[2014]		3		Canon セキュリティソフト開発フェーズ18-2		6/19/15		NJT22		Ｔ２２		15,799,000		15,799,000		15,799,000		13,333,600		2,465,400		15.60%		84.40%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500001		医療機器開発ソフトウェア開発業務（木村俊之）		3		医療機器開発ソフトウェア開発業務（木村俊之）		8/20/15		TBS1		東北S1		574,800		574,800		574,800		480,082		94,718		16.48%		83.52%

		1		ＥＳ事 コト		U099004200		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸITS		1400635		PASITS ﾄﾖﾀDA 13CY DA／AVN改善ﾓﾃﾞﾙ開発		0		PASITS ﾄﾖﾀDA 13CY DA／AVN改善ﾓﾃﾞﾙ開発 4月		4/20/15		NJT22		Ｔ２２		3,188,000		3,188,000		3,188,000		2,662,177		525,823		16.49%		83.51%

		1		ＥＳ事 コト		U099004200		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸITS		1400637		PASITS 地図開発/検証[2015]		1		PASITS 2015年市販地図開発 2Q-1		9/18/15		NJT22		Ｔ２２		1,600,000		1,600,000		1,600,000		1,338,328		261,672		16.35%		83.65%

		1		ＥＳ事 コト		U104001000		ﾄﾖﾀﾃｸﾆｶﾙﾃﾞﾍﾞﾛｯ		1400588		HV統合ECU(TTDC)		1		HV統合ECU(2015.04)		4/23/15		NJT23		Ｔ２３		2,941,000		2,941,000		2,941,000		2,477,297		463,703		15.77%		84.23%

		1		ＥＳ事 コト		U107003600		ｸﾞﾛｰﾘｰ		1300687		グローリー：釣銭機 [2014]		13		グローリー：釣銭機 [2014]（03/16-03/31）		4/17/15		NJT21		Ｔ２１		467,500		467,500		467,500		393,077		74,423		15.92%		84.08%

		1		ＥＳ事 コト		U109000900		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑﾈｯﾄ		1400557		P：ＫＦＣ　ＳＢギフト対応		1		P：ＫＦＣ ＳＢギフト対応（設計、テスト計画）		6/23/15		NJT21		Ｔ２１		12,904,000		12,904,000		12,904,000		10,854,644		2,049,356		15.88%		84.12%

		1		ＥＳ事 コト		U113000200		日立ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｸ		1500031		技術者派遣業務（青木 晃）		2		技術者派遣業務（青木 晃）		6/30/15		TBS1		東北S1		1,035,101		1,035,101		1,035,101		864,652		170,449		16.47%		83.53%

		1		ＥＳ事 コト		U113000200		日立ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｸ		1500031		技術者派遣業務（青木 晃）		3		技術者派遣業務（青木 晃）		7/31/15		TBS1		東北S1		959,820		959,820		959,820		803,401		156,419		16.30%		83.70%

		1		ＥＳ事 コト		U113000200		日立ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｸ		1500031		技術者派遣業務（青木 晃）		4		技術者派遣業務（青木 晃）		8/31/15		TBS1		東北S1		823,375		823,375		823,375		692,753		130,622		15.86%		84.14%

		1		ＥＳ事 コト		U114003800		ﾄﾖﾀ自動車		1400581		MBD開発プロセス整備[2015]		1		MBD整備[2015.04]		4/28/15		NJT23		Ｔ２３		2,430,000		2,430,000		2,430,000		2,045,068		384,932		15.84%		84.16%

		1		ＥＳ事 コト		U114003800		ﾄﾖﾀ自動車		1400583		先安・構造分析		1		先安構造分析[2015.06-08]		9/2/15		NJT23		Ｔ２３		11,280,000		11,280,000		11,280,000		9,529,263		1,750,737		15.52%		84.48%

		1		ＥＳ事 コト		U114003800		ﾄﾖﾀ自動車		1400584		次世代ﾂﾅｶﾞﾙ[2015]		1		次世代ﾂﾅｶﾞﾙ[2015.06-08]		9/7/15		NJT23		Ｔ２３		17,700,000		17,700,000		17,700,000		14,906,508		2,793,492		15.78%		84.22%

		1		ＥＳ事 コト		U114003800		ﾄﾖﾀ自動車		1500241		FCソフト[2015]		0		FCソフト[2015.05-07]		7/31/15		NJT23		Ｔ２３		16,012,500		16,012,500		16,012,500		13,397,527		2,614,973		16.33%		83.67%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500160		森永乳業　一般開発業務支援【開発】		5		森永乳業　一般開発業務支援【開発】(09月)		9/30/15		NJJ31		Ｊ３１		4,180,000		4,180,000		4,180,000		3,518,947		661,053		15.81%		84.19%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500167		森永乳業　量販受注・量販請求業務支援他		5		森永乳業　量販受注・量販請求業務支援他(09月)		9/30/15		NJJ31		Ｊ３１		1,456,600		1,456,600		1,456,600		1,223,931		232,669		15.97%		84.03%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500168		森永乳業　物流生産運用業務支援1		0		森永乳業　物流生産運用業務支援1(04月)		4/30/15		NJJ31		Ｊ３１		5,304,250		5,304,250		5,304,250		4,461,963		842,287		15.88%		84.12%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500169		森永乳業　物流生産運用業務支援2		4		森永乳業　物流生産運用業務支援2(08月)		8/31/15		NJJ31		Ｊ３１		2,303,735		2,303,735		2,303,735		1,946,257		357,478		15.52%		84.48%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500169		森永乳業　物流生産運用業務支援2		5		森永乳業　物流生産運用業務支援2(09月)		9/30/15		NJJ31		Ｊ３１		2,320,861		2,320,861		2,320,861		1,942,244		378,617		16.31%		83.69%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500170		森永乳業　統合受払システム構築支援		3		森永乳業　統合受払システム構築支援(07月)		7/31/15		NJJ31		Ｊ３１		1,691,400		1,691,400		1,691,400		1,420,567		270,833		16.01%		83.99%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500209		[NMSE]2015年度上期eNB開発		0		[NMSE]2015年度上期eNB開発		6/30/15		NJT11		Ｔ１１		4,110,000		4,110,000		4,110,000		3,466,335		643,665		15.66%		84.34%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500249		[NMSE]2015上期CB推		0		[NMSE]2015上期CB推あんしんｱﾌﾟﾘ試験( 4月)		4/30/15		NJT11		Ｔ１１		1,333,000		1,333,000		1,333,000		1,114,290		218,710		16.41%		83.59%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500250		[NMSE]2015年度上期 位置情報試験		4		[NMSE]2015年度上期 位置情報試験( 8月)		8/31/15		NJT11		Ｔ１１		743,500		743,500		743,500		622,576		120,924		16.26%		83.74%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1400363		[NMSE]HD-BDE基地局開発(準委任)		11		[NMSE]HD-BDE開発・LTEソフト開発推進支援開発(4月)		4/20/15		NJT12		Ｔ１２		4,172,220		4,172,220		4,172,220		3,504,420		667,800		16.01%		83.99%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1400434		[NMSE]LTE Verup保守		6		[NMSE]LTE Verup保守(6月)		6/20/15		NJT12		Ｔ１２		947,700		947,700		947,700		798,359		149,341		15.76%		84.24%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1400434		[NMSE]LTE Verup保守		7		[NMSE]LTE Verup保守 2015年度 ※15B(5月)		5/20/15		NJT12		Ｔ１２		570,960		570,960		570,960		480,299		90,661		15.88%		84.12%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095011000		ｷﾔﾉﾝｿﾌﾄｳｪｱ		1500189		コンデジMenuアプリの開発		0		コンデジMenuアプリの開発		6/30/15		SBSS1		佐原S1		1,356,775		1,356,775		1,356,775		1,138,963		217,812		16.05%		83.95%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1400125		Ｌ２１保守切れ対応　システム構築		1		Ｌ２１保守切れ対応　システム構築		4/30/15		TBS2		東北S2		214,500		214,500		214,500		180,782		33,718		15.72%		84.28%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500037		燃料（新仙台３号）　システム構築		2		燃料（新仙台３号）　システム構築		6/30/15		TBS2		東北S2		990,000		990,000		990,000		834,338		155,662		15.72%		84.28%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500041		設備開発課　維持管理		5		設備開発課　維持管理		9/30/15		TBS2		東北S2		554,400		554,400		554,400		465,127		89,273		16.10%		83.90%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500044		技術者派遣業務（村形 裕一）		5		技術者派遣業務（村形 裕一）		9/30/15		TBS2		東北S2		641,000		641,000		641,000		541,436		99,564		15.53%		84.47%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500045		スマートメーター導入対応（第１段）　システム構築		4		スマートメーター導入対応（第１段）　システム構築		8/31/15		TBS2		東北S2		1,920,000		1,920,000		1,920,000		1,615,698		304,302		15.85%		84.15%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500048		「新メニュー導入対応」システム構築		2		「新メニュー導入対応」システム構築		6/30/15		TBS2		東北S2		640,000		640,000		640,000		537,803		102,197		15.97%		84.03%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500057		土木保守業務管理システム老朽化対応		1		土木保守業務管理システム老朽化対応		7/31/15		TBS2		東北S2		780,000		780,000		780,000		658,106		121,894		15.63%		84.37%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500058		水力発電所導水路診断システム老朽化対応		1		水力発電所導水路診断システム老朽化対応		7/31/15		TBS2		東北S2		591,500		591,500		591,500		496,922		94,578		15.99%		84.01%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500103		事務開発課　維持管理		0		事務開発課　維持管理		9/30/15		TBS2		東北S2		341,250		341,250		341,250		285,253		55,997		16.41%		83.59%

		2		ＩＣＴ事 コト		U096005700		ｿﾆｰ		1500178		SONY（NFC）		4		[SONY]NFCﾌｧｰﾑｳｪｱ/ﾄﾞﾗｲﾊﾞ開発業務		9/30/15		NJT13		Ｔ１３		5,100,000		5,100,000		5,100,000		4,260,000		840,000		16.47%		83.53%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1400596		[KC]KA4344 CAMERA_EntryHome		2		[KC]KA44 CAMERA開発1		4/20/15		NJT11		Ｔ１１		1,111,500		1,111,500		1,111,500		936,648		174,852		15.73%		84.27%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1400596		[KC]KA4344 CAMERA_EntryHome		3		[KC]KA44 CAMERA開発2		7/20/15		NJT11		Ｔ１１		2,983,500		2,983,500		2,983,500		2,511,091		472,409		15.83%		84.17%

		2		ＩＣＴ事 コト		U110000100		NTTﾄﾞｺﾓ		1500285		ドコモ　リモートモニタリングサービス対応		0		リモートモニタリングサービス対応(大口・周期対応)		6/26/15		NJJ31		Ｊ３１		775,000		775,000		775,000		652,500		122,500		15.81%		84.19%

		2		ＩＣＴ事 コト		U110000100		NTTﾄﾞｺﾓ		1500277		[DCM]次世代CSシステム開発		0		[DCM]次世代CSシステム開発 通信費削減対応		7/31/15		NJT12		Ｔ１２		4,400,000		4,400,000		4,400,000		3,680,153		719,847		16.36%		83.64%

		2		ＩＣＴ事 コト		U110001200		横河医療		1500053		ビューア開発		2		ビューア開発		6/30/15		TBS2		東北S2		772,000		772,000		772,000		645,000		127,000		16.45%		83.55%

		2		ＩＣＴ事 コト		U112000900		ｱｲ･ｴﾑ･ｼﾞｪｲ		1400578		[IMJ]TSUTAYA		0		[IMJ]TSUTAYA Android 5.0対応		4/30/15		NJT11		Ｔ１１		1,890,000		1,890,000		1,890,000		1,582,924		307,076		16.25%		83.75%

		3		ＦＳ事 コト		U095010700		ちばぎんｺﾝﾋﾟｭｰ		1500011		CCS　介護保険（特別区）　ソフトウェア開発		4		CCS　介護保険（特別区）　ソフトウェア開発		8/31/15		SBCS2		千葉S2		817,657		817,657		817,657		684,706		132,951		16.26%		83.74%

		3		ＦＳ事 コト		U095010900		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰS		1500019		FIPS　競輪情報提供システム開発		0		FIPS　競輪情報提供システム開発		6/30/15		SBCS2		千葉S2		15,570,000		15,570,000		15,570,000		13,081,442		2,488,558		15.98%		84.02%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1400523		【SJNKS･団体】戦略団体(中期)データ計上・精算不突合		3		【SJNKS・団体】戦略団体(中期)営業店ﾂｰﾙ仕様追加		9/30/15		NJJ21		Ｊ２１		15,279,000		15,279,000		15,279,000		12,841,578		2,437,422		15.95%		84.05%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1400609		【SJNKS･ﾏﾘﾝ 】日常業務（２０１５年度）		0		【SJNKS･マリン】日常業務（2015年4月）		4/30/15		NJJ21		Ｊ２１		259,875		259,875		259,875		217,391		42,484		16.35%		83.65%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500228		【SJNKS･月例】日常業務（２０１５年度）		3		【SJNKS･月例】日常業務（2015年07月）		7/31/15		NJJ21		Ｊ２１		107,250		107,250		107,250		89,613		17,637		16.44%		83.56%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500230		【SJNKS･団体】廃止メディア対応（団サ三チーム）		1		【SJNKS･団体】廃止メディア対応（団サ三Ｔ）(6月)		6/30/15		NJJ21		Ｊ２１		1,725,000		1,725,000		1,725,000		1,441,115		283,885		16.46%		83.54%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1500070		C-ITS PX		5		C-ITS PX 09月		9/30/15		SBSS2		佐原S2		2,127,940		2,127,940		2,127,940		1,782,652		345,288		16.23%		83.77%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1500072		C-ITS WrapFlow		4		C-ITS WrapFlow 08月		8/31/15		SBSS2		佐原S2		8,705,000		8,705,000		8,705,000		7,297,173		1,407,827		16.17%		83.83%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1500072		C-ITS WrapFlow		5		C-ITS WrapFlow 09月		9/30/15		SBSS2		佐原S2		7,955,000		7,955,000		7,955,000		6,656,588		1,298,412		16.32%		83.68%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1500073		C-ITS 発注システム開発		0		C-ITS 発注システム開発 04月		4/28/15		SBSS2		佐原S2		3,465,000		3,465,000		3,465,000		2,900,283		564,717		16.30%		83.70%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1500077		C-ITS 電力		1		C-ITS 電力 05月		5/31/15		SBSS2		佐原S2		1,828,100		1,828,100		1,828,100		1,540,929		287,171		15.71%		84.29%

		3		ＦＳ事 コト		U095017100		富士ｾﾞﾛｯｸｽ情報		1500190		ＦＸＩＳ（保守・ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ支援）		0		FFL様向けｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ＆倉庫系ｼｽﾃﾑ保守支援業務(04月度)		4/30/15		NJJ32		Ｊ３２		2,920,244		2,920,244		2,920,244		2,447,899		472,345		16.17%		83.83%

		3		ＦＳ事 コト		U095017100		富士ｾﾞﾛｯｸｽ情報		1500190		ＦＸＩＳ（保守・ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ支援）		2		FFL様向けｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ＆倉庫系ｼｽﾃﾑ保守支援業務(06月度)		6/30/15		NJJ32		Ｊ３２		2,845,575		2,845,575		2,845,575		2,403,286		442,289		15.54%		84.46%

		3		ＦＳ事 コト		U095017100		富士ｾﾞﾛｯｸｽ情報		1500190		ＦＸＩＳ（保守・ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ支援）		4		FFL様向けｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ＆倉庫系ｼｽﾃﾑ保守支援業務(08月度)		8/31/15		NJJ32		Ｊ３２		2,802,500		2,802,500		2,802,500		2,359,225		443,275		15.82%		84.18%

		3		ＦＳ事 コト		U095020900		みずほ情報総研		1500187		みずほ情報総研（ｵﾘｺ向け受付与信ｼｽﾃﾑ）		2		ｵﾘｺ向け受付与信ｼｽﾃﾑ（06月度）		6/30/15		NJJ32		Ｊ３２		14,550,000		14,550,000		14,550,000		12,245,480		2,304,520		15.84%		84.16%

		3		ＦＳ事 コト		U095031800		東京農業大学		1500074		大学システム保守		1		大学システム保守（５月）		5/31/15		NJJ12		Ｊ１２		1,560,000		1,560,000		1,560,000		1,312,665		247,335		15.85%		84.15%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1500304		ＪＰ共済生協の全労済への事業統合		2		ＪＰ共済生協の全労済への事業統合		9/30/15		NJJ11		Ｊ１１		205,000		205,000		205,000		171,550		33,450		16.32%		83.68%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1500009		団体保険Ｇ		1		団体保険Ｇ		5/31/15		NJJ22		Ｊ２２		4,422,537		4,422,537		4,422,537		3,693,759		728,778		16.48%		83.52%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1500011		メインフレーム基盤保守		0		メインフレーム基盤保守		4/30/15		NJJ22		Ｊ２２		940,580		940,580		940,580		792,067		148,513		15.79%		84.21%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1500011		メインフレーム基盤保守		2		メインフレーム基盤保守		6/30/15		NJJ22		Ｊ２２		993,342		993,342		993,342		836,500		156,842		15.79%		84.21%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1500011		メインフレーム基盤保守		3		メインフレーム基盤保守		7/31/15		NJJ22		Ｊ２２		965,814		965,814		965,814		813,317		152,497		15.79%		84.21%

		3		ＦＳ事 コト		U102001801		SJNKひまわり		1500013		保険金一般案件・保守作業		2		保険金・保守		6/30/15		NJJ22		Ｊ２２		2,560,000		2,560,000		2,560,000		2,150,651		409,349		15.99%		84.01%

		3		ＦＳ事 コト		U104003500		ｴｱｳｫｰﾀｰｿﾞﾙ		1500081		AW 技術情報サブシステム保守		0		AW 技術情報サブシステム保守 04月		4/27/15		SBSS2		佐原S2		37,500		37,500		37,500		31,335		6,165		16.44%		83.56%

		3		ＦＳ事 コト		U104003500		ｴｱｳｫｰﾀｰｿﾞﾙ		1500081		AW 技術情報サブシステム保守		1		AW 技術情報サブシステム保守 05月		5/31/15		SBSS2		佐原S2		37,500		37,500		37,500		31,335		6,165		16.44%		83.56%

		3		ＦＳ事 コト		U104003500		ｴｱｳｫｰﾀｰｿﾞﾙ		1500081		AW 技術情報サブシステム保守		2		AW 技術情報サブシステム保守 06月		6/30/15		SBSS2		佐原S2		37,500		37,500		37,500		31,335		6,165		16.44%		83.56%

		3		ＦＳ事 コト		U104003500		ｴｱｳｫｰﾀｰｿﾞﾙ		1500081		AW 技術情報サブシステム保守		5		AW 技術情報サブシステム保守 09月		9/30/15		SBSS2		佐原S2		37,500		37,500		37,500		31,335		6,165		16.44%		83.56%

		3		ＦＳ事 コト		U106000200		KDDI		1400115		ＫＤＤＩ（一括請負案件）		1		ｱﾄﾞﾊﾞｰｻﾞｰ向けﾀﾌﾞﾚｯﾄｱﾌﾟﾘ開発		4/27/15		NJJ32		Ｊ３２		5,000,000		5,000,000		5,000,000		4,212,386		787,614		15.75%		84.25%

		3		ＦＳ事 コト		U106001900		NTTｺﾑｳｪｱ		1500073		Ａ生命様契約部ユーザー対応業務の委任		0		Ａ生命様契約部ユーザー対応業務４月の委任（ＮＩＤ）		4/30/15		NJJ12		Ｊ１２		3,920,000		3,920,000		3,920,000		3,299,984		620,016		15.82%		84.18%

		3		ＦＳ事 コト		U114003300		ﾁｭｰﾘｯﾋ保険会社		1500232		【Zurich】バックエンドシステム対応		1		【Zurich】バックエンドシステム対応(5月）		5/31/15		NJJ21		Ｊ２１		2,386,600		2,386,600		2,386,600		2,006,050		380,550		15.95%		84.05%

		3		ＦＳ事 コト		U114003300		ﾁｭｰﾘｯﾋ保険会社		1500233		【Zurich】ＤＭサポート全般		2		【Zurich】ＤＭサポートシステム対応（６月）		6/30/15		NJJ21		Ｊ２１		3,339,600		3,339,600		3,339,600		2,820,000		519,600		15.56%		84.44%

		3		ＦＳ事 コト		U115000100		ｴﾑｱｲｶｰﾄﾞ		1500220		エムアイカード開発支援業務		0		エムアイカード開発支援業務（４月）		4/30/15		NJJ12		Ｊ１２		820,812		820,812		820,812		686,202		134,610		16.40%		83.60%

		3		ＦＳ事 コト		U115000100		ｴﾑｱｲｶｰﾄﾞ		1500220		エムアイカード開発支援業務		1		エムアイカード開発支援業務（５月）		5/31/15		NJJ12		Ｊ１２		800,800		800,800		800,800		673,160		127,640		15.94%		84.06%

		4		ＮＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500184		ｻｰﾊﾞｰ系基盤SE業務支援		3		ｻｰﾊﾞｰ系基盤SE業務支援		7/31/15		NJN23		Ｎ２３		1,450,000		1,450,000		1,450,000		1,215,400		234,600		16.18%		83.82%

		4		ＮＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500185		ﾎｽﾄ運用ﾁｰﾑ支援		3		ﾎｽﾄ運用ﾁｰﾑ支援		7/31/15		NJN23		Ｎ２３		740,000		740,000		740,000		619,166		120,834		16.33%		83.67%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500126		H27 ITサービスマネジメント部基盤運用第３チーム		0		H27　ITサービスマネジメント部基盤運用第３チーム		4/30/15		NJNA1		ＮＡ１		5,803,142		5,803,142		5,803,142		4,889,016		914,126		15.75%		84.25%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500224		H27  次期人事給与システム構築 設計・開発支援		0		H27 次期人事給与システム構築 設計・開発支援		4/30/15		NJNA1		ＮＡ１		834,935		834,935		834,935		698,402		136,533		16.35%		83.65%

		4		ＮＳ事 コト		U095023300		三井ﾎｰﾑ		1500022		ｼｽﾃﾑ管理ｾﾝﾀｰ運用管理業務　他		5		ｼｽﾃﾑ管理ｾﾝﾀｰ運用管理業務　他		9/30/15		NJN11		Ｎ１１		3,050,000		3,050,000		3,050,000		2,556,995		493,005		16.16%		83.84%

		4		ＮＳ事 コト		U095023300		三井ﾎｰﾑ		1500023		情報システムグループ サポート業務		4		情報システムグループ サポート業務		8/31/15		NJN11		Ｎ１１		1,707,463		1,707,463		1,707,463		1,428,764		278,699		16.32%		83.68%

		4		ＮＳ事 コト		U095027100		全日空商事		1500152		H27 全日空商事SAPｼｽﾃﾑ運用		0		H27 全日空商事SAPｼｽﾃﾑ運用		4/30/15		NJNA2		ＮＡ２		570,000		570,000		570,000		480,000		90,000		15.79%		84.21%

		4		ＮＳ事 コト		U095027100		全日空商事		1500152		H27 全日空商事SAPｼｽﾃﾑ運用		1		H27 全日空商事SAPｼｽﾃﾑ運用		5/31/15		NJNA2		ＮＡ２		570,000		570,000		570,000		480,000		90,000		15.79%		84.21%

		4		ＮＳ事 コト		U095027100		全日空商事		1500152		H27 全日空商事SAPｼｽﾃﾑ運用		2		H27 全日空商事SAPｼｽﾃﾑ運用		6/30/15		NJNA2		ＮＡ２		570,000		570,000		570,000		480,000		90,000		15.79%		84.21%

		4		ＮＳ事 コト		U095029700		地球科学総研		1500109		（地科研 H27）運用管理		3		（地科研 H27）運用管理		7/31/15		NJN12		Ｎ１２		1,340,000		1,340,000		1,340,000		1,131,536		208,464		15.56%		84.44%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1500157		IBM)ＮＫひばり移転プロジェクト支援		0		IBM)ＮＫひばり移転プロジェクト支援		5/9/15		NJN23		Ｎ２３		1,635,000		1,635,000		1,635,000		1,380,814		254,186		15.55%		84.45%

		4		ＮＳ事 コト		U097001500		長谷工ｼｽﾃﾑｽﾞ　		1500052		（長谷工ｼｽﾃﾑｽﾞ H27）ﾊﾟｿｺﾝﾚﾝﾀﾙ運用管理業務委託		3		（長谷工ｼｽﾃﾑｽﾞ H27）ﾊﾟｿｺﾝﾚﾝﾀﾙ運用管理業務委託		7/31/15		NJN21		Ｎ２１		3,918,419		3,918,419		3,918,419		3,282,614		635,805		16.23%		83.77%

		4		ＮＳ事 コト		U097001500		長谷工ｼｽﾃﾑｽﾞ　		1500052		（長谷工ｼｽﾃﾑｽﾞ H27）ﾊﾟｿｺﾝﾚﾝﾀﾙ運用管理業務委託		5		（長谷工ｼｽﾃﾑｽﾞ H27）ﾊﾟｿｺﾝﾚﾝﾀﾙ運用管理業務委託		9/30/15		NJN21		Ｎ２１		3,736,348		3,736,348		3,736,348		3,138,186		598,162		16.01%		83.99%

		4		ＮＳ事 コト		U097003000		ｱﾒﾘｶﾝﾎｰﾑ医療		1500084		ｱﾒﾎ)お客様情報管理室支援業務		0		ｱﾒﾎ)お客様情報管理室支援業務		4/30/15		NJN22		Ｎ２２		1,463,075		1,463,075		1,463,075		1,222,609		240,466		16.44%		83.56%

		4		ＮＳ事 コト		U098005500		ｼﾞｵｼｽ		1500108		ASTER GDS ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ業務		1		ASTER GDS ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ業務		9/30/15		NJN12		Ｎ１２		2,100,000		2,100,000		2,100,000		1,761,708		338,292		16.11%		83.89%

		4		ＮＳ事 コト		U100002400		そんぽ24損保		1500054		（そんぽ-OP H27）電子計算機システム運用業務		5		（そんぽ-OP H27）電子計算機システム運用業務		9/30/15		NJN21		Ｎ２１		5,980,000		5,980,000		5,980,000		5,010,438		969,562		16.21%		83.79%

		4		ＮＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1500017		オープン系システムの業務課題支援		3		オープン系システムの業務課題支援		7/31/15		NJN11		Ｎ１１		4,630,000		4,630,000		4,630,000		3,895,535		734,465		15.86%		84.14%

		4		ＮＳ事 コト		U104003100		富士通ｴﾌｻｽ		1400647		（富士通ｴﾌｻｽH27請負）ﾌｧｲﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ		4		（富士通ｴﾌｻｽH27.8月請負）ﾌｧｲﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ		8/20/15		NJN11		Ｎ１１		2,110,000		2,110,000		2,110,000		1,776,780		333,220		15.79%		84.21%

		4		ＮＳ事 コト		U105002900		三菱総研DCS		1500110		三菱総研DCS MUMSSｼｽﾃﾑ基盤構築・維持管理業務		2		三菱総研DCS MUMSSｼｽﾃﾑ基盤構築・維持管理業務		6/30/15		NJN12		Ｎ１２		3,327,650		3,327,650		3,327,650		2,782,403		545,247		16.39%		83.61%

		4		ＮＳ事 コト		U105002900		三菱総研DCS		1500110		三菱総研DCS MUMSSｼｽﾃﾑ基盤構築・維持管理業務		3		三菱総研DCS MUMSSｼｽﾃﾑ基盤構築・維持管理業務		7/31/15		NJN12		Ｎ１２		3,499,525		3,499,525		3,499,525		2,939,594		559,931		16.00%		84.00%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1500058		CTC(SI諸業務)金融ｼｽ1部1･2課		5		CTC(SI諸業務)金融ｼｽ1部2･5課		9/30/15		NJN21		Ｎ２１		2,159,147		2,159,147		2,159,147		1,809,724		349,423		16.18%		83.82%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1500065		CTC(SI委託契約)MH_ｱﾌﾟﾘ仮想化基盤保守		3		CTC(SI委託契約)MH_ｱﾌﾟﾘ仮想化基盤保守		7/31/15		NJN21		Ｎ２１		2,952,000		2,952,000		2,952,000		2,485,068		466,932		15.82%		84.18%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1500077		CTC(DF保守関連委託業務)		0		CTC(DF保守関連委託:市場系共通ｲﾝﾌﾗ維持ﾒﾝﾃQ1_4月)		4/30/15		NJN21		Ｎ２１		720,000		720,000		720,000		603,372		116,628		16.20%		83.80%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1500077		CTC(DF保守関連委託業務)		2		CTC(DF保守関連委託:市場系共通ｲﾝﾌﾗ維持ﾒﾝﾃQ1_6月)		6/30/15		NJN21		Ｎ２１		720,000		720,000		720,000		601,488		118,512		16.46%		83.54%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1500077		CTC(DF保守関連委託業務)		4		CTC(DF保守関連委託:市場系共通ｲﾝﾌﾗ維持ﾒﾝﾃQ2_8月)		8/31/15		NJN21		Ｎ２１		720,000		720,000		720,000		605,035		114,965		15.97%		84.03%

		4		ＮＳ事 コト		U109000700		出版共同流通		1500101		所沢センター　運用管理		5		所沢センター　運用管理		9/30/15		NJN12		Ｎ１２		3,098,345		3,098,345		3,098,345		2,615,650		482,695		15.58%		84.42%

		4		ＮＳ事 コト		U111003700		AIGﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ		1500089		AIGKK)ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ技術部業務_AHA向けOAﾘｸｴｽﾄ支援		1		AIGKK)ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ技術部業務_AHA向けOAﾘｸｴｽﾄ支援		5/31/15		NJN22		Ｎ２２		1,492,400		1,492,400		1,492,400		1,251,872		240,528		16.12%		83.88%

		4		ＮＳ事 コト		U113002200		ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ･ﾃﾞｨﾍ		1500136		H27 システム運用管理／保守業務		0		H27　システム運用管理／保守業務		4/30/15		NJNA1		ＮＡ１		730,000		730,000		730,000		615,387		114,613		15.70%		84.30%

		5		その他 タ		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1500023		【NSG】FIP/運用SE業務(高橋)		2		①【NS】FIP/運用SE業務(2015/7)		7/31/15		EBCS		ＣＳ課		505,180		505,180		505,180		423,940		81,240		16.08%		83.92%

		5		その他 タ		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500062		③【OS】ASY/羽田（一般事務）		1		③【OS】ANA/一般事務（羽田）		5/31/15		EBCS		ＣＳ課		450,000		450,000		450,000		377,874		72,126		16.03%		83.97%

		5		その他 タ		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500087		③【SS】ASY/PC管理(関)		5		③【SS】ASY/PC管理(関、植田)		9/30/15		EBCS		ＣＳ課		828,869		828,869		828,869		699,667		129,202		15.59%		84.41%

		5		その他 タ		U097001800		ｼｰｴｰｼｰﾅﾚｯｼﾞ		1500032		②【OS】ＣＡＣ（ヘルプデスク）		3		②【OS】CAC/ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ業務		7/31/15		EBCS		ＣＳ課		1,693,887		1,693,887		1,693,887		1,420,773		273,114		16.12%		83.88%

		1		ＥＳ事 コト		U095006600		日立国際電気		1500010		QW-5302M通信ソフトウェア設計作業		2		QW-5302M通信ソフトウェア製品試験作業		6/30/15		TBS1		東北S1		828,000		828,000		828,000		689,080		138,920		16.78%		83.22%

		1		ＥＳ事 コト		U095006601		日立国際小金井		1400610		HiKE 全国消防(2015)		7		HiKE 全国消防　支援作業		6/30/15		NJT22		Ｔ２２		428,400		428,400		428,400		354,641		73,759		17.22%		82.78%

		1		ＥＳ事 コト		U095007203		沖電気工業芝浦		1400614		OKI 消防システム関連SE支援業務[2015](鳥海)		0		OKI 消防システム関連SE支援業務[2015](鳥海) 4月		4/30/15		NJT22		Ｔ２２		593,746		593,746		593,746		491,955		101,791		17.14%		82.86%

		1		ＥＳ事 コト		U095011900		OKIｿﾌﾄｳｪｱ		1500012		ＳＭＢＣ来店予約（第２フェーズ）作業		1		ＳＭＢＣ来店予約（Ｓ２開発）		6/30/15		TBS1		東北S1		1,370,000		1,370,000		1,370,000		1,130,626		239,374		17.47%		82.53%

		1		ＥＳ事 コト		U095017100		富士ｾﾞﾛｯｸｽ情報		1500006		文科省様 調査統計システム導入開発作業		2		文科省様 調査統計システム導入開発作業		6/30/15		TBS1		東北S1		820,000		820,000		820,000		681,423		138,577		16.90%		83.10%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500021		再ｴﾈ関連事業の統合に伴うｼｪｱｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ導入		1		再ｴﾈ関連事業の統合に伴うｼｪｱｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ導入		7/31/15		TBS1		東北S1		2,400,000		2,400,000		2,400,000		1,998,540		401,460		16.73%		83.27%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500026		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（工藤雄介）		5		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（工藤雄介）		9/30/15		TBS1		東北S1		618,340		618,340		618,340		513,938		104,402		16.88%		83.12%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500094		基幹業務システム保守サポート（トークス）		0		基幹業務システム保守サポート（トークス）		8/31/15		TBS1		東北S1		60,000		60,000		60,000		49,767		10,233		17.06%		82.94%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500094		基幹業務システム保守サポート（トークス）		1		基幹業務システム保守サポート（トークス）		9/30/15		TBS1		東北S1		90,000		90,000		90,000		74,650		15,350		17.06%		82.94%

		1		ＥＳ事 コト		U095026300		ﾌｸﾀﾞ電子		1400108		ＭＢＦ：EFS-8800後継システムの開発		3		ＭＢＦ：EFS-8800後継システムの開発5月Ver		5/26/15		NJT21		Ｔ２１		33,000,000		33,000,000		33,000,000		27,414,867		5,585,133		16.92%		83.08%

		1		ＥＳ事 コト		U095026300		ﾌｸﾀﾞ電子		1400497		ＭＥ：DS-8007V01-01フェーズ2対応		0		ＭＥ：DS-8007V01-01フェーズ2対応		4/30/15		NJT21		Ｔ２１		13,550,000		13,550,000		13,550,000		11,187,084		2,362,916		17.44%		82.56%

		1		ＥＳ事 コト		U095026300		ﾌｸﾀﾞ電子		1500173		ＭＥ：DS-8700 69期対応		1		ＭＥ：DS-8400 NIBPリストの表示時刻対応		5/22/15		NJT21		Ｔ２１		396,000		396,000		396,000		329,625		66,375		16.76%		83.24%

		1		ＥＳ事 コト		U095045000		ｳｪｻﾞｰﾆｭｰｽﾞ		1500025		WNI NEXCO西/中日本iHighwayH27年度保守		4		WNI NEXCO西/中日本iHighwayH27年度保守 8月H		8/31/15		SBCS1		千葉S1		650,000		650,000		650,000		542,623		107,377		16.52%		83.48%

		1		ＥＳ事 コト		U095045000		ｳｪｻﾞｰﾆｭｰｽﾞ		1500066		WNI　Nx総研CC-Driver開発		2		WNI　NEXCO総研Phase3		9/30/15		SBCS1		千葉S1		1,190,000		1,190,000		1,190,000		983,663		206,337		17.34%		82.66%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500001		医療機器開発ソフトウェア開発業務（木村俊之）		0		医療機器開発ソフトウェア開発業務（木村俊之）		5/20/15		TBS1		東北S1		468,000		468,000		468,000		388,564		79,436		16.97%		83.03%

		1		ＥＳ事 コト		U099004200		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸITS		1500217		PASITS T社17CY DA PL派遣		0		PASITS T社17CY DA PL派遣 4月		4/15/15		NJT22		Ｔ２２		1,837,407		1,837,407		1,837,407		1,527,928		309,479		16.84%		83.16%

		1		ＥＳ事 コト		U099004200		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸITS		1500217		PASITS T社17CY DA PL派遣		2		PASITS T社17CY DA PL派遣 6月		6/15/15		NJT22		Ｔ２２		2,288,167		2,288,167		2,288,167		1,892,792		395,375		17.28%		82.72%

		1		ＥＳ事 コト		U113000200		日立ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｸ		1500031		技術者派遣業務（青木 晃）		0		技術者派遣業務（青木 晃）		4/30/15		TBS1		東北S1		1,110,970		1,110,970		1,110,970		918,618		192,352		17.31%		82.69%

		1		ＥＳ事 コト		U113000200		日立ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｸ		1500031		技術者派遣業務（青木 晃）		5		技術者派遣業務（青木 晃）		9/30/15		TBS1		東北S1		1,044,510		1,044,510		1,044,510		872,124		172,386		16.50%		83.50%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500159		森永乳業　一般開発業務支援【SE】		0		森永乳業　一般開発業務支援【SE】(04月)		4/30/15		NJJ31		Ｊ３１		3,266,100		3,266,100		3,266,100		2,711,803		554,297		16.97%		83.03%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500159		森永乳業　一般開発業務支援【SE】		2		森永乳業　一般開発業務支援【SE】(06月)		6/30/15		NJJ31		Ｊ３１		3,142,500		3,142,500		3,142,500		2,614,264		528,236		16.81%		83.19%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500161		森永乳業　統合売上開発支援【SE】		3		森永乳業　統合売上開発支援【SE】(07月)		7/31/15		NJJ31		Ｊ３１		1,650,000		1,650,000		1,650,000		1,372,412		277,588		16.82%		83.18%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500166		森永乳業　統合原価計算支援他【SE】		2		森永乳業　統合原価計算支援他【SE】(06月)		6/30/15		NJJ31		Ｊ３１		1,678,300		1,678,300		1,678,300		1,396,464		281,836		16.79%		83.21%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500166		森永乳業　統合原価計算支援他【SE】		3		森永乳業　統合原価計算支援他【SE】(07月)		7/31/15		NJJ31		Ｊ３１		1,638,550		1,638,550		1,638,550		1,366,367		272,183		16.61%		83.39%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500166		森永乳業　統合原価計算支援他【SE】		4		森永乳業　統合原価計算支援他【SE】(08月)		8/31/15		NJJ31		Ｊ３１		1,620,000		1,620,000		1,620,000		1,348,309		271,691		16.77%		83.23%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500170		森永乳業　統合受払システム構築支援		4		森永乳業　統合受払システム構築支援(08月)		8/31/15		NJJ31		Ｊ３１		1,645,500		1,645,500		1,645,500		1,366,392		279,108		16.96%		83.04%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500170		森永乳業　統合受払システム構築支援		5		森永乳業　統合受払システム構築支援(09月)		9/30/15		NJJ31		Ｊ３１		1,620,000		1,620,000		1,620,000		1,346,328		273,672		16.89%		83.11%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500208		[NMSE]MM放送端末評価(H27上)		3		[NMSE]MM放送端末評価(H27上)( 7月)		7/31/15		NJT11		Ｔ１１		1,370,000		1,370,000		1,370,000		1,142,091		227,909		16.64%		83.36%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500247		[NMSE]CB推アプリ試験		2		[NMSE]CB推アプリ試験 ﾃﾞｰﾀ保管BOX評価( 4月)		4/30/15		NJT11		Ｔ１１		1,016,000		1,016,000		1,016,000		840,000		176,000		17.32%		82.68%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500249		[NMSE]2015上期CB推		2		[NMSE]2015上期CB推あんしんｱﾌﾟﾘ試験( 6月)		6/30/15		NJT11		Ｔ１１		964,500		964,500		964,500		796,625		167,875		17.41%		82.59%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500251		[NMSE]【DHQ】カラダのキモチ		4		[NMSE]カラキモ(iOS Web)v4		9/30/15		NJT11		Ｔ１１		1,094,600		1,094,600		1,094,600		911,391		183,209		16.74%		83.26%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500254		[NMSE]M2Mサービス		2		[NMSE]M2Mサービス( 6月)		6/30/15		NJT11		Ｔ１１		2,107,000		2,107,000		2,107,000		1,753,000		354,000		16.80%		83.20%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1400355		[NMSE]LTE無線基地局Verup開発 負荷試験		7		[NMSE]LTE無線基地局Verup開発 負荷試験(2015年6月)		6/20/15		NJT12		Ｔ１２		1,530,360		1,530,360		1,530,360		1,270,952		259,408		16.95%		83.05%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1400355		[NMSE]LTE無線基地局Verup開発 負荷試験		16		[NMSE]LTE無線基地局15B Verup開発 負荷試験(9月)		9/18/15		NJT12		Ｔ１２		926,640		926,640		926,640		764,988		161,652		17.44%		82.56%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1400434		[NMSE]LTE Verup保守		8		[NMSE]LTE Verup保守 2015年度 ※15B(6月)		6/20/15		NJT12		Ｔ１２		552,240		552,240		552,240		457,384		94,856		17.18%		82.82%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500333		[NMSE]LTE無線基地局 高密度開発		1		[NMSE]LTE無線基地局 高密度開発(8月)		8/20/15		NJT12		Ｔ１２		224,640		224,640		224,640		186,987		37,653		16.76%		83.24%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095011000		ｷﾔﾉﾝｿﾌﾄｳｪｱ		1400146		コンデジMenuアプリの開発		10		コンデジMenuアプリの開発		4/30/15		SBSS1		佐原S1		1,401,900		1,401,900		1,401,900		1,161,090		240,810		17.18%		82.82%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095011000		ｷﾔﾉﾝｿﾌﾄｳｪｱ		1400146		コンデジMenuアプリの開発		11		コンデジMenuアプリの開発		5/31/15		SBSS1		佐原S1		1,105,500		1,105,500		1,105,500		920,284		185,216		16.75%		83.25%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095011000		ｷﾔﾉﾝｿﾌﾄｳｪｱ		1500189		コンデジMenuアプリの開発		1		コンデジMenuアプリの開発		7/31/15		SBSS1		佐原S1		1,435,600		1,435,600		1,435,600		1,198,386		237,214		16.52%		83.48%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095011000		ｷﾔﾉﾝｿﾌﾄｳｪｱ		1500189		コンデジMenuアプリの開発		2		コンデジMenuアプリの開発		8/31/15		SBSS1		佐原S1		1,097,200		1,097,200		1,097,200		908,271		188,929		17.22%		82.78%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500039		「託送業務の小売自由化対応1」システム構築		1		「託送業務の小売自由化対応1」システム構築		9/30/15		TBS2		東北S2		7,558,400		7,558,400		7,558,400		6,308,558		1,249,842		16.54%		83.46%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500040		「パスワード申請受付システム」情報化企画書		3		「パスワード申請受付システム」システム構築		8/31/15		TBS2		東北S2		7,800,000		7,800,000		7,800,000		6,449,237		1,350,763		17.32%		82.68%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500041		設備開発課　維持管理		4		設備開発課　維持管理		8/31/15		TBS2		東北S2		462,000		462,000		462,000		385,183		76,817		16.63%		83.37%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500045		スマートメーター導入対応（第１段）　システム構築		1		スマートメーター導入対応（第１段）　システム構築		5/31/15		TBS2		東北S2		1,280,000		1,280,000		1,280,000		1,057,352		222,648		17.39%		82.61%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500048		「新メニュー導入対応」システム構築		3		「新メニュー導入対応」システム構築		7/31/15		TBS2		東北S2		640,000		640,000		640,000		531,690		108,310		16.92%		83.08%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500048		「新メニュー導入対応」システム構築		4		「新メニュー導入対応」システム構築		8/31/15		TBS2		東北S2		640,000		640,000		640,000		533,507		106,493		16.64%		83.36%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500048		「新メニュー導入対応」システム構築		5		「新メニュー導入対応」システム構築		9/30/15		TBS2		東北S2		640,000		640,000		640,000		528,056		111,944		17.49%		82.51%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500077		送電メンテ　教育環境データ更新		0		送電メンテ　教育環境データ更新		7/31/15		TBS2		東北S2		66,000		66,000		66,000		54,507		11,493		17.41%		82.59%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500101		特定課題案件対応		0		特定課題案件対応		9/30/15		TBS2		東北S2		640,000		640,000		640,000		530,535		109,465		17.10%		82.90%

		2		ＩＣＴ事 コト		U103000200		ｼｬｰﾌﾟﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾋ		1500021		Tmmモジュール開発		0		Tmmモジュール共通開発対応		6/19/15		SBSS1		佐原S1		3,066,800		3,066,800		3,066,800		2,548,345		518,455		16.91%		83.09%

		2		ＩＣＴ事 コト		U103000200		ｼｬｰﾌﾟﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾋ		1500062		AQUOSクラウド開発		0		AQUOSクラウド拡張開発・評価一式		9/15/15		SBSS1		佐原S1		5,229,000		5,229,000		5,229,000		4,361,471		867,529		16.59%		83.41%

		2		ＩＣＴ事 コト		U104002000		ｿﾆｰｺﾝﾋﾟｭｰﾀｴﾝﾀﾃ		1500354		[SCE]PlaystationAppに連携するMessageｱﾌﾟﾘ開発		0		[SCE]PsAppに連携するMessageｱﾌﾟﾘ開発(8月)		8/25/15		NJT12		Ｔ１２		1,272,000		1,272,000		1,272,000		1,050,190		221,810		17.44%		82.56%

		2		ＩＣＴ事 コト		U104002000		ｿﾆｰｺﾝﾋﾟｭｰﾀｴﾝﾀﾃ		1500354		[SCE]PlaystationAppに連携するMessageｱﾌﾟﾘ開発		1		[SCE]PsAppに連携するMessageｱﾌﾟﾘ開発(9月)		9/25/15		NJT12		Ｔ１２		1,610,000		1,610,000		1,610,000		1,330,625		279,375		17.35%		82.65%

		2		ＩＣＴ事 コト		U108001200		ﾄﾞｺﾓｼｽﾃﾑｽﾞ		1500204		[DS]ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ技術調査および開発作業支援（運用）		0		[DS]ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ技術調査および開発作業支援（運用） 4月		4/30/15		NJT12		Ｔ１２		1,323,300		1,323,300		1,323,300		1,096,255		227,045		17.16%		82.84%

		2		ＩＣＴ事 コト		U109003400		東日本電信電話		1500033		平成２７年度　Ｐ－ＮＭＳシステム運用・保守		3		平成２７年度　Ｐ－ＮＭＳシステム運用・保守		7/31/15		TBS2		東北S2		1,740,000		1,740,000		1,740,000		1,446,253		293,747		16.88%		83.12%

		2		ＩＣＴ事 コト		U110001200		横河医療		1500053		ビューア開発		5		ビューア開発		9/30/15		TBS2		東北S2		798,000		798,000		798,000		662,138		135,862		17.03%		82.97%

		3		ＦＳ事 コト		U095010700		ちばぎんｺﾝﾋﾟｭｰ		1500011		CCS　介護保険（特別区）　ソフトウェア開発		0		CCS　介護保険（特別区）　ソフトウェア開発		4/30/15		SBCS2		千葉S2		985,667		985,667		985,667		817,284		168,383		17.08%		82.92%

		3		ＦＳ事 コト		U095010700		ちばぎんｺﾝﾋﾟｭｰ		1500011		CCS　介護保険（特別区）　ソフトウェア開発		1		CCS　介護保険（特別区）　ソフトウェア開発		5/31/15		SBCS2		千葉S2		867,796		867,796		867,796		723,304		144,492		16.65%		83.35%

		3		ＦＳ事 コト		U095010700		ちばぎんｺﾝﾋﾟｭｰ		1500011		CCS　介護保険（特別区）　ソフトウェア開発		2		CCS　介護保険（特別区）　ソフトウェア開発		6/30/15		SBCS2		千葉S2		960,463		960,463		960,463		797,145		163,318		17.00%		83.00%

		3		ＦＳ事 コト		U095010700		ちばぎんｺﾝﾋﾟｭｰ		1500011		CCS　介護保険（特別区）　ソフトウェア開発		5		CCS　介護保険（特別区）　ソフトウェア開発		9/30/15		SBCS2		千葉S2		605,713		605,713		605,713		503,460		102,253		16.88%		83.12%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1400604		【SJNKS･個商管（満期・契約）】日常（２０１５年度）		5		【SJNKS･火満】日常業務（2015年9月）		9/30/15		NJJ21		Ｊ２１		6,810,375		6,810,375		6,810,375		5,658,278		1,152,097		16.92%		83.08%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1400609		【SJNKS･ﾏﾘﾝ 】日常業務（２０１５年度）		6		【SJNKS･マリン】日常業務（2015年8月）		8/31/15		NJJ21		Ｊ２１		371,250		371,250		371,250		309,485		61,765		16.64%		83.36%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500227		【SJNKS･団体】日常業務（２０１５年度）		1		【SJNKS･団体】日常業務（2015年06月）		6/30/15		NJJ21		Ｊ２１		783,750		783,750		783,750		649,259		134,491		17.16%		82.84%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1500078		C-ITS 条件精算システム		2		C-ITS 条件精算システム 06月		6/30/15		SBSS2		佐原S2		1,588,150		1,588,150		1,588,150		1,314,278		273,872		17.24%		82.76%

		3		ＦＳ事 コト		U095020900		みずほ情報総研		1500187		みずほ情報総研（ｵﾘｺ向け受付与信ｼｽﾃﾑ）		5		ｵﾘｺ向け受付与信ｼｽﾃﾑ（09月度）		9/30/15		NJJ32		Ｊ３２		17,235,000		17,235,000		17,235,000		14,224,872		3,010,128		17.47%		82.53%

		3		ＦＳ事 コト		U099001600		富士通ｼｽﾃﾑｽﾞ･ｲ		1400017		FEAST　情報処理システム開発（令4-1号）		13		FEAST　情報処理システム開発（令4-1号）		5/31/15		SBCS2		千葉S2		697,820		697,820		697,820		576,462		121,358		17.39%		82.61%

		3		ＦＳ事 コト		U100002400		そんぽ24損保		1500045		【S24】損害保険業務に関するシステム開発支援		0		【S24】損害保険業務に関するシステム開発支援(4月）		4/30/15		NJJ21		Ｊ２１		7,200,000		7,200,000		7,200,000		5,956,222		1,243,778		17.27%		82.73%

		3		ＦＳ事 コト		U100002400		そんぽ24損保		1500045		【S24】損害保険業務に関するシステム開発支援		3		【S24】損害保険業務に関するシステム開発支援(7月）		7/31/15		NJJ21		Ｊ２１		7,200,000		7,200,000		7,200,000		5,958,867		1,241,133		17.24%		82.76%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1500007		新契約Ｇ		5		新契約Ｇ		9/30/15		NJJ22		Ｊ２２		3,119,956		3,119,956		3,119,956		2,593,235		526,721		16.88%		83.12%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1500009		団体保険Ｇ		2		団体保険Ｇ		6/30/15		NJJ22		Ｊ２２		4,924,368		4,924,368		4,924,368		4,108,171		816,197		16.57%		83.43%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1500009		団体保険Ｇ		5		団体保険Ｇ		9/30/15		NJJ22		Ｊ２２		4,603,595		4,603,595		4,603,595		3,838,645		764,950		16.62%		83.38%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1500010		営業管理Ｇ		3		営業管理Ｇ		7/31/15		NJJ22		Ｊ２２		7,614,362		7,614,362		7,614,362		6,283,171		1,331,191		17.48%		82.52%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1500010		営業管理Ｇ		4		営業管理Ｇ		8/31/15		NJJ22		Ｊ２２		7,333,866		7,333,866		7,333,866		6,054,660		1,279,206		17.44%		82.56%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1500011		メインフレーム基盤保守		5		メインフレーム基盤保守		9/30/15		NJJ22		Ｊ２２		780,000		780,000		780,000		645,245		134,755		17.28%		82.72%

		3		ＦＳ事 コト		U106001900		NTTｺﾑｳｪｱ		1500071		Ａ生命様料金第二部ユーザー対応の委任		3		Ａ生命様料金第二部ユーザー対応７月の委任（ＮＩＤ）		7/31/15		NJJ12		Ｊ１２		1,620,000		1,620,000		1,620,000		1,350,000		270,000		16.67%		83.33%

		3		ＦＳ事 コト		U106001900		NTTｺﾑｳｪｱ		1500071		Ａ生命様料金第二部ユーザー対応の委任		4		Ａ生命様料金第二部ユーザー対応８月の委任（ＮＩＤ）		8/31/15		NJJ12		Ｊ１２		1,620,000		1,620,000		1,620,000		1,350,000		270,000		16.67%		83.33%

		3		ＦＳ事 コト		U106001900		NTTｺﾑｳｪｱ		1500071		Ａ生命様料金第二部ユーザー対応の委任		5		Ａ生命様料金第二部ユーザー対応９月の委任（ＮＩＤ）		9/30/15		NJJ12		Ｊ１２		1,620,000		1,620,000		1,620,000		1,350,000		270,000		16.67%		83.33%

		3		ＦＳ事 コト		U106001900		NTTｺﾑｳｪｱ		1500073		Ａ生命様契約部ユーザー対応業務の委任		1		Ａ生命様契約部ユーザー対応業務５月の委任（ＮＩＤ）		5/31/15		NJJ12		Ｊ１２		3,920,000		3,920,000		3,920,000		3,257,769		662,231		16.89%		83.11%

		3		ＦＳ事 コト		U106001900		NTTｺﾑｳｪｱ		1500073		Ａ生命様契約部ユーザー対応業務の委任		2		Ａ生命様契約部ユーザー対応業務６月の委任（ＮＩＤ）		6/30/15		NJJ12		Ｊ１２		3,920,000		3,920,000		3,920,000		3,249,326		670,674		17.11%		82.89%

		3		ＦＳ事 コト		U106001900		NTTｺﾑｳｪｱ		1500073		Ａ生命様契約部ユーザー対応業務の委任		4		Ａ生命様契約部ユーザー対応業務８月の委任（ＮＩＤ）		8/31/15		NJJ12		Ｊ１２		1,610,000		1,610,000		1,610,000		1,342,112		267,888		16.64%		83.36%

		3		ＦＳ事 コト		U112003700		ﾌｺｸしんらい		1500012		フコクしんらい		1		フコクしんらい		5/31/15		NJJ22		Ｊ２２		15,112,053		15,112,053		15,112,053		12,533,755		2,578,298		17.06%		82.94%

		3		ＦＳ事 コト		U112003700		ﾌｺｸしんらい		1500012		フコクしんらい		5		フコクしんらい		9/30/15		NJJ22		Ｊ２２		15,319,993		15,319,993		15,319,993		12,689,786		2,630,207		17.17%		82.83%

		3		ＦＳ事 コト		U114003300		ﾁｭｰﾘｯﾋ保険会社		1500232		【Zurich】バックエンドシステム対応		5		【Zurich】バックエンドシステム対応(9月）		9/30/15		NJJ21		Ｊ２１		900,000		900,000		900,000		750,000		150,000		16.67%		83.33%

		3		ＦＳ事 コト		U114003300		ﾁｭｰﾘｯﾋ保険会社		1500233		【Zurich】ＤＭサポート全般		3		【Zurich】ＤＭサポートシステム対応（７月）		7/31/15		NJJ21		Ｊ２１		4,257,800		4,257,800		4,257,800		3,520,000		737,800		17.33%		82.67%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500129		H27　羽田支店　国際ターミナルチーム		5		H27　羽田支店　国際ターミナルチーム		9/30/15		NJNA1		ＮＡ１		3,159,375		3,159,375		3,159,375		2,607,727		551,648		17.46%		82.54%

		4		ＮＳ事 コト		U095023200		石油資源開発		1500107		石油資源開発 情報システム部システム運用支援業務		3		石油資源開発 情報システム部システム運用支援業務		7/31/15		NJN12		Ｎ１２		3,250,000		3,250,000		3,250,000		2,712,293		537,707		16.54%		83.46%

		4		ＮＳ事 コト		U095023200		石油資源開発		1500107		石油資源開発 情報システム部システム運用支援業務		5		石油資源開発 情報システム部システム運用支援業務		9/30/15		NJN12		Ｎ１２		3,296,733		3,296,733		3,296,733		2,748,222		548,511		16.64%		83.36%

		4		ＮＳ事 コト		U095027100		全日空商事		1500152		H27 全日空商事SAPｼｽﾃﾑ運用		3		H27 全日空商事SAPｼｽﾃﾑ運用		7/31/15		NJNA2		ＮＡ２		570,000		570,000		570,000		474,756		95,244		16.71%		83.29%

		4		ＮＳ事 コト		U095027100		全日空商事		1500152		H27 全日空商事SAPｼｽﾃﾑ運用		4		H27 全日空商事SAPｼｽﾃﾑ運用		8/31/15		NJNA2		ＮＡ２		570,000		570,000		570,000		474,756		95,244		16.71%		83.29%

		4		ＮＳ事 コト		U095027100		全日空商事		1500152		H27 全日空商事SAPｼｽﾃﾑ運用		5		H27 全日空商事SAPｼｽﾃﾑ運用		9/30/15		NJNA2		ＮＡ２		570,000		570,000		570,000		474,756		95,244		16.71%		83.29%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1500155		IBM)ＮＫひばり運用		2		IBM)ＮＫひばり運用		7/6/15		NJN23		Ｎ２３		24,970,000		24,970,000		24,970,000		20,753,782		4,216,218		16.89%		83.11%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1500155		IBM)ＮＫひばり運用		4		IBM)ＮＫひばり運用		9/4/15		NJN23		Ｎ２３		24,970,000		24,970,000		24,970,000		20,676,102		4,293,898		17.20%		82.80%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1500156		IBM)ＮＫひばりヘルプ		0		IBM)ＮＫひばりヘルプ		5/26/15		NJN23		Ｎ２３		2,595,000		2,595,000		2,595,000		2,156,643		438,357		16.89%		83.11%

		4		ＮＳ事 コト		U097001500		長谷工ｼｽﾃﾑｽﾞ　		1500052		（長谷工ｼｽﾃﾑｽﾞ H27）ﾊﾟｿｺﾝﾚﾝﾀﾙ運用管理業務委託		2		（長谷工ｼｽﾃﾑｽﾞ H27）ﾊﾟｿｺﾝﾚﾝﾀﾙ運用管理業務委託		6/30/15		NJN21		Ｎ２１		3,711,837		3,711,837		3,711,837		3,073,986		637,851		17.18%		82.82%

		4		ＮＳ事 コト		U097003000		ｱﾒﾘｶﾝﾎｰﾑ医療		1500084		ｱﾒﾎ)お客様情報管理室支援業務		2		ｱﾒﾎ)お客様情報管理室支援業務		6/30/15		NJN22		Ｎ２２		1,491,243		1,491,243		1,491,243		1,242,538		248,705		16.68%		83.32%

		4		ＮＳ事 コト		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1500103		NHKMT 関連団体システム運用		5		NHKMT 関連団体システム運用		9/30/15		NJN12		Ｎ１２		1,078,043		1,078,043		1,078,043		891,184		186,859		17.33%		82.67%

		4		ＮＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1500018		（FIS-OP H27）電子計算機オペレーション業務		0		（FIS-OP H27）電子計算機オペレーション業務		4/30/15		NJN11		Ｎ１１		7,560,000		7,560,000		7,560,000		6,253,461		1,306,539		17.28%		82.72%

		4		ＮＳ事 コト		U105002900		三菱総研DCS		1500110		三菱総研DCS MUMSSｼｽﾃﾑ基盤構築・維持管理業務		4		三菱総研DCS MUMSSｼｽﾃﾑ基盤構築・維持管理業務		8/31/15		NJN12		Ｎ１２		2,976,518		2,976,518		2,976,518		2,458,410		518,108		17.41%		82.59%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1500065		CTC(SI委託契約)MH_ｱﾌﾟﾘ仮想化基盤保守		2		CTC(SI委託契約)MH_ｱﾌﾟﾘ仮想化基盤保守		6/30/15		NJN21		Ｎ２１		2,952,000		2,952,000		2,952,000		2,454,264		497,736		16.86%		83.14%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1500077		CTC(DF保守関連委託業務)		1		CTC(DF保守関連委託:市場系共通ｲﾝﾌﾗ維持ﾒﾝﾃQ1_5月)		5/31/15		NJN21		Ｎ２１		720,000		720,000		720,000		600,553		119,447		16.59%		83.41%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1500077		CTC(DF保守関連委託業務)		3		CTC(DF保守関連委託:市場系共通ｲﾝﾌﾗ維持ﾒﾝﾃQ2_7月)		7/31/15		NJN21		Ｎ２１		720,000		720,000		720,000		600,926		119,074		16.54%		83.46%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1500080		CTC(SI委託契約)MH_ｱﾌﾟﾘ仮想化Win2003対応		0		CTC(SI委託契約)MH_ｱﾌﾟﾘ仮想化Win2003降格対応		4/30/15		NJN21		Ｎ２１		840,000		840,000		840,000		700,000		140,000		16.67%		83.33%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1500080		CTC(SI委託契約)MH_ｱﾌﾟﾘ仮想化Win2003対応		1		CTC(SI委託契約)MH_ｱﾌﾟﾘ仮想化Win2003対応		5/31/15		NJN21		Ｎ２１		840,000		840,000		840,000		700,000		140,000		16.67%		83.33%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1500080		CTC(SI委託契約)MH_ｱﾌﾟﾘ仮想化Win2003対応		3		CTC(SI委託契約)MH_ｱﾌﾟﾘ仮想化Win2003対応		7/31/15		NJN21		Ｎ２１		840,000		840,000		840,000		700,000		140,000		16.67%		83.33%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1500080		CTC(SI委託契約)MH_ｱﾌﾟﾘ仮想化Win2003対応		5		CTC(SI委託契約)MH_ｱﾌﾟﾘ仮想化営業店ｲﾝﾄﾗ更改_岸川9月		9/30/15		NJN21		Ｎ２１		840,000		840,000		840,000		701,260		138,740		16.52%		83.48%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1500080		CTC(SI委託契約)MH_ｱﾌﾟﾘ仮想化Win2003対応		20		CTC(SI委託契約)情報系一元化（2015.08）中村		8/31/15		NJN21		Ｎ２１		750,000		750,000		750,000		620,686		129,314		17.24%		82.76%

		4		ＮＳ事 コト		U111003700		AIGﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ		1500088		AIGKK)顧客サービス部業務_AHA向けﾕｰｻﾞ支援		1		AIGKK)顧客サービス部業務_AHA向けﾕｰｻﾞ支援		5/31/15		NJN22		Ｎ２２		2,502,500		2,502,500		2,502,500		2,067,953		434,547		17.36%		82.64%

		4		ＮＳ事 コト		U112001400		AIRDO		1500135		H27 AIRDO社内システム保守運用作業		0		H27　AIRDO社内システム保守運用作業		4/30/15		NJNA1		ＮＡ１		1,575,306		1,575,306		1,575,306		1,302,179		273,127		17.34%		82.66%

		5		その他 タ		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500118		③【OS】ASY/羽田（調整管理）		0		③【OS】ASY羽田（調整管理）		7/31/15		EBCS		ＣＳ課		487,500		487,500		487,500		405,914		81,586		16.74%		83.26%

		5		その他 タ		U097001800		ｼｰｴｰｼｰﾅﾚｯｼﾞ		1500032		②【OS】ＣＡＣ（ヘルプデスク）		5		②【OS】CAC/ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ業務		9/30/15		EBCS		ＣＳ課		1,479,375		1,479,375		1,479,375		1,225,362		254,013		17.17%		82.83%

		5		その他 タ		U097001800		ｼｰｴｰｼｰﾅﾚｯｼﾞ		1500033		②【OS】ＣＡＣ（運用）松下		5		②【OS】CAC/湯浅商事向け運用管理		9/30/15		EBCS		ＣＳ課		534,562		534,562		534,562		443,968		90,594		16.95%		83.05%

		5		その他 タ		U097001800		ｼｰｴｰｼｰﾅﾚｯｼﾞ		1500034		②【OS】ＣＡＣ（運用･構成管理/補佐）		0		②【OS】CAC/構成管理		4/30/15		EBCS		ＣＳ課		440,300		440,300		440,300		366,892		73,408		16.67%		83.33%

		5		その他 タ		U097001800		ｼｰｴｰｼｰﾅﾚｯｼﾞ		1500034		②【OS】ＣＡＣ（運用･構成管理/補佐）		1		②【OS】CAC/構成管理		5/31/15		EBCS		ＣＳ課		420,000		420,000		420,000		350,000		70,000		16.67%		83.33%

		5		その他 タ		U097001800		ｼｰｴｰｼｰﾅﾚｯｼﾞ		1500034		②【OS】ＣＡＣ（運用･構成管理/補佐）		2		②【OS】CAC/構成管理		6/30/15		EBCS		ＣＳ課		420,000		420,000		420,000		350,000		70,000		16.67%		83.33%

		1		ＥＳ事 コト		U095006500		横河電機		1400467		Ｙ：ProSafe-R4.01		3		Ｙ：R4.01 SCS 新I／O対応I／O機能開発（その３）		7/10/15		NJT21		Ｔ２１		8,100,000		8,100,000		8,100,000		6,645,091		1,454,909		17.96%		82.04%

		1		ＥＳ事 コト		U095006501		横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻ		1400634		ＹＪＰ：電力・ＬＮＧエンジ派遣 [2015]		0		ＹＪＰ：電力・ＬＮＧエンジ派遣 [2015] 3/21-4/20		4/22/15		NJT21		Ｔ２１		1,677,427		1,677,427		1,677,427		1,382,712		294,715		17.57%		82.43%

		1		ＥＳ事 コト		U095006501		横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻ		1400634		ＹＪＰ：電力・ＬＮＧエンジ派遣 [2015]		2		ＹＪＰ：電力・ＬＮＧエンジ派遣 [2015] 5/21-6/20		6/22/15		NJT21		Ｔ２１		2,408,317		2,408,317		2,408,317		1,965,067		443,250		18.40%		81.60%

		1		ＥＳ事 コト		U095007203		沖電気工業芝浦		1400614		OKI 消防システム関連SE支援業務[2015](鳥海)		1		OKI 消防システム関連SE支援業務[2015](鳥海) 4月-2		4/30/15		NJT22		Ｔ２２		637,879		637,879		637,879		522,220		115,659		18.13%		81.87%

		1		ＥＳ事 コト		U095011900		OKIｿﾌﾄｳｪｱ		1400081		２０１４年８月度　開発・メンテ作業		7		２０１５年３月度　開発・メンテ作業		4/30/15		TBS1		東北S1		2,437,974		2,437,974		2,437,974		2,007,236		430,738		17.67%		82.33%

		1		ＥＳ事 コト		U095017100		富士ｾﾞﾛｯｸｽ情報		1500006		文科省様 調査統計システム導入開発作業		0		文科省様 調査統計システム導入開発作業		4/30/15		TBS1		東北S1		820,000		820,000		820,000		669,938		150,062		18.30%		81.70%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500018		全社業務ｼｽﾃﾑ(資材､人労等)他保守管理業務委託		1		全社業務ｼｽﾃﾑ(資材､人労等)他保守管理業務委託		5/31/15		TBS1		東北S1		818,121		818,121		818,121		669,668		148,453		18.15%		81.85%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500022		燃料管理ｼｽﾃﾑﾒﾝﾃﾅﾝｽ委託		0		燃料管理ｼｽﾃﾑﾒﾝﾃﾅﾝｽ委託		6/30/15		TBS1		東北S1		286,760		286,760		286,760		235,280		51,480		17.95%		82.05%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500023		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（渡辺隆）		1		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（渡辺隆）		5/31/15		TBS1		東北S1		641,000		641,000		641,000		523,509		117,491		18.33%		81.67%

		1		ＥＳ事 コト		U095026000		ｼﾞｮﾝｿﾝｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾞ		1500029		Ｊ：ビル中央監視派遣		4		Ｊ：ビル中央監視派遣　齋藤翼(8月）		9/3/15		NJT21		Ｔ２１		800,000		800,000		800,000		656,159		143,841		17.98%		82.02%

		1		ＥＳ事 コト		U095026300		ﾌｸﾀﾞ電子		1500173		ＭＥ：DS-8700 69期対応		2		ＭＥ：DS-8400(V1)フェーズ4(外部機器、記録対応)対応		9/25/15		NJT21		Ｔ２１		11,358,000		11,358,000		11,358,000		9,363,892		1,994,108		17.56%		82.44%

		1		ＥＳ事 コト		U095026300		ﾌｸﾀﾞ電子		1500173		ＭＥ：DS-8700 69期対応		3		ＭＥ：DS-8700 69期フェーズ2対応作業		9/30/15		NJT21		Ｔ２１		8,261,000		8,261,000		8,261,000		6,790,445		1,470,555		17.80%		82.20%

		1		ＥＳ事 コト		U095026300		ﾌｸﾀﾞ電子		1500173		ＭＥ：DS-8700 69期対応		4		ＭＥ：DS-8700 NIBPリスト時刻ずれ、ST基準波形表示		6/26/15		NJT21		Ｔ２１		450,000		450,000		450,000		370,828		79,172		17.59%		82.41%

		1		ＥＳ事 コト		U095045000		ｳｪｻﾞｰﾆｭｰｽﾞ		1500025		WNI NEXCO西/中日本iHighwayH27年度保守		2		WNI NEXCO西/中日本iHighwayH27年度保守 6-8月		8/31/15		SBCS1		千葉S1		2,250,000		2,250,000		2,250,000		1,843,572		406,428		18.06%		81.94%

		1		ＥＳ事 コト		U095045000		ｳｪｻﾞｰﾆｭｰｽﾞ		1500067		WNI　どこトレ開発		0		WNI　どこトレ機能追加・改修		4/30/15		SBCS1		千葉S1		850,000		850,000		850,000		700,000		150,000		17.65%		82.35%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400626		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ/ｽｷｬﾅ開発(上原)[2015]		0		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ/ｽｷｬﾅ開発(上原)[2015] 4月		4/20/15		NJT22		Ｔ２２		948,750		948,750		948,750		781,754		166,996		17.60%		82.40%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400629		Canon ネットワークカメラ[2015][伏見]		5		Canon ネットワークカメラ[2015][伏見] 9月		9/20/15		NJT22		Ｔ２２		853,825		853,825		853,825		702,338		151,487		17.74%		82.26%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500001		医療機器開発ソフトウェア開発業務（木村俊之）		4		医療機器開発ソフトウェア開発業務（木村俊之）		9/20/15		TBS1		東北S1		690,000		690,000		690,000		568,491		121,509		17.61%		82.39%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500002		医療機器開発ソフトウェア開発業務（藤澤秀）		0		医療機器開発ソフトウェア開発業務（藤澤秀）		5/20/15		TBS1		東北S1		604,800		604,800		604,800		493,840		110,960		18.35%		81.65%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500002		医療機器開発ソフトウェア開発業務（藤澤秀）		1		医療機器開発ソフトウェア開発業務（藤澤秀）		6/20/15		TBS1		東北S1		825,600		825,600		825,600		677,595		148,005		17.93%		82.07%

		1		ＥＳ事 コト		U099004200		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸITS		1400635		PASITS ﾄﾖﾀDA 13CY DA／AVN改善ﾓﾃﾞﾙ開発		1		PASITS ﾄﾖﾀDA 13CY DA／AVN改善ﾓﾃﾞﾙ開発 5月		5/20/15		NJT22		Ｔ２２		1,860,000		1,860,000		1,860,000		1,517,664		342,336		18.41%		81.59%

		1		ＥＳ事 コト		U099004200		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸITS		1400640		PASITS T社17CY DA HMI		5		PASITS T社17CY DA HMI 9月		9/18/15		NJT22		Ｔ２２		13,201,187		13,201,187		13,201,187		10,867,968		2,333,219		17.67%		82.33%

		1		ＥＳ事 コト		U104002700		扇屋商事		1500063		営業日報システム「集計対象時間の変更他」		0		営業日報システム「集計対象時間の変更他」		6/30/15		TBS1		東北S1		650,000		650,000		650,000		530,626		119,374		18.37%		81.63%

		1		ＥＳ事 コト		U109000900		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑﾈｯﾄ		1500323		P：配信作業		0		P：保守ツール改修		6/24/15		NJT21		Ｔ２１		97,500		97,500		97,500		79,750		17,750		18.21%		81.79%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500159		森永乳業　一般開発業務支援【SE】		4		森永乳業　一般開発業務支援【SE】(08月)		8/31/15		NJJ31		Ｊ３１		3,140,000		3,140,000		3,140,000		2,560,090		579,910		18.47%		81.53%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500160		森永乳業　一般開発業務支援【開発】		1		森永乳業　一般開発業務支援【開発】(05月)		5/31/15		NJJ31		Ｊ３１		3,880,000		3,880,000		3,880,000		3,189,889		690,111		17.79%		82.21%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500168		森永乳業　物流生産運用業務支援1		3		森永乳業　物流生産運用業務支援1(07月)		7/31/15		NJJ31		Ｊ３１		5,675,972		5,675,972		5,675,972		4,652,047		1,023,925		18.04%		81.96%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500330		森永乳業　次期メールシステム調査分析業務支援		1		森永乳業　次期メールシステム調査分析業務支援(07月)		7/31/15		NJJ31		Ｊ３１		622,500		622,500		622,500		511,645		110,855		17.81%		82.19%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500330		森永乳業　次期メールシステム調査分析業務支援		2		森永乳業　次期メールシステム調査分析業務支援(08月)		8/31/15		NJJ31		Ｊ３１		830,796		830,796		830,796		682,193		148,603		17.89%		82.11%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1400355		[NMSE]LTE無線基地局Verup開発 負荷試験		5		[NMSE]LTE無線基地局Verup開発 負荷試験(2015年4月)		4/20/15		NJT12		Ｔ１２		1,324,440		1,324,440		1,324,440		1,082,132		242,308		18.30%		81.70%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1400355		[NMSE]LTE無線基地局Verup開発 負荷試験		6		[NMSE]LTE無線基地局Verup開発 負荷試験(2015年5月)		5/20/15		NJT12		Ｔ１２		1,095,120		1,095,120		1,095,120		900,645		194,475		17.76%		82.24%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1400355		[NMSE]LTE無線基地局Verup開発 負荷試験		13		[NMSE]LTE無線基地局15A Verup開発 負荷試験(9月)		9/18/15		NJT12		Ｔ１２		308,880		308,880		308,880		252,982		55,898		18.10%		81.90%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500294		[NMSE]LTE Verup開発		0		[NMSE]LTE Verup開発 2015年度 ※15A（4～6月）		6/19/15		NJT12		Ｔ１２		375,000		375,000		375,000		306,145		68,855		18.36%		81.64%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500294		[NMSE]LTE Verup開発		2		[NMSE]LTE Verup開発 2015年度 ※15B（6月）		6/19/15		NJT12		Ｔ１２		375,000		375,000		375,000		306,145		68,855		18.36%		81.64%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500046		電力小売自由化対応　システム構築		3		電力小売自由化対応　システム構築		7/31/15		TBS2		東北S2		1,920,000		1,920,000		1,920,000		1,582,380		337,620		17.58%		82.42%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500047		「ＳＷ支援システム連係対応」システム構築		3		「ＳＷ支援システム連係対応」システム構築		7/31/15		TBS2		東北S2		3,840,000		3,840,000		3,840,000		3,141,282		698,718		18.20%		81.80%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500047		「ＳＷ支援システム連係対応」システム構築		5		「ＳＷ支援システム連係対応」システム構築		9/30/15		TBS2		東北S2		2,560,000		2,560,000		2,560,000		2,107,183		452,817		17.69%		82.31%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500059		土木流量報告書作成システム老朽化対応		0		土木流量報告書作成システム老朽化対応		6/30/15		TBS2		東北S2		962,000		962,000		962,000		788,535		173,465		18.03%		81.97%

		2		ＩＣＴ事 コト		U096005700		ｿﾆｰ		1500176		SONY（Audio-SW）		5		SONY（Audio-SW）9月		9/30/15		NJT13		Ｔ１３		4,283,710		4,283,710		4,283,710		3,494,320		789,390		18.43%		81.57%

		2		ＩＣＴ事 コト		U096005700		ｿﾆｰ		1500180		SONY（Media-PF）		4		SONY（Media-PF）8月		8/20/15		NJT13		Ｔ１３		3,300,000		3,300,000		3,300,000		2,692,417		607,583		18.41%		81.59%

		2		ＩＣＴ事 コト		U101003200		ｿﾆｰﾓﾊﾞｲﾙｺﾐｭﾆｹｰ		1500279		SOMC（次世代ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開発）		0		SOMC（次世代ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開発）4/21～5/20		5/20/15		NJT13		Ｔ１３		9,750,000		9,750,000		9,750,000		8,018,194		1,731,806		17.76%		82.24%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1400300		[KC]GPS派遣 長谷川		16		[KC]GPS派遣 長谷川 8月作業		9/30/15		NJT11		Ｔ１１		617,700		617,700		617,700		508,812		108,888		17.63%		82.37%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1400597		[KC]KA43 Outdoor		2		[KC]KA43 Outdoorアプリ開発(開発～総合評価)		7/20/15		NJT11		Ｔ１１		2,476,500		2,476,500		2,476,500		2,018,653		457,847		18.49%		81.51%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1400597		[KC]KA43 Outdoor		4		[KC]KA43 Exchange評価(受け入れ評価)		7/1/15		NJT11		Ｔ１１		955,500		955,500		955,500		780,681		174,819		18.30%		81.70%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1500284		[KC]KA4466 DLNA		0		[KC]KA44 DLNA開発(キャリア品確実施)		5/31/15		NJT11		Ｔ１１		117,000		117,000		117,000		96,287		20,713		17.70%		82.30%

		2		ＩＣＴ事 コト		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500034		ソフトウェア開発業務 長滝		0		ソフトウェア開発業務 長滝		4/30/15		SBSS1		佐原S1		868,750		868,750		868,750		710,971		157,779		18.16%		81.84%

		2		ＩＣＴ事 コト		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500034		ソフトウェア開発業務 長滝		1		ソフトウェア開発業務 長滝		5/31/15		SBSS1		佐原S1		580,000		580,000		580,000		477,191		102,809		17.73%		82.27%

		2		ＩＣＴ事 コト		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500034		ソフトウェア開発業務 長滝		2		ソフトウェア開発業務 長滝		6/30/15		SBSS1		佐原S1		937,250		937,250		937,250		764,381		172,869		18.44%		81.56%

		2		ＩＣＴ事 コト		U110001200		横河医療		1500053		ビューア開発		8		ビューア開発		9/30/15		TBS2		東北S2		322,000		322,000		322,000		263,451		58,549		18.18%		81.82%

		2		ＩＣＴ事 コト		U110001200		横河医療		1500053		ビューア開発		11		ビューア開発		9/30/15		TBS2		東北S2		1,140,000		1,140,000		1,140,000		932,070		207,930		18.24%		81.76%

		2		ＩＣＴ事 コト		U113003900		ｳｫﾙﾄ･ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ		1400538		WDJ（ｱﾌﾟﾘ/ｳｨｼﾞｪｯﾄ開発）		3		WDJ（Character Settings Apps 4-7号機対応）		5/19/15		NJT13		Ｔ１３		2,030,000		2,030,000		2,030,000		1,665,503		364,497		17.96%		82.04%

		3		ＦＳ事 コト		U095010700		ちばぎんｺﾝﾋﾟｭｰ		1500011		CCS　介護保険（特別区）　ソフトウェア開発		3		CCS　介護保険（特別区）　ソフトウェア開発		7/31/15		SBCS2		千葉S2		1,011,102		1,011,102		1,011,102		829,031		182,071		18.01%		81.99%

		3		ＦＳ事 コト		U095010700		ちばぎんｺﾝﾋﾟｭｰ		1500013		CCS　障がい者システム対応		0		CCS　MCWEL障がい者V2　保守作業		6/30/15		SBCS2		千葉S2		3,624,000		3,624,000		3,624,000		2,965,380		658,620		18.17%		81.83%

		3		ＦＳ事 コト		U095010700		ちばぎんｺﾝﾋﾟｭｰ		1500013		CCS　障がい者システム対応		4		CCS　MCWEL障がい者福祉 V1V2切替プロジェクト		9/30/15		SBCS2		千葉S2		2,846,000		2,846,000		2,846,000		2,334,850		511,150		17.96%		82.04%

		3		ＦＳ事 コト		U095010900		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰS		1500019		FIPS　競輪情報提供システム開発		1		FIPS　競輪情報提供システム開発		9/30/15		SBCS2		千葉S2		15,840,000		15,840,000		15,840,000		12,953,010		2,886,990		18.23%		81.77%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1400575		【SJNKS･自賠】自賠責2015年度機構改革対応		0		【SJNKS･自賠】自賠責2015年度機構改革対応		4/30/15		NJJ21		Ｊ２１		2,037,750		2,037,750		2,037,750		1,669,707		368,043		18.06%		81.94%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1400638		【SJNKS･自賠】日常業務（２０１５年度）		3		【SJNKS･自満】日常業務（2015年09月）		9/30/15		NJJ21		Ｊ２１		3,254,625		3,254,625		3,254,625		2,679,441		575,184		17.67%		82.33%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500047		【SJNKS･支援】戦略保険金（２０１５年度）		3		【SJNKS･支援】戦略保険金（2015年7月）		7/31/15		NJJ21		Ｊ２１		6,860,000		6,860,000		6,860,000		5,596,991		1,263,009		18.41%		81.59%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500228		【SJNKS･月例】日常業務（２０１５年度）		2		【SJNKS･月例】日常業務（2015年06月）		6/30/15		NJJ21		Ｊ２１		655,875		655,875		655,875		539,214		116,661		17.79%		82.21%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1500078		C-ITS 条件精算システム		0		C-ITS 条件精算システム 04月		4/30/15		SBSS2		佐原S2		2,072,950		2,072,950		2,072,950		1,691,683		381,267		18.39%		81.61%

		3		ＦＳ事 コト		U095031800		東京農業大学		1500074		大学システム保守		4		大学システム保守（８月）		8/31/15		NJJ12		Ｊ１２		1,560,000		1,560,000		1,560,000		1,281,004		278,996		17.88%		82.12%

		3		ＦＳ事 コト		U095032200		東京情報大学		1500014		東京情報大学　システム保守		3		東京情報大学　システム保守		7/31/15		SBCS2		千葉S2		670,000		670,000		670,000		552,128		117,872		17.59%		82.41%

		3		ＦＳ事 コト		U100002400		そんぽ24損保		1500045		【S24】損害保険業務に関するシステム開発支援		5		【S24】損害保険業務に関するシステム開発支援(9月）		9/30/15		NJJ21		Ｊ２１		6,450,000		6,450,000		6,450,000		5,295,831		1,154,169		17.89%		82.11%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1500007		新契約Ｇ		0		新契約Ｇ		4/30/15		NJJ22		Ｊ２２		2,322,383		2,322,383		2,322,383		1,910,489		411,894		17.74%		82.26%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1500007		新契約Ｇ		2		新契約Ｇ		6/30/15		NJJ22		Ｊ２２		2,650,609		2,650,609		2,650,609		2,162,402		488,207		18.42%		81.58%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1500007		新契約Ｇ		3		新契約Ｇ		7/31/15		NJJ22		Ｊ２２		2,917,986		2,917,986		2,917,986		2,393,068		524,918		17.99%		82.01%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1500008		数理統計Ｇ		5		数理統計Ｇ		9/30/15		NJJ22		Ｊ２２		2,250,000		2,250,000		2,250,000		1,845,487		404,513		17.98%		82.02%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1500010		営業管理Ｇ		5		営業管理Ｇ		9/30/15		NJJ22		Ｊ２２		6,721,687		6,721,687		6,721,687		5,503,507		1,218,180		18.12%		81.88%

		3		ＦＳ事 コト		U102001801		SJNKひまわり		1500013		保険金一般案件・保守作業		3		保険金・保守		7/31/15		NJJ22		Ｊ２２		2,560,000		2,560,000		2,560,000		2,090,458		469,542		18.34%		81.66%

		3		ＦＳ事 コト		U106001900		NTTｺﾑｳｪｱ		1500069		Ａ生命様契約管理企画部の委任		2		Ａ生命様契約管理企画部６月の委任（ＮＩＤ）		6/30/15		NJJ12		Ｊ１２		980,000		980,000		980,000		806,299		173,701		17.72%		82.28%

		3		ＦＳ事 コト		U106001900		NTTｺﾑｳｪｱ		1500072		Ａ生命様契約保全部ユーザー対応業務の委任		3		Ａ生命様保全部ユーザー対応業務７月の委任（ＮＩＤ）		7/31/15		NJJ12		Ｊ１２		2,210,000		2,210,000		2,210,000		1,822,770		387,230		17.52%		82.48%

		3		ＦＳ事 コト		U112003700		ﾌｺｸしんらい		1500012		フコクしんらい		0		フコクしんらい		4/30/15		NJJ22		Ｊ２２		16,446,758		16,446,758		16,446,758		13,481,045		2,965,713		18.03%		81.97%

		3		ＦＳ事 コト		U112003700		ﾌｺｸしんらい		1500012		フコクしんらい		2		フコクしんらい		6/30/15		NJJ22		Ｊ２２		15,322,066		15,322,066		15,322,066		12,583,747		2,738,319		17.87%		82.13%

		3		ＦＳ事 コト		U112003700		ﾌｺｸしんらい		1500012		フコクしんらい		3		フコクしんらい		7/31/15		NJJ22		Ｊ２２		14,062,803		14,062,803		14,062,803		11,518,810		2,543,993		18.09%		81.91%

		3		ＦＳ事 コト		U112003700		ﾌｺｸしんらい		1500012		フコクしんらい		4		フコクしんらい		8/31/15		NJJ22		Ｊ２２		15,802,800		15,802,800		15,802,800		12,983,981		2,818,819		17.84%		82.16%

		4		ＮＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500186		ﾎｽﾄ業務支援		0		ﾎｽﾄ業務支援		4/30/15		NJN23		Ｎ２３		515,000		515,000		515,000		420,000		95,000		18.45%		81.55%

		4		ＮＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500186		ﾎｽﾄ業務支援		5		ﾎｽﾄ業務支援		9/30/15		NJN23		Ｎ２３		515,000		515,000		515,000		420,000		95,000		18.45%		81.55%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1500090		FIP)ｻﾝﾘｵ殿他向けｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ運用		2		FIP)ｻﾝﾘｵ殿他向けｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ運用		6/30/15		NJN22		Ｎ２２		6,391,400		6,391,400		6,391,400		5,235,675		1,155,725		18.08%		81.92%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1500090		FIP)ｻﾝﾘｵ殿他向けｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ運用		3		FIP)ｻﾝﾘｵ殿他向けｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ運用		7/31/15		NJN22		Ｎ２２		6,391,400		6,391,400		6,391,400		5,246,050		1,145,350		17.92%		82.08%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500119		H27　PS3T保守運用		2		H27　PS3T保守運用		9/30/15		NJNA1		ＮＡ１		10,631,241		10,631,241		10,631,241		8,761,600		1,869,641		17.59%		82.41%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500127		H27 ITソリューション部第４チーム		0		H27　ITソリューション部第４チーム		4/30/15		NJNA1		ＮＡ１		782,830		782,830		782,830		638,848		143,982		18.39%		81.61%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500130		H27　羽田支店　サービスマネジメントチーム		3		H27　羽田支店　サービスマネジメントチーム		7/31/15		NJNA1		ＮＡ１		3,221,075		3,221,075		3,221,075		2,642,299		578,776		17.97%		82.03%

		4		ＮＳ事 コト		U095023300		三井ﾎｰﾑ		1500024		設計ｼｽﾃﾑに係わる運用業務支援		3		設計ｼｽﾃﾑに係わる運用業務支援		7/31/15		NJN11		Ｎ１１		6,210,000		6,210,000		6,210,000		5,102,419		1,107,581		17.84%		82.16%

		4		ＮＳ事 コト		U095033600		日本私学振共団		1500111		（私学H27）電子計算機運用管理業務委託		1		（私学H27）電子計算機運用管理業務委託		5/31/15		NJN12		Ｎ１２		3,300,000		3,300,000		3,300,000		2,702,749		597,251		18.10%		81.90%

		4		ＮＳ事 コト		U095033600		日本私学振共団		1500111		（私学H27）電子計算機運用管理業務委託		5		（私学H27）電子計算機運用管理業務委託		9/30/15		NJN12		Ｎ１２		8,160,000		8,160,000		8,160,000		6,711,357		1,448,643		17.75%		82.25%

		4		ＮＳ事 コト		U096000800		日本HP		1500150		H27 ASY OMC業務作業支援		1		H27 ASY OMC業務作業支援		6/20/15		NJNA2		ＮＡ２		7,802,400		7,802,400		7,802,400		6,427,840		1,374,560		17.62%		82.38%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1500155		IBM)ＮＫひばり運用		3		IBM)ＮＫひばり運用		8/4/15		NJN23		Ｎ２３		24,970,000		24,970,000		24,970,000		20,372,136		4,597,864		18.41%		81.59%

		4		ＮＳ事 コト		U097001500		長谷工ｼｽﾃﾑｽﾞ　		1500052		（長谷工ｼｽﾃﾑｽﾞ H27）ﾊﾟｿｺﾝﾚﾝﾀﾙ運用管理業務委託		0		（長谷工ｼｽﾃﾑｽﾞ H27）ﾊﾟｿｺﾝﾚﾝﾀﾙ運用管理業務委託		4/30/15		NJN21		Ｎ２１		3,785,497		3,785,497		3,785,497		3,091,454		694,043		18.33%		81.67%

		4		ＮＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1500017		オープン系システムの業務課題支援		5		オープン系システムの業務課題支援		9/30/15		NJN11		Ｎ１１		4,630,000		4,630,000		4,630,000		3,792,605		837,395		18.09%		81.91%

		4		ＮＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1500018		（FIS-OP H27）電子計算機オペレーション業務		3		（FIS-OP H27）電子計算機オペレーション業務		7/31/15		NJN11		Ｎ１１		7,560,000		7,560,000		7,560,000		6,189,851		1,370,149		18.12%		81.88%

		4		ＮＳ事 コト		U104003100		富士通ｴﾌｻｽ		1400647		（富士通ｴﾌｻｽH27請負）ﾌｧｲﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ		3		（富士通ｴﾌｻｽH27.7月請負）ﾌｧｲﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ		7/20/15		NJN11		Ｎ１１		1,847,500		1,847,500		1,847,500		1,514,132		333,368		18.04%		81.96%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1500061		CTC(MHCBﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌｨｰﾄﾞ案件支援)		1		CTC(MHCBﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌｨｰﾄﾞ案件支援)		5/31/15		NJN21		Ｎ２１		1,946,467		1,946,467		1,946,467		1,593,893		352,574		18.11%		81.89%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1500062		CTC(MHCBﾒｰﾙ監査ｼｽﾃﾑ保守）		1		CTC(MHCBﾒｰﾙ監査ｼｽﾃﾑ保守）		5/31/15		NJN21		Ｎ２１		2,180,000		2,180,000		2,180,000		1,787,272		392,728		18.02%		81.98%

		4		ＮＳ事 コト		U111003700		AIGﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ		1500087		AIGKK)ＩＴ運用管理部業務_AHA向け運用		0		AIGKK)ＩＴ運用管理部業務_AHA向け運用		4/30/15		NJN22		Ｎ２２		3,752,305		3,752,305		3,752,305		3,066,992		685,313		18.26%		81.74%

		4		ＮＳ事 コト		U111003700		AIGﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ		1500088		AIGKK)顧客サービス部業務_AHA向けﾕｰｻﾞ支援		0		AIGKK)顧客サービス部業務_AHA向けﾕｰｻﾞ支援		4/30/15		NJN22		Ｎ２２		2,714,980		2,714,980		2,714,980		2,234,582		480,398		17.69%		82.31%

		4		ＮＳ事 コト		U111003700		AIGﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ		1500088		AIGKK)顧客サービス部業務_AHA向けﾕｰｻﾞ支援		2		AIGKK)顧客サービス部業務_AHA向けﾕｰｻﾞ支援		6/30/15		NJN22		Ｎ２２		2,664,135		2,664,135		2,664,135		2,187,172		476,963		17.90%		82.10%

		4		ＮＳ事 コト		U111003700		AIGﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ		1500089		AIGKK)ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ技術部業務_AHA向けOAﾘｸｴｽﾄ支援		4		AIGKK)ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ技術部ｻｰﾊﾞ運用業務支援		9/8/15		NJN22		Ｎ２２		855,300		855,300		855,300		698,559		156,741		18.33%		81.67%

		5		その他 タ		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1500023		【NSG】FIP/運用SE業務(高橋)		1		①【NS】FIP/運用SE業務(2015/6)		6/30/15		EBCS		ＣＳ課		633,387		633,387		633,387		522,080		111,307		17.57%		82.43%

		5		その他 タ		U097001800		ｼｰｴｰｼｰﾅﾚｯｼﾞ		1500033		②【OS】ＣＡＣ（運用）松下		0		②【OS】CAC/湯浅商事向け運用管理		4/30/15		EBCS		ＣＳ課		609,387		609,387		609,387		498,713		110,674		18.16%		81.84%

		5		その他 タ		U097001800		ｼｰｴｰｼｰﾅﾚｯｼﾞ		1500033		②【OS】ＣＡＣ（運用）松下		2		②【OS】CAC/湯浅商事向け運用管理		6/30/15		EBCS		ＣＳ課		622,162		622,162		622,162		508,060		114,102		18.34%		81.66%

		5		その他 タ		U113002000		学習院桜友会		1500337		桜友会会員情報メンテナンス		0		桜友会会員情報メンテナンス		7/3/15		NJGPG		ＤＥ原		24,200		24,200		24,200		19,800		4,400		18.18%		81.82%

		1		ＥＳ事 コト		U095006500		横河電機		1400540		Ｙ：CENTUM VP R6.02 開発(AD Server：新規I／F設計)		3		Ｙ：CENTUM VP R6.02 開発(AD Server：サービス実装)		6/9/15		NJT21		Ｔ２１		5,400,000		5,400,000		5,400,000		4,350,816		1,049,184		19.43%		80.57%

		1		ＥＳ事 コト		U095006500		横河電機		1400540		Ｙ：CENTUM VP R6.02 開発(AD Server：新規I／F設計)		5		Ｙ：ADSuite R1.03 ADServer 開発		9/24/15		NJT21		Ｔ２１		1,800,000		1,800,000		1,800,000		1,450,272		349,728		19.43%		80.57%

		1		ＥＳ事 コト		U095006500		横河電機		1400548		Ｙ：CENTUM VP 新規コンポーネント開発		2		Ｙ：CENTUM VP R6.02.00 Vnet/IPｿﾌﾄｽﾀｯｸ仮想Vnet開発2		7/22/15		NJT21		Ｔ２１		5,250,000		5,250,000		5,250,000		4,243,357		1,006,643		19.17%		80.83%

		1		ＥＳ事 コト		U095006501		横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻ		1400634		ＹＪＰ：電力・ＬＮＧエンジ派遣 [2015]		1		ＹＪＰ：電力・ＬＮＧエンジ派遣 [2015] 4/21-5/20		5/20/15		NJT21		Ｔ２１		1,746,300		1,746,300		1,746,300		1,409,145		337,155		19.31%		80.69%

		1		ＥＳ事 コト		U095006501		横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻ		1400634		ＹＪＰ：電力・ＬＮＧエンジ派遣 [2015]		3		ＹＪＰ：電力・ＬＮＧエンジ派遣 [2015] 6/21-7/20		7/20/15		NJT21		Ｔ２１		2,158,600		2,158,600		2,158,600		1,750,101		408,499		18.92%		81.08%

		1		ＥＳ事 コト		U095006501		横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻ		1400634		ＹＪＰ：電力・ＬＮＧエンジ派遣 [2015]		4		ＹＪＰ：電力・ＬＮＧエンジ派遣 [2015] 7/21-8/20		8/21/15		NJT21		Ｔ２１		2,004,700		2,004,700		2,004,700		1,625,461		379,239		18.92%		81.08%

		1		ＥＳ事 コト		U095006501		横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻ		1400634		ＹＪＰ：電力・ＬＮＧエンジ派遣 [2015]		5		ＹＪＰ：電力・ＬＮＧエンジ派遣 [2015] 8/21-9/20		9/20/15		NJT21		Ｔ２１		2,319,975		2,319,975		2,319,975		1,879,890		440,085		18.97%		81.03%

		1		ＥＳ事 コト		U095006600		日立国際電気		1500010		QW-5302M通信ソフトウェア設計作業		3		QW-5302Mシステム総合製品試験作業		7/31/15		TBS1		東北S1		864,000		864,000		864,000		703,435		160,565		18.58%		81.42%

		1		ＥＳ事 コト		U095006601		日立国際小金井		1400606		HiKE 個別案件(2015)		3		HiKE 南港ポートタウン　呼制御CPU（IR割込みTD対応）		5/31/15		NJT22		Ｔ２２		1,650,000		1,650,000		1,650,000		1,342,320		307,680		18.65%		81.35%

		1		ＥＳ事 コト		U095006601		日立国際小金井		1400606		HiKE 個別案件(2015)		7		HiKE 南港ポートタウン　呼制御CPU　仕様変更対応１		6/30/15		NJT22		Ｔ２２		320,000		320,000		320,000		258,400		61,600		19.25%		80.75%

		1		ＥＳ事 コト		U095007203		沖電気工業芝浦		1400613		OKI 消防システム関連SE支援業務[2015]		1		OKI 消防システム関連SE支援業務[2015] 5月		5/29/15		NJT22		Ｔ２２		2,836,531		2,836,531		2,836,531		2,299,010		537,521		18.95%		81.05%

		1		ＥＳ事 コト		U095007203		沖電気工業芝浦		1400613		OKI 消防システム関連SE支援業務[2015]		4		OKI 消防システム関連SE支援業務[2015] 8月		8/31/15		NJT22		Ｔ２２		2,818,159		2,818,159		2,818,159		2,280,018		538,141		19.10%		80.90%

		1		ＥＳ事 コト		U095007203		沖電気工業芝浦		1400618		OKI 市町村防災行政無線システム設計業務[2015]		0		OKI 市町村防災行政無線システム設計業務[2015] 4月		4/30/15		NJT22		Ｔ２２		1,979,170		1,979,170		1,979,170		1,600,925		378,245		19.11%		80.89%

		1		ＥＳ事 コト		U095007203		沖電気工業芝浦		1400618		OKI 市町村防災行政無線システム設計業務[2015]		2		OKI 市町村防災行政無線システム設計業務[2015] 6月		6/30/15		NJT22		Ｔ２２		1,850,000		1,850,000		1,850,000		1,491,578		358,422		19.37%		80.63%

		1		ＥＳ事 コト		U095007203		沖電気工業芝浦		1400618		OKI 市町村防災行政無線システム設計業務[2015]		5		OKI 市町村防災行政無線システム設計業務[2015] 9月		9/30/15		NJT22		Ｔ２２		1,972,825		1,972,825		1,972,825		1,597,333		375,492		19.03%		80.97%

		1		ＥＳ事 コト		U095011900		OKIｿﾌﾄｳｪｱ		1500013		基幹系日付情報変更対応（結合試験工程）		1		基幹系システムソース統合		6/30/15		TBS1		東北S1		720,000		720,000		720,000		579,975		140,025		19.45%		80.55%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500019		妨害破壊行為等対応システム年間保守		2		妨害破壊行為等対応システム年間保守		6/30/15		TBS1		東北S1		168,797		168,797		168,797		136,668		32,129		19.03%		80.97%

		1		ＥＳ事 コト		U095026300		ﾌｸﾀﾞ電子		1500173		ＭＥ：DS-8700 69期対応		6		ＭＥ：DS-8700 69期フェーズ3対応作業		9/30/15		NJT21		Ｔ２１		2,802,000		2,802,000		2,802,000		2,269,973		532,027		18.99%		81.01%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400623		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ開発(佐藤)[2015]		0		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ開発(佐藤)[2015] 4月		4/20/15		NJT22		Ｔ２２		624,438		624,438		624,438		506,125		118,313		18.95%		81.05%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400623		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ開発(佐藤)[2015]		1		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ開発(佐藤)[2015] 5月		5/20/15		NJT22		Ｔ２２		647,475		647,475		647,475		522,352		125,123		19.32%		80.68%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400623		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ開発(佐藤)[2015]		2		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ開発(佐藤)[2015] 6月		6/20/15		NJT22		Ｔ２２		759,025		759,025		759,025		612,345		146,680		19.32%		80.68%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400623		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ開発(佐藤)[2015]		3		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ開発(佐藤)[2015] 7月		7/20/15		NJT22		Ｔ２２		691,125		691,125		691,125		557,567		133,558		19.32%		80.68%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400623		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ開発(佐藤)[2015]		4		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ開発(佐藤)[2015] 8月		8/20/15		NJT22		Ｔ２２		649,900		649,900		649,900		524,308		125,592		19.32%		80.68%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400623		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ開発(佐藤)[2015]		5		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ開発(佐藤)[2015] 9月		9/20/15		NJT22		Ｔ２２		649,900		649,900		649,900		524,308		125,592		19.32%		80.68%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400629		Canon ネットワークカメラ[2015][伏見]		4		Canon ネットワークカメラ[2015][伏見] 8月		8/20/15		NJT22		Ｔ２２		747,250		747,250		747,250		608,432		138,818		18.58%		81.42%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400631		Canon HMD組み込みソフト開発・設計[2015]		3		Canon HMD組み込みソフト開発・設計[2015] 7月		7/20/15		NJT22		Ｔ２２		731,400		731,400		731,400		595,215		136,185		18.62%		81.38%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500001		医療機器開発ソフトウェア開発業務（木村俊之）		1		医療機器開発ソフトウェア開発業務（木村俊之）		6/20/15		TBS1		東北S1		830,400		830,400		830,400		671,853		158,547		19.09%		80.91%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500003		医療機器開発ソフトウェア開発業務（小野寺隆幸）		0		医療機器開発ソフトウェア開発業務（小野寺隆幸）		5/20/15		TBS1		東北S1		530,000		530,000		530,000		428,761		101,239		19.10%		80.90%

		1		ＥＳ事 コト		U099004200		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸITS		1400636		PASITS T社17CY DA SI		1		PASITS T社17CY DA SI 2Q		9/18/15		NJT22		Ｔ２２		7,200,000		7,200,000		7,200,000		5,821,239		1,378,761		19.15%		80.85%

		1		ＥＳ事 コト		U099004200		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸITS		1400641		PASITS T社17CY DA ｱﾌﾟﾘPF		0		PASITS T社17CY DA ｱﾌﾟﾘPF 1Q		6/19/15		NJT22		Ｔ２２		32,800,000		32,800,000		32,800,000		26,585,306		6,214,694		18.95%		81.05%

		1		ＥＳ事 コト		U099004200		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸITS		1500217		PASITS T社17CY DA PL派遣		1		PASITS T社17CY DA PL派遣 5月		5/15/15		NJT22		Ｔ２２		2,844,005		2,844,005		2,844,005		2,306,565		537,440		18.90%		81.10%

		1		ＥＳ事 コト		U111003000		ﾃﾙﾓ		1500001		テルモ：ME機器開発 [2015] 		0		テルモ：ME機器開発 [2015] ４月		4/30/15		NJT21		Ｔ２１		965,700		965,700		965,700		777,708		187,992		19.47%		80.53%

		1		ＥＳ事 コト		U111003000		ﾃﾙﾓ		1500001		テルモ：ME機器開発 [2015] 		1		テルモ：ME機器開発 [2015] ５月		5/31/15		NJT21		Ｔ２１		824,400		824,400		824,400		666,460		157,940		19.16%		80.84%

		1		ＥＳ事 コト		U111003000		ﾃﾙﾓ		1500001		テルモ：ME機器開発 [2015] 		2		テルモ：ME機器開発 [2015] ６月		6/30/15		NJT21		Ｔ２１		947,100		947,100		947,100		765,347		181,753		19.19%		80.81%

		1		ＥＳ事 コト		U111003000		ﾃﾙﾓ		1500001		テルモ：ME機器開発 [2015] 		3		テルモ：ME機器開発 [2015] ７月		7/31/15		NJT21		Ｔ２１		975,000		975,000		975,000		791,099		183,901		18.86%		81.14%

		1		ＥＳ事 コト		U113000200		日立ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｸ		1500031		技術者派遣業務（青木 晃）		1		技術者派遣業務（青木 晃）		5/31/15		TBS1		東北S1		922,180		922,180		922,180		750,331		171,849		18.64%		81.36%

		1		ＥＳ事 コト		U114003800		ﾄﾖﾀ自動車		1400585		先安モデル[2015]		2		先安仕様分析[2015.06-08]		9/2/15		NJT23		Ｔ２３		10,200,000		10,200,000		10,200,000		8,303,424		1,896,576		18.59%		81.41%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500159		森永乳業　一般開発業務支援【SE】		3		森永乳業　一般開発業務支援【SE】(07月)		7/31/15		NJJ31		Ｊ３１		3,178,450		3,178,450		3,178,450		2,580,777		597,673		18.80%		81.20%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500164		森永乳業　固定資産再構築支援		0		森永乳業　固定資産再構築支援(04月)		4/30/15		NJJ31		Ｊ３１		850,000		850,000		850,000		688,212		161,788		19.03%		80.97%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500169		森永乳業　物流生産運用業務支援2		1		森永乳業　物流生産運用業務支援2(05月)		5/31/15		NJJ31		Ｊ３１		1,506,800		1,506,800		1,506,800		1,223,935		282,865		18.77%		81.23%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500324		森永乳業　統合受払システム移行支援		0		統合受払システム移行支援(07月)		7/31/15		NJJ31		Ｊ３１		850,000		850,000		850,000		688,212		161,788		19.03%		80.97%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500252		[NMSE]SL推アプリ試験		0		[NMSE]SL推アプリ試験 ﾄﾞｺﾓﾒｰﾙ評価( 4月)		4/30/15		NJT11		Ｔ１１		3,744,500		3,744,500		3,744,500		3,046,679		697,821		18.64%		81.36%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500252		[NMSE]SL推アプリ試験		1		[NMSE]SL推アプリ試験 ﾄﾞｺﾓﾒｰﾙ評価( 5月)		5/31/15		NJT11		Ｔ１１		2,963,000		2,963,000		2,963,000		2,385,978		577,022		19.47%		80.53%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500264		[NMSE]2015年度上期iBodymoｱﾌﾟﾘ試験		4		[NMSE]2015年度上期iBodymoｱﾌﾟﾘ試験( 8月)		8/31/15		NJT11		Ｔ１１		390,500		390,500		390,500		317,181		73,319		18.78%		81.22%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095011000		ｷﾔﾉﾝｿﾌﾄｳｪｱ		1400145		コンデジ再生アプリ・ミドルウェアの開発		10		再生アプリ・ミドルウェアの開発		4/30/15		SBSS1		佐原S1		740,600		740,600		740,600		596,270		144,330		19.49%		80.51%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095011000		ｷﾔﾉﾝｿﾌﾄｳｪｱ		1500188		コンデジ撮影アプリの開発		3		コンデジ撮影アプリの開発		9/30/15		SBSS1		佐原S1		683,700		683,700		683,700		556,869		126,831		18.55%		81.45%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095011000		ｷﾔﾉﾝｿﾌﾄｳｪｱ		1500189		コンデジMenuアプリの開発		3		コンデジMenuアプリの開発		9/30/15		SBSS1		佐原S1		1,191,450		1,191,450		1,191,450		969,587		221,863		18.62%		81.38%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500045		スマートメーター導入対応（第１段）　システム構築		5		スマートメーター導入対応（第１段）　システム構築		9/30/15		TBS2		東北S2		1,600,000		1,600,000		1,600,000		1,293,996		306,004		19.13%		80.87%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500057		土木保守業務管理システム老朽化対応		3		土木保守業務管理システム老朽化対応		9/30/15		TBS2		東北S2		780,000		780,000		780,000		634,486		145,514		18.66%		81.34%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500102		電力システム部開発の統制管理機能		0		電力システム部開発の統制管理機能		9/30/15		TBS2		東北S2		975,000		975,000		975,000		792,169		182,831		18.75%		81.25%

		2		ＩＣＴ事 コト		U096005700		ｿﾆｰ		1500179		SONY（GPSｿﾌﾄｳｪｱ）		1		SONY（GPSｿﾌﾄｳｪｱ）7月		7/31/15		NJT13		Ｔ１３		1,650,000		1,650,000		1,650,000		1,333,958		316,042		19.15%		80.85%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1400300		[KC]GPS派遣 長谷川		15		[KC]GPS派遣 長谷川 7月作業		8/30/15		NJT11		Ｔ１１		812,700		812,700		812,700		657,018		155,682		19.16%		80.84%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1400596		[KC]KA4344 CAMERA_EntryHome		4		[KC]KA44 EntryHome機能		4/20/15		NJT11		Ｔ１１		2,145,000		2,145,000		2,145,000		1,734,522		410,478		19.14%		80.86%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1400596		[KC]KA4344 CAMERA_EntryHome		7		[KC]KA43 UnderWaterCamera開発		6/30/15		NJT11		Ｔ１１		2,320,500		2,320,500		2,320,500		1,885,289		435,211		18.76%		81.24%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1400596		[KC]KA4344 CAMERA_EntryHome		11		[KC]KA66 Camera機能(追加対応)		7/20/15		NJT11		Ｔ１１		1,560,000		1,560,000		1,560,000		1,270,234		289,766		18.57%		81.43%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1400598		[KC]KA43 Android Location機能設計・評価		1		[KC]KA43 Android Location機能設計・評価 Phase2		6/20/15		NJT11		Ｔ１１		1,482,000		1,482,000		1,482,000		1,206,421		275,579		18.60%		81.40%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1400598		[KC]KA43 Android Location機能設計・評価		3		[KC]KA85 GPS開発(Phase1)		9/30/15		NJT11		Ｔ１１		1,014,000		1,014,000		1,014,000		825,049		188,951		18.63%		81.37%

		2		ＩＣＴ事 コト		U108001200		ﾄﾞｺﾓｼｽﾃﾑｽﾞ		1500204		[DS]ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ技術調査および開発作業支援（運用）		1		[DS]ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ技術調査および開発作業支援（運用） 5月		5/31/15		NJT12		Ｔ１２		1,167,120		1,167,120		1,167,120		949,599		217,521		18.64%		81.36%

		2		ＩＣＴ事 コト		U108001200		ﾄﾞｺﾓｼｽﾃﾑｽﾞ		1500204		[DS]ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ技術調査および開発作業支援（運用）		2		[DS]ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ技術調査および開発作業支援（運用） 6月		6/30/15		NJT12		Ｔ１２		1,543,767		1,543,767		1,543,767		1,251,160		292,607		18.95%		81.05%

		2		ＩＣＴ事 コト		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500199		クラウドプラットフォーム開発 業務		0		クラウドプラットフォーム開発 業務		6/30/15		SBSS1		佐原S1		1,436,338		1,436,338		1,436,338		1,157,991		278,347		19.38%		80.62%

		2		ＩＣＴ事 コト		U110000100		NTTﾄﾞｺﾓ		1500285		ドコモ　リモートモニタリングサービス対応		1		ドコモ　RMS(セキュリティ対応)		9/30/15		NJJ31		Ｊ３１		1,975,000		1,975,000		1,975,000		1,600,067		374,933		18.98%		81.02%

		2		ＩＣＴ事 コト		U112002200		ﾄﾞｺﾓ･ﾃｸﾉﾛｼﾞ		1500275		[DT]海外サービス検証・支援		0		[DT]海外サービス検証・支援(4月)		4/30/15		NJT12		Ｔ１２		810,000		810,000		810,000		659,953		150,047		18.52%		81.48%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500035		【SJNKS･支援】自動車満期Ｇ　ＳＥ支援(2015年度）		0		【SJNKS･支援】自動車満期Ｇ　ＳＥ支援(2015年4月）		4/30/15		NJJ21		Ｊ２１		2,940,000		2,940,000		2,940,000		2,372,859		567,141		19.29%		80.71%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1500069		C-ITS T-STAR/RX・NAM顧問		1		C-ITS T-STAR/RX・NAM顧問 05月		5/28/15		SBSS2		佐原S2		4,132,042		4,132,042		4,132,042		3,345,599		786,443		19.03%		80.97%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1500078		C-ITS 条件精算システム		1		C-ITS 条件精算システム 05月		5/31/15		SBSS2		佐原S2		1,387,000		1,387,000		1,387,000		1,127,472		259,528		18.71%		81.29%

		3		ＦＳ事 コト		U095017100		富士ｾﾞﾛｯｸｽ情報		1500189		ＦＸＩＳ（情報ｼｽﾃﾑ開発支援）		1		FFL様の情報ｼｽﾃﾑ開発業務支援（2015年5月度）		5/31/15		NJJ32		Ｊ３２		1,473,378		1,473,378		1,473,378		1,191,556		281,822		19.13%		80.87%

		3		ＦＳ事 コト		U095020900		みずほ情報総研		1500187		みずほ情報総研（ｵﾘｺ向け受付与信ｼｽﾃﾑ）		3		ｵﾘｺ向け受付与信ｼｽﾃﾑ（07月度）		7/31/15		NJJ32		Ｊ３２		16,310,000		16,310,000		16,310,000		13,165,348		3,144,652		19.28%		80.72%

		3		ＦＳ事 コト		U095024300		ｽﾘｰｴﾑｼﾞｬﾊﾟﾝ		1500003		基幹システム維持改善		3		スリーエムジャパン　基幹システム維持改善(7月)		7/31/15		NJJ11		Ｊ１１		1,550,000		1,550,000		1,550,000		1,252,092		297,908		19.22%		80.78%

		3		ＦＳ事 コト		U095034300		全労済		1400324		次世代システム化構想業務支援		10		次世代システム化構想業務支援(4月)		4/30/15		NJJ11		Ｊ１１		1,900,000		1,900,000		1,900,000		1,540,945		359,055		18.90%		81.10%

		3		ＦＳ事 コト		U099001600		富士通ｼｽﾃﾑｽﾞ･ｲ		1400017		FEAST　情報処理システム開発（令4-1号）		12		FEAST　情報処理システム開発（令4-1号）		4/30/15		SBCS2		千葉S2		787,200		787,200		787,200		637,716		149,484		18.99%		81.01%

		3		ＦＳ事 コト		U099001600		富士通ｼｽﾃﾑｽﾞ･ｲ		1400017		FEAST　情報処理システム開発（令4-1号）		14		FEAST　情報処理システム開発（令4-1号）		6/30/15		SBCS2		千葉S2		904,870		904,870		904,870		731,695		173,175		19.14%		80.86%

		3		ＦＳ事 コト		U099001600		富士通ｼｽﾃﾑｽﾞ･ｲ		1400017		FEAST　情報処理システム開発（令4-1号）		15		FEAST　情報処理システム開発（令4-1号）		7/31/15		SBCS2		千葉S2		868,380		868,380		868,380		704,844		163,536		18.83%		81.17%

		3		ＦＳ事 コト		U099001600		富士通ｼｽﾃﾑｽﾞ･ｲ		1500218		FEAST　情報処理システム開発（令4-1号）		0		FEAST　情報処理システム開発（令4-1号）		8/31/15		SBCS2		千葉S2		827,790		827,790		827,790		672,119		155,671		18.81%		81.19%

		3		ＦＳ事 コト		U099001600		富士通ｼｽﾃﾑｽﾞ･ｲ		1500218		FEAST　情報処理システム開発（令4-1号）		1		FEAST　情報処理システム開発（令4-1号）		9/30/15		SBCS2		千葉S2		750,710		750,710		750,710		608,348		142,362		18.96%		81.04%

		3		ＦＳ事 コト		U100002400		そんぽ24損保		1500045		【S24】損害保険業務に関するシステム開発支援		1		【S24】損害保険業務に関するシステム開発支援(5月）		5/31/15		NJJ21		Ｊ２１		7,200,000		7,200,000		7,200,000		5,798,870		1,401,130		19.46%		80.54%

		3		ＦＳ事 コト		U100002400		そんぽ24損保		1500045		【S24】損害保険業務に関するシステム開発支援		4		【S24】損害保険業務に関するシステム開発支援(8月）		8/31/15		NJJ21		Ｊ２１		7,019,190		7,019,190		7,019,190		5,676,605		1,342,585		19.13%		80.87%

		3		ＦＳ事 コト		U101000201		日立ｼｽﾃﾑｽﾞ		1500194		ＪＡ共済		2		ＪＡ共済		6/30/15		NJJ22		Ｊ２２		3,400,000		3,400,000		3,400,000		2,760,494		639,506		18.81%		81.19%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1400320		保障設計支援機能の残課題改善要望（火災変更）		12		保障設計支援機能の残課題改善要望【仕様変更３】		5/31/15		NJJ11		Ｊ１１		2,460,000		2,460,000		2,460,000		1,984,660		475,340		19.32%		80.68%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1500006		個人保険３Ｇ		2		個人保険３Ｇ		6/30/15		NJJ22		Ｊ２２		2,518,414		2,518,414		2,518,414		2,027,652		490,762		19.49%		80.51%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1500007		新契約Ｇ		4		新契約Ｇ		8/31/15		NJJ22		Ｊ２２		2,533,133		2,533,133		2,533,133		2,040,696		492,437		19.44%		80.56%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1500010		営業管理Ｇ		1		営業管理Ｇ		5/31/15		NJJ22		Ｊ２２		7,421,707		7,421,707		7,421,707		5,991,458		1,430,249		19.27%		80.73%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1500011		メインフレーム基盤保守		1		メインフレーム基盤保守		5/31/15		NJJ22		Ｊ２２		780,000		780,000		780,000		633,653		146,347		18.76%		81.24%

		3		ＦＳ事 コト		U103002400		明治安田ｼｽﾃﾑﾃｸ		1500044		【MYL】法人事務ｻｰﾋﾞｽ対応(中長期ｼｽﾃﾑ課題)		1		【MYL】法人事務ｻｰﾋﾞｽ対応(中長期ｼｽﾃﾑ課題)2015年5月		5/31/15		NJJ21		Ｊ２１		8,475,000		8,475,000		8,475,000		6,898,700		1,576,300		18.60%		81.40%

		3		ＦＳ事 コト		U104003500		ｴｱｳｫｰﾀｰｿﾞﾙ		1500081		AW 技術情報サブシステム保守		3		AW 技術情報サブシステム保守 07月		7/31/15		SBSS2		佐原S2		37,500		37,500		37,500		30,344		7,156		19.08%		80.92%

		3		ＦＳ事 コト		U104003500		ｴｱｳｫｰﾀｰｿﾞﾙ		1500081		AW 技術情報サブシステム保守		4		AW 技術情報サブシステム保守 08月		8/31/15		SBSS2		佐原S2		37,500		37,500		37,500		30,344		7,156		19.08%		80.92%

		3		ＦＳ事 コト		U106000200		KDDI		1500191		ＫＤＤＩ（ﾂｰﾙ開発EUCｱﾌﾟﾘ対応）		2		ﾂｰﾙ開発EUCｱﾌﾟﾘ対応（06月度）		6/30/15		NJJ32		Ｊ３２		5,700,000		5,700,000		5,700,000		4,621,088		1,078,912		18.93%		81.07%

		3		ＦＳ事 コト		U106001900		NTTｺﾑｳｪｱ		1500072		Ａ生命様契約保全部ユーザー対応業務の委任		1		Ａ生命様保全部ユーザー対応業務５月の委任（ＮＩＤ）		5/31/15		NJJ12		Ｊ１２		2,990,000		2,990,000		2,990,000		2,433,116		556,884		18.62%		81.38%

		3		ＦＳ事 コト		U114003300		ﾁｭｰﾘｯﾋ保険会社		1500232		【Zurich】バックエンドシステム対応		0		【Zurich】バックエンドシステム対応(4月）		4/30/15		NJJ21		Ｊ２１		1,093,550		1,093,550		1,093,550		887,500		206,050		18.84%		81.16%

		4		ＮＳ事 コト		U095006805		日立製作情ｼ部		1500030		社保庁維持管理作業		0		社保庁維持管理作業		4/30/15		NJN11		Ｎ１１		1,625,000		1,625,000		1,625,000		1,308,551		316,449		19.47%		80.53%

		4		ＮＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500185		ﾎｽﾄ運用ﾁｰﾑ支援		5		ﾎｽﾄ運用ﾁｰﾑ支援		9/30/15		NJN23		Ｎ２３		740,000		740,000		740,000		596,234		143,766		19.43%		80.57%

		4		ＮＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500186		ﾎｽﾄ業務支援		1		ﾎｽﾄ業務支援		5/31/15		NJN23		Ｎ２３		527,500		527,500		527,500		427,000		100,500		19.05%		80.95%

		4		ＮＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500186		ﾎｽﾄ業務支援		2		ﾎｽﾄ業務支援		6/30/15		NJN23		Ｎ２３		525,000		525,000		525,000		425,600		99,400		18.93%		81.07%

		4		ＮＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500186		ﾎｽﾄ業務支援		3		ﾎｽﾄ業務支援		7/31/15		NJN23		Ｎ２３		530,000		530,000		530,000		428,400		101,600		19.17%		80.83%

		4		ＮＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500186		ﾎｽﾄ業務支援		4		ﾎｽﾄ業務支援		8/31/15		NJN23		Ｎ２３		520,000		520,000		520,000		422,800		97,200		18.69%		81.31%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500115		H27　ASYNETインフラ運用業務（派遣）		3		H27　ASYNETインフラ運用業務（派遣）		7/31/15		NJNA1		ＮＡ１		1,592,660		1,592,660		1,592,660		1,292,133		300,527		18.87%		81.13%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500119		H27　PS3T保守運用		0		H27　PS3T保守運用		4/30/15		NJNA1		ＮＡ１		790,000		790,000		790,000		642,457		147,543		18.68%		81.32%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500119		H27　PS3T保守運用		1		H27　PS3T保守運用		6/30/15		NJNA1		ＮＡ１		10,653,481		10,653,481		10,653,481		8,622,642		2,030,839		19.06%		80.94%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500127		H27 ITソリューション部第４チーム		2		H27　ITソリューション部第４チーム		6/30/15		NJNA1		ＮＡ１		862,560		862,560		862,560		700,206		162,354		18.82%		81.18%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500127		H27 ITソリューション部第４チーム		3		H27　ITソリューション部第４チーム		7/31/15		NJNA1		ＮＡ１		825,040		825,040		825,040		671,332		153,708		18.63%		81.37%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500127		H27 ITソリューション部第４チーム		4		H27　ITソリューション部第４チーム		8/31/15		NJNA1		ＮＡ１		886,010		886,010		886,010		718,253		167,757		18.93%		81.07%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500129		H27　羽田支店　国際ターミナルチーム		1		H27　羽田支店　国際ターミナルチーム		5/31/15		NJNA1		ＮＡ１		3,153,750		3,153,750		3,153,750		2,539,150		614,600		19.49%		80.51%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500144		H27 CAPオペレーション業務		3		H27 CAPオペレーション業務		7/31/15		NJNA2		ＮＡ２		11,590,000		11,590,000		11,590,000		9,340,822		2,249,178		19.41%		80.59%

		4		ＮＳ事 コト		U095020900		みずほ情報総研		1500028		回線事業展開支援		2		回線事業展開作業に関わる付帯業務２０１３年		6/30/15		NJN22		Ｎ２２		1,400,000		1,400,000		1,400,000		1,137,751		262,249		18.73%		81.27%

		4		ＮＳ事 コト		U095023300		三井ﾎｰﾑ		1500022		ｼｽﾃﾑ管理ｾﾝﾀｰ運用管理業務　他		1		ｼｽﾃﾑ管理ｾﾝﾀｰ運用管理業務　他		5/31/15		NJN11		Ｎ１１		3,050,000		3,050,000		3,050,000		2,482,108		567,892		18.62%		81.38%

		4		ＮＳ事 コト		U096000800		日本HP		1500150		H27 ASY OMC業務作業支援		3		H27 ASY OMC業務作業支援		8/20/15		NJNA2		ＮＡ２		7,785,000		7,785,000		7,785,000		6,329,237		1,455,763		18.70%		81.30%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1400342		全労済システムズ オープン系運用業務		8		全労済システムズ オープン系運用業務		4/2/15		NJN11		Ｎ１１		7,252,000		7,252,000		7,252,000		5,907,546		1,344,454		18.54%		81.46%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1500155		IBM)ＮＫひばり運用		0		IBM)ＮＫひばり運用		5/9/15		NJN23		Ｎ２３		26,750,000		26,750,000		26,750,000		21,665,690		5,084,310		19.01%		80.99%

		4		ＮＳ事 コト		U097003000		ｱﾒﾘｶﾝﾎｰﾑ医療		1500084		ｱﾒﾎ)お客様情報管理室支援業務		3		ｱﾒﾎ)お客様情報管理室支援業務		7/31/15		NJN22		Ｎ２２		1,480,449		1,480,449		1,480,449		1,198,710		281,739		19.03%		80.97%

		4		ＮＳ事 コト		U097003000		ｱﾒﾘｶﾝﾎｰﾑ医療		1500085		ｱﾒﾎ)情報ｾｷｭﾘﾃｨ管理業務		0		ｱﾒﾎ)情報ｾｷｭﾘﾃｨ管理業務		4/30/15		NJN22		Ｎ２２		1,480,000		1,480,000		1,480,000		1,193,083		286,917		19.39%		80.61%

		4		ＮＳ事 コト		U097003000		ｱﾒﾘｶﾝﾎｰﾑ医療		1500085		ｱﾒﾎ)情報ｾｷｭﾘﾃｨ管理業務		2		ｱﾒﾎ)情報ｾｷｭﾘﾃｨ管理業務		6/30/15		NJN22		Ｎ２２		1,512,809		1,512,809		1,512,809		1,231,123		281,686		18.62%		81.38%

		4		ＮＳ事 コト		U100002400		そんぽ24損保		1500055		（そんぽ-基盤 H27）電子計算機システム運用管理業務		4		（そんぽ-基盤 H27）電子計算機システム運用管理業務		8/31/15		NJN21		Ｎ２１		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,053,811		246,189		18.94%		81.06%

		4		ＮＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1500017		オープン系システムの業務課題支援		1		オープン系システムの業務課題支援		5/31/15		NJN11		Ｎ１１		4,680,000		4,680,000		4,680,000		3,788,664		891,336		19.05%		80.95%

		4		ＮＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1500017		オープン系システムの業務課題支援		4		オープン系システムの業務課題支援		8/31/15		NJN11		Ｎ１１		4,630,000		4,630,000		4,630,000		3,761,074		868,926		18.77%		81.23%

		4		ＮＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1500018		（FIS-OP H27）電子計算機オペレーション業務		2		（FIS-OP H27）電子計算機オペレーション業務		6/30/15		NJN11		Ｎ１１		7,560,000		7,560,000		7,560,000		6,121,423		1,438,577		19.03%		80.97%

		4		ＮＳ事 コト		U106000500		NSSLCｻｰﾋﾞｽ		1500078		NSSLC　内線電話基盤構築＆運用		1		NSSLC　内線電話基盤構築＆運用		5/31/15		NJN22		Ｎ２２		640,000		640,000		640,000		518,732		121,268		18.95%		81.05%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1500062		CTC(MHCBﾒｰﾙ監査ｼｽﾃﾑ保守）		5		CTC(MHCBﾒｰﾙ監査ｼｽﾃﾑ保守）		9/30/15		NJN21		Ｎ２１		2,180,000		2,180,000		2,180,000		1,760,425		419,575		19.25%		80.75%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1500066		CTC(SI委託契約)MARISYS_市場系ﾘｽｸ案件支援		6		CTC(SI委託契約)MARISYS二次対応(7-8月)		8/31/15		NJN21		Ｎ２１		5,620,000		5,620,000		5,620,000		4,541,250		1,078,750		19.19%		80.81%

		4		ＮＳ事 コト		U109000700		出版共同流通		1500101		所沢センター　運用管理		0		所沢センター　運用管理		4/30/15		NJN12		Ｎ１２		3,110,000		3,110,000		3,110,000		2,530,125		579,875		18.65%		81.35%

		4		ＮＳ事 コト		U109000700		出版共同流通		1500101		所沢センター　運用管理		2		所沢センター　運用管理		6/30/15		NJN12		Ｎ１２		3,110,000		3,110,000		3,110,000		2,518,611		591,389		19.02%		80.98%

		4		ＮＳ事 コト		U111003700		AIGﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ		1500087		AIGKK)ＩＴ運用管理部業務_AHA向け運用		2		AIGKK)ＩＴオペレーション業務支援		6/30/15		NJN22		Ｎ２２		2,636,700		2,636,700		2,636,700		2,136,162		500,538		18.98%		81.02%

		4		ＮＳ事 コト		U111003700		AIGﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ		1500088		AIGKK)顧客サービス部業務_AHA向けﾕｰｻﾞ支援		3		AIGKK)顧客サービス部業務_AHA向けﾕｰｻﾞ支援		7/31/15		NJN22		Ｎ２２		2,796,890		2,796,890		2,796,890		2,277,853		519,037		18.56%		81.44%

		4		ＮＳ事 コト		U112001400		AIRDO		1500135		H27 AIRDO社内システム保守運用作業		2		H27　AIRDO社内システム保守運用作業		6/30/15		NJNA1		ＮＡ１		1,569,676		1,569,676		1,569,676		1,274,086		295,590		18.83%		81.17%

		5		その他 タ		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1500023		【NSG】FIP/運用SE業務(高橋)		0		①【NS】FIP/運用SE業務(2015/5)		5/31/15		EBCS		ＣＳ課		456,553		456,553		456,553		368,527		88,026		19.28%		80.72%

		5		その他 タ		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1500023		【NSG】FIP/運用SE業務(高橋)		3		①【NS】FIP/運用SE業務(2015/8)		8/31/15		EBCS		ＣＳ課		717,071		717,071		717,071		582,166		134,905		18.81%		81.19%

		5		その他 タ		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1500023		【NSG】FIP/運用SE業務(高橋)		4		①【NS】FIP/運用SE業務(2015/9)		9/30/15		EBCS		ＣＳ課		628,039		628,039		628,039		510,063		117,976		18.78%		81.22%

		5		その他 タ		U095033200		地方公共団体		1500048		②【OS】地方自治（梅木･山口・林田）		0		②【OS】地方自冶/OA業務		4/30/15		EBCS		ＣＳ課		1,819,975		1,819,975		1,819,975		1,471,438		348,537		19.15%		80.85%

		5		その他 タ		U097001800		ｼｰｴｰｼｰﾅﾚｯｼﾞ		1500033		②【OS】ＣＡＣ（運用）松下		3		②【OS】CAC/湯浅商事向け運用管理		7/31/15		EBCS		ＣＳ課		681,475		681,475		681,475		551,455		130,020		19.08%		80.92%

		5		その他 タ		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1500037		②【OS】NHK-MT （東）		0		②【OS】NHKMT/運用ヘルプ		4/30/15		EBCS		ＣＳ課		550,000		550,000		550,000		447,306		102,694		18.67%		81.33%

		5		その他 タ		U106000300		長谷工ｱﾈｼｽ		1500025		①【NS】HASEKO/PC運用･技術支援業務		0		①【NS】長谷工/PC運用/技術支援業務		4/30/15		EBCS		ＣＳ課		582,000		582,000		582,000		472,676		109,324		18.78%		81.22%

		5		その他 タ		U111000400		NHK出版		1500035		②【OS】NHK出版		2		②【OS】NHK出版/ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ(加藤)		6/30/15		EBCS		ＣＳ課		550,000		550,000		550,000		447,306		102,694		18.67%		81.33%

		1		ＥＳ事 コト		U095006501		横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻ		1400633		ＹＪＰ：水明システム派遣 [2015] 		3		ＹＪＰ：水明システム派遣 [2015] 6/21-7/20		7/20/15		NJT21		Ｔ２１		921,894		921,894		921,894		736,513		185,381		20.11%		79.89%

		1		ＥＳ事 コト		U095006601		日立国際小金井		1400610		HiKE 全国消防(2015)		0		HiKE 名古屋向けBU対応呼制御CPU改造作業		4/30/15		NJT22		Ｔ２２		940,000		940,000		940,000		748,000		192,000		20.43%		79.57%

		1		ＥＳ事 コト		U095007203		沖電気工業芝浦		1400611		OKI 消防救急デジタル無線システム[2015]		0		OKI 消防救急デジタル無線システム[2015] 4月		4/30/15		NJT22		Ｔ２２		5,185,455		5,185,455		5,185,455		4,135,778		1,049,677		20.24%		79.76%

		1		ＥＳ事 コト		U095011900		OKIｿﾌﾄｳｪｱ		1500012		ＳＭＢＣ来店予約（第２フェーズ）作業		0		ＳＭＢＣ来店予約（第２フェーズ）作業		5/31/15		TBS1		東北S1		1,889,900		1,889,900		1,889,900		1,504,126		385,774		20.41%		79.59%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500017		Ｈ２７年度保守業務に関する作業		0		Ｈ２７年度保守業務に関する作業		4/30/15		TBS1		東北S1		285,250		285,250		285,250		227,779		57,471		20.15%		79.85%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500026		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（工藤雄介）		0		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（工藤雄介）		4/30/15		TBS1		東北S1		489,000		489,000		489,000		390,478		98,522		20.15%		79.85%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500065		人財総合システムサーバ保守切れ対応　システム構築		0		人財総合システムサーバ保守切れ対応　システム構築		6/30/15		TBS1		東北S1		24,000		24,000		24,000		19,141		4,859		20.25%		79.75%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500065		人財総合システムサーバ保守切れ対応　システム構築		1		人財総合システムサーバ保守切れ対応　システム構築		7/31/15		TBS1		東北S1		24,000		24,000		24,000		19,141		4,859		20.25%		79.75%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500065		人財総合システムサーバ保守切れ対応　システム構築		2		人財総合システムサーバ保守切れ対応　システム構築		8/31/15		TBS1		東北S1		24,000		24,000		24,000		19,141		4,859		20.25%		79.75%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500065		人財総合システムサーバ保守切れ対応　システム構築		3		人財総合システムサーバ保守切れ対応　システム構築		9/30/15		TBS1		東北S1		24,000		24,000		24,000		19,141		4,859		20.25%		79.75%

		1		ＥＳ事 コト		U095026000		ｼﾞｮﾝｿﾝｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾞ		1400047		Ｊ：ビル中央監視派遣　齋藤翼		11		Ｊ：ビル中央監視派遣　齋藤翼(3月）		4/6/15		NJT21		Ｔ２１		800,000		800,000		800,000		639,753		160,247		20.03%		79.97%

		1		ＥＳ事 コト		U095026300		ﾌｸﾀﾞ電子		1500295		ＭＢＦ：MBF-1000		1		ＭＢＦ：MBF-1000S 新ストレス装置対応		9/28/15		NJT21		Ｔ２１		5,000,000		5,000,000		5,000,000		3,977,117		1,022,883		20.46%		79.54%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400629		Canon ネットワークカメラ[2015][伏見]		1		Canon ネットワークカメラ[2015][伏見] 5月		5/20/15		NJT22		Ｔ２２		661,500		661,500		661,500		528,221		133,279		20.15%		79.85%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400629		Canon ネットワークカメラ[2015][伏見]		2		Canon ネットワークカメラ[2015][伏見] 6月		6/20/15		NJT22		Ｔ２２		912,625		912,625		912,625		728,749		183,876		20.15%		79.85%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400629		Canon ネットワークカメラ[2015][伏見]		3		Canon ネットワークカメラ[2015][伏見] 7月		7/20/15		NJT22		Ｔ２２		801,150		801,150		801,150		639,734		161,416		20.15%		79.85%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400013		医療機器ソフトウェア開発業務（藤澤秀）		12		医療機器ソフトウェア開発業務（藤澤秀）		4/20/15		TBS1		東北S1		736,800		736,800		736,800		586,467		150,333		20.40%		79.60%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500003		医療機器開発ソフトウェア開発業務（小野寺隆幸）		4		医療機器開発ソフトウェア開発業務（小野寺隆幸）		9/20/15		TBS1		東北S1		867,500		867,500		867,500		693,865		173,635		20.02%		79.98%

		1		ＥＳ事 コト		U099004200		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸITS		1400639		PASITS T社17CY DA DIAG		3		PASITS T社17CY DA DIAG 7月		7/21/15		NJT22		Ｔ２２		10,960,000		10,960,000		10,960,000		8,770,840		2,189,160		19.97%		80.03%

		1		ＥＳ事 コト		U099004200		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸITS		1400640		PASITS T社17CY DA HMI		3		PASITS T社17CY DA HMI 7月		7/17/15		NJT22		Ｔ２２		16,559,980		16,559,980		16,559,980		13,248,478		3,311,502		20.00%		80.00%

		1		ＥＳ事 コト		U099004200		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸITS		1500328		PASITS ﾄﾖﾀ様向け_17CY_RSE開発		0		PASITS ﾄﾖﾀ様向け_17CY_RSE開発 2Q		9/18/15		NJT22		Ｔ２２		2,400,000		2,400,000		2,400,000		1,930,941		469,059		19.54%		80.46%

		1		ＥＳ事 コト		U103002900		ﾘｺｰｱｲﾃｲｿﾘｭｰｼｮﾝ		1500074		データ収集＆DR判定システム		1		データ収集＆DR判定システムの諸経費		8/25/15		TBS1		東北S1		399,700		399,700		399,700		320,500		79,200		19.81%		80.19%

		1		ＥＳ事 コト		U104001000		ﾄﾖﾀﾃｸﾆｶﾙﾃﾞﾍﾞﾛｯ		1400589		HVシス担(TTDC)		1		HVシス担(TTDC)[2015.04]		4/24/15		NJT23		Ｔ２３		2,048,000		2,048,000		2,048,000		1,633,718		414,282		20.23%		79.77%

		1		ＥＳ事 コト		U111003000		ﾃﾙﾓ		1500001		テルモ：ME機器開発 [2015] 		4		テルモ：ME機器開発 [2015] ８月		8/31/15		NJT21		Ｔ２１		750,000		750,000		750,000		601,565		148,435		19.79%		80.21%

		1		ＥＳ事 コト		U114003800		ﾄﾖﾀ自動車		1400576		充電制御[2015]		0		充電制御[2015.03-05]		5/28/15		NJT23		Ｔ２３		17,952,000		17,952,000		17,952,000		14,412,621		3,539,379		19.72%		80.28%

		1		ＥＳ事 コト		U114003800		ﾄﾖﾀ自動車		1400576		充電制御[2015]		1		充電制御[2015.06-08]		8/28/15		NJT23		Ｔ２３		17,952,000		17,952,000		17,952,000		14,407,260		3,544,740		19.75%		80.25%

		1		ＥＳ事 コト		U114003800		ﾄﾖﾀ自動車		1400580		S&S機能安全[2015]		0		S&S機能安全[2015.03-05]		5/29/15		NJT23		Ｔ２３		4,368,000		4,368,000		4,368,000		3,492,408		875,592		20.05%		79.95%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500159		森永乳業　一般開発業務支援【SE】		5		森永乳業　一般開発業務支援【SE】(09月)		9/30/15		NJJ31		Ｊ３１		3,027,500		3,027,500		3,027,500		2,418,005		609,495		20.13%		79.87%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500161		森永乳業　統合売上開発支援【SE】		4		森永乳業　統合売上開発支援【SE】(08月)		8/31/15		NJJ31		Ｊ３１		1,650,000		1,650,000		1,650,000		1,320,244		329,756		19.99%		80.01%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500164		森永乳業　固定資産再構築支援		2		森永乳業　固定資産再構築支援(06月)		6/30/15		NJJ31		Ｊ３１		853,619		853,619		853,619		686,206		167,413		19.61%		80.39%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500208		[NMSE]MM放送端末評価(H27上)		5		[NMSE]MM放送端末評価(H27上)( 9月)		9/30/15		NJT11		Ｔ１１		1,370,000		1,370,000		1,370,000		1,091,115		278,885		20.36%		79.64%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500209		[NMSE]2015年度上期eNB開発		1		[NMSE]2015年度上期eNB開発		9/30/15		NJT11		Ｔ１１		4,110,000		4,110,000		4,110,000		3,280,231		829,769		20.19%		79.81%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500247		[NMSE]CB推アプリ試験		12		[NMSE]CB推アプリ試験 ﾛｯｸ関連評価( 8月)		8/31/15		NJT11		Ｔ１１		1,000,500		1,000,500		1,000,500		799,000		201,500		20.14%		79.86%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500266		[NMSE]2015上期SL推アプリ試験		2		[NMSE]2015上期SL推アプリ試験(電話帳)( 6月)		6/30/15		NJT11		Ｔ１１		558,500		558,500		558,500		447,452		111,048		19.88%		80.12%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1400363		[NMSE]HD-BDE基地局開発(準委任)		14		[NMSE]HD-BDE開発・LTEソフト開発推進支援開発(7月)		7/20/15		NJT12		Ｔ１２		4,361,760		4,361,760		4,361,760		3,504,307		857,453		19.66%		80.34%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1400124		Ｌ１Ｋ保守切れ対応　システム構築		1		Ｌ１Ｋ保守切れ対応　システム構築		4/30/15		TBS2		東北S2		214,500		214,500		214,500		171,697		42,803		19.95%		80.05%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500036		用地再構築　システム構築		1		用地再構築　システム構築		9/30/15		TBS2		東北S2		42,690,000		42,690,000		42,690,000		34,333,644		8,356,356		19.57%		80.43%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500037		燃料（新仙台３号）　システム構築		3		燃料（新仙台３号）　システム構築		7/31/15		TBS2		東北S2		660,000		660,000		660,000		526,901		133,099		20.17%		79.83%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500058		水力発電所導水路診断システム老朽化対応		0		水力発電所導水路診断システム老朽化対応		6/30/15		TBS2		東北S2		981,500		981,500		981,500		783,084		198,416		20.22%		79.78%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500058		水力発電所導水路診断システム老朽化対応		2		水力発電所導水路診断システム老朽化対応		8/31/15		TBS2		東北S2		591,500		591,500		591,500		470,577		120,923		20.44%		79.56%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500085		「でんき予報の広域機関対応」情報化企画書		0		「でんき予報の広域機関対応」情報化企画書		8/31/15		TBS2		東北S2		1,782,000		1,782,000		1,782,000		1,424,239		357,761		20.08%		79.92%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500099		「Ｇ２Ａ広域機関対応」情報化企画書		0		「Ｇ２Ａ広域機関対応」情報化企画書		8/31/15		TBS2		東北S2		660,000		660,000		660,000		528,718		131,282		19.89%		80.11%

		2		ＩＣＴ事 コト		U096005700		ｿﾆｰ		1500176		SONY（Audio-SW）		2		SONY（Audio-SW）6月		6/30/15		NJT13		Ｔ１３		9,226,683		9,226,683		9,226,683		7,426,488		1,800,195		19.51%		80.49%

		2		ＩＣＴ事 コト		U096005700		ｿﾆｰ		1500180		SONY（Media-PF）		5		SONY（Media-PF）9月		9/30/15		NJT13		Ｔ１３		3,935,140		3,935,140		3,935,140		3,130,510		804,630		20.45%		79.55%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1400598		[KC]KA43 Android Location機能設計・評価		0		[KC]KA43 Android Location機能設計・評価		4/30/15		NJT11		Ｔ１１		1,365,000		1,365,000		1,365,000		1,098,614		266,386		19.52%		80.48%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1500356		[KC]FOTAサーバリプレイス		0		[KC]FOTAサーバ解析		8/31/15		NJT11		Ｔ１１		1,170,000		1,170,000		1,170,000		940,629		229,371		19.60%		80.40%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1500370		[KC]KA85 SIM Free App開発		0		[KC]KA85 SIM Free App開発		9/30/15		NJT11		Ｔ１１		409,500		409,500		409,500		329,453		80,047		19.55%		80.45%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1500375		[KC]KA73 MDM(Security)開発		0		[KC]KA73 MDM(Security)開発		9/30/15		NJT11		Ｔ１１		1,482,000		1,482,000		1,482,000		1,183,766		298,234		20.12%		79.88%

		2		ＩＣＴ事 コト		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500199		クラウドプラットフォーム開発 業務		1		クラウドプラットフォーム開発 業務		7/31/15		SBSS1		佐原S1		1,487,963		1,487,963		1,487,963		1,187,497		300,466		20.19%		79.81%

		2		ＩＣＴ事 コト		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500199		クラウドプラットフォーム開発 業務		2		クラウドプラットフォーム開発 業務		8/31/15		SBSS1		佐原S1		1,171,138		1,171,138		1,171,138		932,219		238,919		20.40%		79.60%

		2		ＩＣＴ事 コト		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500199		クラウドプラットフォーム開発 業務		3		クラウドプラットフォーム開発 業務		9/30/15		SBSS1		佐原S1		941,588		941,588		941,588		755,151		186,437		19.80%		80.20%

		2		ＩＣＴ事 コト		U109003400		東日本電信電話		1500033		平成２７年度　Ｐ－ＮＭＳシステム運用・保守		5		平成２７年度　Ｐ－ＮＭＳシステム運用・保守		9/30/15		TBS2		東北S2		1,740,000		1,740,000		1,740,000		1,385,387		354,613		20.38%		79.62%

		2		ＩＣＴ事 コト		U112000900		ｱｲ･ｴﾑ･ｼﾞｪｲ		1500271		IMJ LEONET運用		5		IMJ LEONET運用 9月		9/30/15		NJT13		Ｔ１３		300,000		300,000		300,000		240,416		59,584		19.86%		80.14%

		2		ＩＣＴ事 コト		U112002200		ﾄﾞｺﾓ･ﾃｸﾉﾛｼﾞ		1500275		[DT]海外サービス検証・支援		3		[DT]海外サービス検証・支援(7月)		7/31/15		NJT12		Ｔ１２		810,000		810,000		810,000		647,120		162,880		20.11%		79.89%

		2		ＩＣＴ事 コト		U114003000		ｵﾑﾛﾝﾍﾙｽｹｱ		1500177		[OHQ]OGSCシステム開発		1		OHQ（OGSCシステム開発）追加分		8/31/15		NJT11		Ｔ１１		1,381,000		1,381,000		1,381,000		1,103,973		277,027		20.06%		79.94%

		3		ＦＳ事 コト		U095010700		ちばぎんｺﾝﾋﾟｭｰ		1400280		CCS　退室業務アプリケーション開発		0		CCS　退室業務アプリケーション開発		6/30/15		SBCS2		千葉S2		3,370,000		3,370,000		3,370,000		2,684,307		685,693		20.35%		79.65%

		3		ＦＳ事 コト		U095010700		ちばぎんｺﾝﾋﾟｭｰ		1500211		CCS　新聞社向けＥＣサイト決済基盤開発		0		CCS　新聞社向けＥＣサイト決済基盤開発		6/30/15		SBCS2		千葉S2		157,500		157,500		157,500		125,865		31,635		20.09%		79.91%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1400605		【SJNKS･個商管（営成保険金）】日常（２０１５年度）		4		【SJNKS･損調】日常業務（2015年8月）		8/31/15		NJJ21		Ｊ２１		660,000		660,000		660,000		529,842		130,158		19.72%		80.28%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500039		【SJNKS･支援】代ｼｽオフライン　ＳＥ支援(2015年度）		0		【SJNKS･支援】代ｼｽオフライン　ＳＥ支援(2015年4月）		4/30/15		NJJ21		Ｊ２１		4,770,000		4,770,000		4,770,000		3,795,207		974,793		20.44%		79.56%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500040		【SJNKS･支援】団体Ｇ　ＳＥ支援(2015年度）		0		【SJNKS･支援】団体Ｇ　ＳＥ支援(2015年4月度）		4/30/15		NJJ21		Ｊ２１		4,820,000		4,820,000		4,820,000		3,846,051		973,949		20.21%		79.79%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500281		【SJNKS･支援】成績Ｇ　ＳＥ支援(2015年度）		0		【SJNKS･支援】成績Ｇ　ＳＥ支援(2015年4月）		4/30/15		NJJ21		Ｊ２１		980,000		980,000		980,000		780,000		200,000		20.41%		79.59%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500281		【SJNKS･支援】成績Ｇ　ＳＥ支援(2015年度）		1		【SJNKS･支援】成績Ｇ　ＳＥ支援(2015年5月）		5/31/15		NJJ21		Ｊ２１		980,000		980,000		980,000		780,000		200,000		20.41%		79.59%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500281		【SJNKS･支援】成績Ｇ　ＳＥ支援(2015年度）		2		【SJNKS･支援】成績Ｇ　ＳＥ支援(2015年6月）		6/30/15		NJJ21		Ｊ２１		980,000		980,000		980,000		780,000		200,000		20.41%		79.59%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500281		【SJNKS･支援】成績Ｇ　ＳＥ支援(2015年度）		3		【SJNKS･支援】成績Ｇ　ＳＥ支援(2015年7月）		7/31/15		NJJ21		Ｊ２１		980,000		980,000		980,000		780,000		200,000		20.41%		79.59%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500281		【SJNKS･支援】成績Ｇ　ＳＥ支援(2015年度）		4		【SJNKS･支援】成績Ｇ　ＳＥ支援(2015年8月）		8/31/15		NJJ21		Ｊ２１		980,000		980,000		980,000		780,000		200,000		20.41%		79.59%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500281		【SJNKS･支援】成績Ｇ　ＳＥ支援(2015年度）		5		【SJNKS･支援】成績Ｇ　ＳＥ支援(2015年9月）		9/30/15		NJJ21		Ｊ２１		980,000		980,000		980,000		780,000		200,000		20.41%		79.59%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1500070		C-ITS PX		1		C-ITS PX 05月		5/27/15		SBSS2		佐原S2		1,979,860		1,979,860		1,979,860		1,574,873		404,987		20.46%		79.54%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1500076		C-ITS R&D開発		0		C-ITS R&D開発 04月		4/30/15		SBSS2		佐原S2		1,303,500		1,303,500		1,303,500		1,037,628		265,872		20.40%		79.60%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1500078		C-ITS 条件精算システム		4		C-ITS 条件精算システム 08月		8/31/15		SBSS2		佐原S2		3,902,550		3,902,550		3,902,550		3,126,690		775,860		19.88%		80.12%

		3		ＦＳ事 コト		U095020900		みずほ情報総研		1500188		みずほ情報総研（銀行系ｼｽﾃﾑ）		3		基盤更改ユーザー移行サポート（07月度）		7/31/15		NJJ32		Ｊ３２		900,000		900,000		900,000		724,170		175,830		19.54%		80.46%

		3		ＦＳ事 コト		U095024300		ｽﾘｰｴﾑｼﾞｬﾊﾟﾝ		1500003		基幹システム維持改善		2		スリーエムジャパン　基幹システム維持改善(6月)		6/30/15		NJJ11		Ｊ１１		1,550,000		1,550,000		1,550,000		1,247,076		302,924		19.54%		80.46%

		3		ＦＳ事 コト		U095042500		さくら情報ｼｽﾃﾑ		1500016		さくら情報　ソニー生命業務支援		1		さくら情報　ソニー生命業務支援		5/31/15		SBCS2		千葉S2		1,936,640		1,936,640		1,936,640		1,552,335		384,305		19.84%		80.16%

		3		ＦＳ事 コト		U099000300		川越市		1500015		川越市（維持管理）		2		川越市（維持管理）		6/30/15		NJJ22		Ｊ２２		2,465,000		2,465,000		2,465,000		1,964,712		500,288		20.30%		79.70%

		3		ＦＳ事 コト		U101000201		日立ｼｽﾃﾑｽﾞ		1500194		ＪＡ共済		4		ＪＡ共済		8/31/15		NJJ22		Ｊ２２		3,400,000		3,400,000		3,400,000		2,735,379		664,621		19.55%		80.45%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1500006		個人保険３Ｇ		0		個人保険３Ｇ		4/30/15		NJJ22		Ｊ２２		2,655,539		2,655,539		2,655,539		2,135,995		519,544		19.56%		80.44%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1500006		個人保険３Ｇ		3		個人保険３Ｇ		7/31/15		NJJ22		Ｊ２２		2,632,709		2,632,709		2,632,709		2,111,926		520,783		19.78%		80.22%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1500008		数理統計Ｇ		1		数理統計Ｇ		5/31/15		NJJ22		Ｊ２２		2,250,000		2,250,000		2,250,000		1,806,849		443,151		19.70%		80.30%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1500008		数理統計Ｇ		4		数理統計Ｇ		8/31/15		NJJ22		Ｊ２２		2,255,094		2,255,094		2,255,094		1,814,577		440,517		19.53%		80.47%

		3		ＦＳ事 コト		U106000200		KDDI		1500191		ＫＤＤＩ（ﾂｰﾙ開発EUCｱﾌﾟﾘ対応）		5		ﾂｰﾙ開発EUCｱﾌﾟﾘ対応（09月度）		9/30/15		NJJ32		Ｊ３２		5,250,000		5,250,000		5,250,000		4,175,451		1,074,549		20.47%		79.53%

		3		ＦＳ事 コト		U106001900		NTTｺﾑｳｪｱ		1500072		Ａ生命様契約保全部ユーザー対応業務の委任		4		Ａ生命様保全部ユーザー対応業務８月の委任（ＮＩＤ）		8/31/15		NJJ12		Ｊ１２		2,210,000		2,210,000		2,210,000		1,767,891		442,109		20.00%		80.00%

		3		ＦＳ事 コト		U106001900		NTTｺﾑｳｪｱ		1500072		Ａ生命様契約保全部ユーザー対応業務の委任		5		Ａ生命様保全部ユーザー対応業務９月の委任（ＮＩＤ）		9/30/15		NJJ12		Ｊ１２		2,210,000		2,210,000		2,210,000		1,765,780		444,220		20.10%		79.90%

		3		ＦＳ事 コト		U108003100		ｴﾑﾕｰﾌﾛﾝﾃｨｱ債権		1500067		業務システムの開発支援		0		業務システムの開発支援（４月）		4/30/15		NJJ12		Ｊ１２		4,500,000		4,500,000		4,500,000		3,620,604		879,396		19.54%		80.46%

		3		ＦＳ事 コト		U110001800		千葉ｶﾞｽ		1400288		千葉ガス HHC検針システム他(維持管理)支援		1		千葉ガス HHC検針システム他(維持管理)支援 4/21-5/20		5/20/15		SBSS2		佐原S2		320,000		320,000		320,000		254,783		65,217		20.38%		79.62%

		3		ＦＳ事 コト		U110001800		千葉ｶﾞｽ		1400288		千葉ガス HHC検針システム他(維持管理)支援		3		千葉ガス HHC検針システム他(維持管理)支援 6/21-7/20		7/20/15		SBSS2		佐原S2		320,000		320,000		320,000		255,377		64,623		20.19%		79.81%

		3		ＦＳ事 コト		U110001800		千葉ｶﾞｽ		1400288		千葉ガス HHC検針システム他(維持管理)支援		4		千葉ガス HHC検針システム他(維持管理)支援 7/21-8/20		8/20/15		SBSS2		佐原S2		320,000		320,000		320,000		254,961		65,039		20.32%		79.68%

		3		ＦＳ事 コト		U110001800		千葉ｶﾞｽ		1400288		千葉ガス HHC検針システム他(維持管理)支援		5		千葉ガス HHC検針システム他(維持管理)支援 8/21-9/20		9/20/15		SBSS2		佐原S2		320,000		320,000		320,000		254,619		65,381		20.43%		79.57%

		4		ＮＳ事 コト		U095006805		日立製作情ｼ部		1500030		社保庁維持管理作業		3		社保庁維持管理作業		7/31/15		NJN11		Ｎ１１		1,625,000		1,625,000		1,625,000		1,304,609		320,391		19.72%		80.28%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1500090		FIP)ｻﾝﾘｵ殿他向けｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ運用		4		FIP)ｻﾝﾘｵ殿他向けｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ運用		8/31/15		NJN22		Ｎ２２		6,391,400		6,391,400		6,391,400		5,093,888		1,297,512		20.30%		79.70%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500115		H27　ASYNETインフラ運用業務（派遣）		0		H27　ASYNETインフラ運用業務（派遣）		4/30/15		NJNA1		ＮＡ１		1,580,000		1,580,000		1,580,000		1,266,868		313,132		19.82%		80.18%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500123		H27　AIオペレーション		1		H27　AIオペレーション		9/30/15		NJNA1		ＮＡ１		29,640,000		29,640,000		29,640,000		23,673,789		5,966,211		20.13%		79.87%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500126		H27 ITサービスマネジメント部基盤運用第３チーム		1		H27　ITサービスマネジメント部基盤運用第３チーム		5/31/15		NJNA1		ＮＡ１		4,762,280		4,762,280		4,762,280		3,812,338		949,942		19.95%		80.05%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500126		H27 ITサービスマネジメント部基盤運用第３チーム		5		H27　ITサービスマネジメント部基盤運用第３チーム		9/30/15		NJNA1		ＮＡ１		4,261,500		4,261,500		4,261,500		3,406,795		854,705		20.06%		79.94%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500128		H27 エアポート統括部 羽田支店		5		H27　羽田支店　カスタマーチーム		9/30/15		NJNA1		ＮＡ１		1,856,570		1,856,570		1,856,570		1,481,622		374,948		20.20%		79.80%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500132		H27　IS1開発支援（ANAcore開発）		1		H27　IS1開発支援（ANAcore開発）		9/30/15		NJNA1		ＮＡ１		2,370,000		2,370,000		2,370,000		1,887,669		482,331		20.35%		79.65%

		4		ＮＳ事 コト		U095033200		地方公共団体		1500053		（J-Lis H27）地方･交付税等運用管理		2		（J-Lis H27）地方･交付税等運用管理		6/30/15		NJN21		Ｎ２１		8,924,458		8,924,458		8,924,458		7,157,069		1,767,389		19.80%		80.20%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1500155		IBM)ＮＫひばり運用		1		IBM)ＮＫひばり運用		6/4/15		NJN23		Ｎ２３		24,970,000		24,970,000		24,970,000		20,031,694		4,938,306		19.78%		80.22%

		4		ＮＳ事 コト		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1500104		NHKMT インターネット運用業務		5		NHKMT インターネット運用業務		9/30/15		NJN12		Ｎ１２		1,240,000		1,240,000		1,240,000		986,403		253,597		20.45%		79.55%

		4		ＮＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1500019		（FIS-SE H27）運用管理業務		4		（FIS-SE H27）運用管理業務		8/31/15		NJN11		Ｎ１１		3,120,000		3,120,000		3,120,000		2,489,005		630,995		20.22%		79.78%

		4		ＮＳ事 コト		U104002900		長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮ		1500050		（長谷工-建設 H27）ｲﾝﾌﾗ･運用関連技術支援		2		（長谷工-建設 H27）ｲﾝﾌﾗ･運用関連技術支援		6/30/15		NJN21		Ｎ２１		679,000		679,000		679,000		543,662		135,338		19.93%		80.07%

		4		ＮＳ事 コト		U105002900		三菱総研DCS		1500110		三菱総研DCS MUMSSｼｽﾃﾑ基盤構築・維持管理業務		0		三菱総研DCS MUMSSｼｽﾃﾑ基盤構築・維持管理業務		4/30/15		NJN12		Ｎ１２		2,590,425		2,590,425		2,590,425		2,074,662		515,763		19.91%		80.09%

		4		ＮＳ事 コト		U105002900		三菱総研DCS		1500110		三菱総研DCS MUMSSｼｽﾃﾑ基盤構築・維持管理業務		1		三菱総研DCS MUMSSｼｽﾃﾑ基盤構築・維持管理業務		5/31/15		NJN12		Ｎ１２		2,843,603		2,843,603		2,843,603		2,285,102		558,501		19.64%		80.36%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1500061		CTC(MHCBﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌｨｰﾄﾞ案件支援)		5		CTC(MHCBﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌｨｰﾄﾞ案件支援)		9/30/15		NJN21		Ｎ２１		2,146,039		2,146,039		2,146,039		1,727,082		418,957		19.52%		80.48%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1500062		CTC(MHCBﾒｰﾙ監査ｼｽﾃﾑ保守）		0		CTC(MHCBﾒｰﾙ監査ｼｽﾃﾑ保守）		4/30/15		NJN21		Ｎ２１		2,180,000		2,180,000		2,180,000		1,738,031		441,969		20.27%		79.73%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1500063		CTC(CDMシステム保守・メンテ)		0		CTC(CDMシステム保守・メンテ)		4/30/15		NJN21		Ｎ２１		767,000		767,000		767,000		614,390		152,610		19.90%		80.10%

		4		ＮＳ事 コト		U107003100		ﾗｸﾃﾝEdy		1500112		（楽天Edy H27）サービス保守･評価		1		（楽天Edy H27）サービス保守･評価		9/30/15		NJN12		Ｎ１２		14,520,000		14,520,000		14,520,000		11,606,641		2,913,359		20.06%		79.94%

		4		ＮＳ事 コト		U109000700		出版共同流通		1500101		所沢センター　運用管理		1		所沢センター　運用管理		5/31/15		NJN12		Ｎ１２		3,017,795		3,017,795		3,017,795		2,422,657		595,138		19.72%		80.28%

		5		その他 タ		U095033200		地方公共団体		1500048		②【OS】地方自治（梅木･山口・林田）		2		②【OS】地方自冶/OA業務		6/30/15		EBCS		ＣＳ課		1,650,000		1,650,000		1,650,000		1,314,547		335,453		20.33%		79.67%

		5		その他 タ		U095033200		地方公共団体		1500048		②【OS】地方自治（梅木･山口・林田）		3		②【OS】地方自冶/OA業務		7/31/15		EBCS		ＣＳ課		1,650,000		1,650,000		1,650,000		1,311,876		338,124		20.49%		79.51%

		5		その他 タ		U097001800		ｼｰｴｰｼｰﾅﾚｯｼﾞ		1500033		②【OS】ＣＡＣ（運用）松下		1		②【OS】CAC/湯浅商事向け運用管理		5/31/15		EBCS		ＣＳ課		530,000		530,000		530,000		421,937		108,063		20.39%		79.61%

		5		その他 タ		U097001800		ｼｰｴｰｼｰﾅﾚｯｼﾞ		1500033		②【OS】ＣＡＣ（運用）松下		4		②【OS】CAC/湯浅商事向け運用管理		8/31/15		EBCS		ＣＳ課		530,000		530,000		530,000		422,604		107,396		20.26%		79.74%

		5		その他 タ		U113000300		ﾋﾞｰｴｽ･ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ		1500060		②【OS】Ｂ-キャスＳＥサポート業務		4		②【OS】B-ｷｬｽ/SE補助		8/31/15		EBCS		ＣＳ課		505,000		505,000		505,000		404,579		100,421		19.89%		80.11%

		1		ＥＳ事 コト		U095006501		横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻ		1400633		ＹＪＰ：水明システム派遣 [2015] 		1		ＹＪＰ：水明システム派遣 [2015] 4/21-5/20		5/20/15		NJT21		Ｔ２１		668,750		668,750		668,750		527,399		141,351		21.14%		78.86%

		1		ＥＳ事 コト		U095006501		横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻ		1400633		ＹＪＰ：水明システム派遣 [2015] 		2		ＹＪＰ：水明システム派遣 [2015] 5/21-6/20		6/22/15		NJT21		Ｔ２１		917,525		917,525		917,525		722,084		195,441		21.30%		78.70%

		1		ＥＳ事 コト		U095006501		横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻ		1400633		ＹＪＰ：水明システム派遣 [2015] 		4		ＹＪＰ：水明システム派遣 [2015] 7/21-8/20		8/21/15		NJT21		Ｔ２１		930,900		930,900		930,900		732,385		198,515		21.33%		78.67%

		1		ＥＳ事 コト		U095006501		横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻ		1400633		ＹＪＰ：水明システム派遣 [2015] 		5		ＹＪＰ：水明システム派遣 [2015] 8/21-9/20		9/20/15		NJT21		Ｔ２１		869,375		869,375		869,375		683,971		185,404		21.33%		78.67%

		1		ＥＳ事 コト		U095006501		横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻ		1500344		ＹＪＰ：白島石油備蓄　移行対応		0		ＹＪＰ：白島石油備蓄　移行設計費		8/28/15		NJT21		Ｔ２１		2,125,000		2,125,000		2,125,000		1,674,905		450,095		21.18%		78.82%

		1		ＥＳ事 コト		U095007203		沖電気工業芝浦		1400611		OKI 消防救急デジタル無線システム[2015]		3		OKI 消防救急デジタル無線システム[2015] 7月		7/31/15		NJT22		Ｔ２２		4,715,023		4,715,023		4,715,023		3,703,988		1,011,035		21.44%		78.56%

		1		ＥＳ事 コト		U095007203		沖電気工業芝浦		1400618		OKI 市町村防災行政無線システム設計業務[2015]		3		OKI 市町村防災行政無線システム設計業務[2015] 7月		7/31/15		NJT22		Ｔ２２		1,978,226		1,978,226		1,978,226		1,569,438		408,788		20.66%		79.34%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500018		全社業務ｼｽﾃﾑ(資材､人労等)他保守管理業務委託		5		全社業務ｼｽﾃﾑ(資材､人労等)他保守管理業務委託		9/30/15		TBS1		東北S1		750,000		750,000		750,000		591,460		158,540		21.14%		78.86%

		1		ＥＳ事 コト		U095026300		ﾌｸﾀﾞ電子		1400395		ＣＶＷ：次期DynaBase調査支援作業		4		ＣＶＷ：CVW-8000 Webアプリケーション設計開発８月		8/26/15		NJT21		Ｔ２１		75,000,000		75,000,000		75,000,000		59,144,526		15,855,474		21.14%		78.86%

		1		ＥＳ事 コト		U095026300		ﾌｸﾀﾞ電子		1500206		ＭＩＲ：京都市立病院　MyExport移行作業		0		ＭＩＲ：京都市立病院　MyExport移行作業		6/15/15		NJT21		Ｔ２１		200,000		200,000		200,000		157,602		42,398		21.20%		78.80%

		1		ＥＳ事 コト		U095026300		ﾌｸﾀﾞ電子		1500206		ＭＩＲ：京都市立病院　MyExport移行作業		1		ＭＩＲ：京都市立病院Medibus Apollo機器ドライバ改修		6/15/15		NJT21		Ｔ２１		120,000		120,000		120,000		94,767		25,233		21.03%		78.97%

		1		ＥＳ事 コト		U095026300		ﾌｸﾀﾞ電子		1500296		ＭＩＲ：MyExport機能追加・改修支援		1		ＭＩＲ：利根中央病院様向け手術統計ツール		9/18/15		NJT21		Ｔ２１		1,840,000		1,840,000		1,840,000		1,445,845		394,155		21.42%		78.58%

		1		ＥＳ事 コト		U095045000		ｳｪｻﾞｰﾆｭｰｽﾞ		1500025		WNI NEXCO西/中日本iHighwayH27年度保守		0		WNI NEXCO西/中日本iHighwayH27年度保守 4月		4/30/15		SBCS1		千葉S1		750,000		750,000		750,000		589,808		160,192		21.36%		78.64%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400012		医療機器ソフトウェア開発業務（木村俊之）		11		医療機器ソフトウェア開発業務（木村俊之）		4/20/15		TBS1		東北S1		777,600		777,600		777,600		617,025		160,575		20.65%		79.35%

		1		ＥＳ事 コト		U099004200		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸITS		1500217		PASITS T社17CY DA PL派遣		5		PASITS T社17CY DA PL派遣 9月		9/15/15		NJT22		Ｔ２２		3,006,879		3,006,879		3,006,879		2,371,125		635,754		21.14%		78.86%

		1		ＥＳ事 コト		U109000900		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑﾈｯﾄ		1400557		P：ＫＦＣ　ＳＢギフト対応		4		P：ＫＦＣＪ様向け　ＰＯＳ２０１５機器解析試験		7/30/15		NJT21		Ｔ２１		2,360,000		2,360,000		2,360,000		1,860,319		499,681		21.17%		78.83%

		1		ＥＳ事 コト		U111003000		ﾃﾙﾓ		1500001		テルモ：ME機器開発 [2015] 		5		テルモ：ME機器開発 [2015] ９月		9/30/15		NJT21		Ｔ２１		1,069,800		1,069,800		1,069,800		844,663		225,137		21.04%		78.96%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500159		森永乳業　一般開発業務支援【SE】		1		森永乳業　一般開発業務支援【SE】(05月)		5/31/15		NJJ31		Ｊ３１		3,141,700		3,141,700		3,141,700		2,483,967		657,733		20.94%		79.06%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500168		森永乳業　物流生産運用業務支援1		1		森永乳業　物流生産運用業務支援1(05月)		5/31/15		NJJ31		Ｊ３１		4,970,917		4,970,917		4,970,917		3,909,650		1,061,267		21.35%		78.65%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500171		森永乳業　輸送費システム等開発支援		0		森永乳業　輸送費システム等開発支援(04月)		4/30/15		NJJ31		Ｊ３１		2,430,000		2,430,000		2,430,000		1,920,316		509,684		20.97%		79.03%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500330		森永乳業　次期メールシステム調査分析業務支援		0		森永乳業　次期メールシステム調査分析業務支援(06月)		6/30/15		NJJ31		Ｊ３１		122,400		122,400		122,400		96,310		26,090		21.32%		78.68%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500247		[NMSE]CB推アプリ試験		0		[NMSE]CB推アプリ試験 ﾛｯｸ関連評価( 4月)		4/30/15		NJT11		Ｔ１１		1,437,500		1,437,500		1,437,500		1,140,000		297,500		20.70%		79.30%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500043		技術者派遣業務（宇都宮 博）		4		技術者派遣業務（宇都宮 博）		8/31/15		TBS2		東北S2		641,000		641,000		641,000		503,282		137,718		21.48%		78.52%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500099		「Ｇ２Ａ広域機関対応」情報化企画書		1		「Ｇ２Ａ広域機関対応」情報化企画書		9/30/15		TBS2		東北S2		1,980,000		1,980,000		1,980,000		1,572,401		407,599		20.59%		79.41%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1400300		[KC]GPS派遣 長谷川		14		[KC]GPS派遣 長谷川 6月作業		7/31/15		NJT11		Ｔ１１		802,800		802,800		802,800		633,418		169,382		21.10%		78.90%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1400596		[KC]KA4344 CAMERA_EntryHome		10		[KC]KA66 Camera機能		7/20/15		NJT11		Ｔ１１		585,000		585,000		585,000		460,668		124,332		21.25%		78.75%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1400597		[KC]KA43 Outdoor		5		[KC]KA66 Exchange評価(受け入れ評価)		6/30/15		NJT11		Ｔ１１		468,000		468,000		468,000		368,157		99,843		21.33%		78.67%

		2		ＩＣＴ事 コト		U103000200		ｼｬｰﾌﾟﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾋ		1500046		DL75/GP11D MTF/UM試験		1		DL70/DL75/GP11D フィールド試験		6/23/15		SBSS1		佐原S1		4,191,172		4,191,172		4,191,172		3,301,601		889,571		21.22%		78.78%

		2		ＩＣＴ事 コト		U104002000		ｿﾆｰｺﾝﾋﾟｭｰﾀｴﾝﾀﾃ		1500244		[SCE]PSPF機器における設定関連機能における開発業務		1		[SCE]PSPF機器における設定関連機能開発(6月)		6/25/15		NJT12		Ｔ１２		3,220,898		3,220,898		3,220,898		2,539,901		680,997		21.14%		78.86%

		2		ＩＣＴ事 コト		U108001200		ﾄﾞｺﾓｼｽﾃﾑｽﾞ		1500181		[DS]ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ技術調査および開発作業支援（開発）		3		[DS]ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ技術調査および開発作業支援 7月		7/31/15		NJT12		Ｔ１２		3,287,228		3,287,228		3,287,228		2,592,529		694,699		21.13%		78.87%

		2		ＩＣＴ事 コト		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500216		クラウドデータ処理システム開発 業務		0		クラウドデータ処理システム開発 業務		8/31/15		SBSS1		佐原S1		517,881		517,881		517,881		406,752		111,129		21.46%		78.54%

		2		ＩＣＴ事 コト		U110001200		横河医療		1500053		ビューア開発		0		ビューア開発		4/30/15		TBS2		東北S2		366,000		366,000		366,000		290,704		75,296		20.57%		79.43%

		3		ＦＳ事 コト		U095001800		埼玉県		1500014		統合サーバー保守		2		統合サーバー保守		6/30/15		NJJ22		Ｊ２２		2,356,000		2,356,000		2,356,000		1,850,377		505,623		21.46%		78.54%

		3		ＦＳ事 コト		U095010700		ちばぎんｺﾝﾋﾟｭｰ		1500211		CCS　新聞社向けＥＣサイト決済基盤開発		1		CCS　新聞社向けＥＣサイト決済基盤開発		7/31/15		SBCS2		千葉S2		418,437		418,437		418,437		332,284		86,153		20.59%		79.41%

		3		ＦＳ事 コト		U095010700		ちばぎんｺﾝﾋﾟｭｰ		1500211		CCS　新聞社向けＥＣサイト決済基盤開発		2		CCS　新聞社向けＥＣサイト決済基盤開発		8/31/15		SBCS2		千葉S2		347,712		347,712		347,712		275,225		72,487		20.85%		79.15%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500042		【SJNKS･支援】月例Ｇ　ＳＥ支援(2015年度）		0		【SJNKS･支援】月例Ｇ　ＳＥ支援(2015年4月）		4/30/15		NJJ21		Ｊ２１		4,140,000		4,140,000		4,140,000		3,252,680		887,320		21.43%		78.57%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500042		【SJNKS･支援】月例Ｇ　ＳＥ支援(2015年度）		2		【SJNKS･支援】月例Ｇ　ＳＥ支援(2015年6月）		6/30/15		NJJ21		Ｊ２１		4,140,000		4,140,000		4,140,000		3,260,834		879,166		21.24%		78.76%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500047		【SJNKS･支援】戦略保険金（２０１５年度）		2		【SJNKS･支援】戦略保険金（2015年6月）		6/30/15		NJJ21		Ｊ２１		5,880,000		5,880,000		5,880,000		4,655,038		1,224,962		20.83%		79.17%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500047		【SJNKS･支援】戦略保険金（２０１５年度）		5		【SJNKS･支援】戦略保険金（2015年9月）		9/30/15		NJJ21		Ｊ２１		6,860,000		6,860,000		6,860,000		5,398,564		1,461,436		21.30%		78.70%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1500308		ＺＳ　2015年度上半期　業務支援		0		2015年度上半期業務支援(保守業務)（6月）		6/30/15		NJJ11		Ｊ１１		5,175,000		5,175,000		5,175,000		4,096,329		1,078,671		20.84%		79.16%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1500006		個人保険３Ｇ		4		個人保険３Ｇ		8/31/15		NJJ22		Ｊ２２		2,395,000		2,395,000		2,395,000		1,890,489		504,511		21.07%		78.93%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1500006		個人保険３Ｇ		5		個人保険３Ｇ		9/30/15		NJJ22		Ｊ２２		2,390,000		2,390,000		2,390,000		1,898,217		491,783		20.58%		79.42%

		3		ＦＳ事 コト		U102001801		SJNKひまわり		1500013		保険金一般案件・保守作業		0		保険金・保守		4/30/15		NJJ22		Ｊ２２		2,560,000		2,560,000		2,560,000		2,017,413		542,587		21.19%		78.81%

		3		ＦＳ事 コト		U106001900		NTTｺﾑｳｪｱ		1500231		かんぽ生命		2		かんぽ生命		6/30/15		NJJ22		Ｊ２２		3,480,000		3,480,000		3,480,000		2,734,563		745,437		21.42%		78.58%

		3		ＦＳ事 コト		U106001900		NTTｺﾑｳｪｱ		1500231		かんぽ生命		4		かんぽ生命		8/31/15		NJJ22		Ｊ２２		3,480,000		3,480,000		3,480,000		2,765,473		714,527		20.53%		79.47%

		3		ＦＳ事 コト		U110001800		千葉ｶﾞｽ		1400288		千葉ガス HHC検針システム他(維持管理)支援		2		千葉ガス HHC検針システム他(維持管理)支援 5/21-6/20		6/20/15		SBSS2		佐原S2		320,000		320,000		320,000		253,981		66,019		20.63%		79.37%

		3		ＦＳ事 コト		U114003300		ﾁｭｰﾘｯﾋ保険会社		1500046		【Zurich】ＤＭシステム対応		1		【Zurich】ＤＭシステム対応(2015年5月）		5/31/15		NJJ21		Ｊ２１		5,022,800		5,022,800		5,022,800		3,982,626		1,040,174		20.71%		79.29%

		4		ＮＳ事 コト		U095006601		日立国際小金井		1500393		HiKE UM04-KO関連製作試験作業		0		HiKE UM04-KO関連製作試験作業		9/29/15		NJN12		Ｎ１２		1,275,000		1,275,000		1,275,000		1,010,000		265,000		20.78%		79.22%

		4		ＮＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500158		サーバ,N/W保守及び N/W管理業務		1		サーバ,N/W保守及び N/W管理業務		5/31/15		NJN23		Ｎ２３		3,545,000		3,545,000		3,545,000		2,801,733		743,267		20.97%		79.03%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1500090		FIP)ｻﾝﾘｵ殿他向けｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ運用		0		FIP)ｻﾝﾘｵ殿他向けｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ運用		4/30/15		NJN22		Ｎ２２		6,579,800		6,579,800		6,579,800		5,214,926		1,364,874		20.74%		79.26%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500125		H27　ANADAS保守運用		3		H27　ANADAS保守運用		9/30/15		NJNA1		ＮＡ１		10,981,000		10,981,000		10,981,000		8,683,670		2,297,330		20.92%		79.08%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500128		H27 エアポート統括部 羽田支店		0		H27　羽田支店　カスタマーチーム		4/30/15		NJNA1		ＮＡ１		1,420,000		1,420,000		1,420,000		1,126,105		293,895		20.70%		79.30%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500321		H27 次期空港旅客サービスプロジェクト		3		H27　次期空港旅客サービスプロジェクト		9/30/15		NJNA1		ＮＡ１		790,000		790,000		790,000		626,215		163,785		20.73%		79.27%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500347		H27　ITソリューション部支援作業（CAP ｴﾝﾊﾝｽ IS1）		0		H27　ITサービスマネジメント部支援作業（CAP2 IM1）		9/30/15		NJNA1		ＮＡ１		4,740,000		4,740,000		4,740,000		3,742,855		997,145		21.04%		78.96%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500145		H27 ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部第一ﾁｰﾑ支援		0		H27 ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部第一ﾁｰﾑ支援		6/30/15		NJNA2		ＮＡ２		2,220,000		2,220,000		2,220,000		1,745,640		474,360		21.37%		78.63%

		4		ＮＳ事 コト		U095029700		地球科学総研		1500109		（地科研 H27）運用管理		5		（地科研 H27）運用管理		9/30/15		NJN12		Ｎ１２		1,340,000		1,340,000		1,340,000		1,056,693		283,307		21.14%		78.86%

		4		ＮＳ事 コト		U095033200		地方公共団体		1500053		（J-Lis H27）地方･交付税等運用管理		0		（J-Lis H27）地方･交付税等運用管理		4/30/15		NJN21		Ｎ２１		8,805,974		8,805,974		8,805,974		6,913,128		1,892,846		21.50%		78.50%

		4		ＮＳ事 コト		U095035900		国民年金基金連		1500048		【KNkR】運用管理業務（2015年度）		3		【KNkR】運用管理業務（2015年度）		7/31/15		NJN21		Ｎ２１		6,001,200		6,001,200		6,001,200		4,727,176		1,274,024		21.23%		78.77%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1400352		IBM)ＮＫひばり運用		8		IBM)ＮＫひばり運用		4/2/15		NJN23		Ｎ２３		27,860,000		27,860,000		27,860,000		21,942,096		5,917,904		21.24%		78.76%

		4		ＮＳ事 コト		U097001500		長谷工ｼｽﾃﾑｽﾞ　		1500052		（長谷工ｼｽﾃﾑｽﾞ H27）ﾊﾟｿｺﾝﾚﾝﾀﾙ運用管理業務委託		1		（長谷工ｼｽﾃﾑｽﾞ H27）ﾊﾟｿｺﾝﾚﾝﾀﾙ運用管理業務委託		5/31/15		NJN21		Ｎ２１		3,609,787		3,609,787		3,609,787		2,850,498		759,289		21.03%		78.97%

		4		ＮＳ事 コト		U097003000		ｱﾒﾘｶﾝﾎｰﾑ医療		1500086		ｱﾒﾎ)ITｲﾝﾌﾗ企画運用業務		4		ｱﾒﾎ)ITｲﾝﾌﾗ企画運用業務		8/31/15		NJN22		Ｎ２２		1,608,565		1,608,565		1,608,565		1,273,524		335,041		20.83%		79.17%

		4		ＮＳ事 コト		U104003100		富士通ｴﾌｻｽ		1400647		（富士通ｴﾌｻｽH27請負）ﾌｧｲﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ		1		（富士通ｴﾌｻｽH27.5月請負）ﾌｧｲﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ		5/20/15		NJN11		Ｎ１１		1,360,000		1,360,000		1,360,000		1,076,007		283,993		20.88%		79.12%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1500058		CTC(SI諸業務)金融ｼｽ1部1･2課		1		CTC(SI諸業務)金融ｼｽ1部2･5課		5/31/15		NJN21		Ｎ２１		2,140,525		2,140,525		2,140,525		1,694,289		446,236		20.85%		79.15%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1500061		CTC(MHCBﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌｨｰﾄﾞ案件支援)		4		CTC(MHCBﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌｨｰﾄﾞ案件支援)		8/31/15		NJN21		Ｎ２１		2,100,181		2,100,181		2,100,181		1,663,098		437,083		20.81%		79.19%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1500063		CTC(CDMシステム保守・メンテ)		2		CTC(CDMシステム保守・メンテ)		6/30/15		NJN21		Ｎ２１		752,000		752,000		752,000		592,670		159,330		21.19%		78.81%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1500063		CTC(CDMシステム保守・メンテ)		4		CTC(CDMシステム保守・メンテ)		8/31/15		NJN21		Ｎ２１		752,000		752,000		752,000		591,807		160,193		21.30%		78.70%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1500065		CTC(SI委託契約)MH_ｱﾌﾟﾘ仮想化基盤保守		5		CTC(SI委託契約)MH_ｱﾌﾟﾘ仮想化基盤保守		9/30/15		NJN21		Ｎ２１		2,952,000		2,952,000		2,952,000		2,327,700		624,300		21.15%		78.85%

		4		ＮＳ事 コト		U111003700		AIGﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ		1500087		AIGKK)ＩＴ運用管理部業務_AHA向け運用		3		AIGKK)ＩＴオペレーション業務支援		7/31/15		NJN22		Ｎ２２		2,558,525		2,558,525		2,558,525		2,017,808		540,717		21.13%		78.87%

		4		ＮＳ事 コト		U114000100		志賀国際特許		1500057		（志賀国際 H27）ｼｽﾃﾑ運用SE業務委託		0		（志賀国際 H27）ｼｽﾃﾑ運用SE業務委託		4/30/15		NJN21		Ｎ２１		758,700		758,700		758,700		602,400		156,300		20.60%		79.40%

		4		ＮＳ事 コト		U114000100		志賀国際特許		1500057		（志賀国際 H27）ｼｽﾃﾑ運用SE業務委託		1		（志賀国際 H27）ｼｽﾃﾑ運用SE業務委託		5/31/15		NJN21		Ｎ２１		730,000		730,000		730,000		580,000		150,000		20.55%		79.45%

		4		ＮＳ事 コト		U114000100		志賀国際特許		1500057		（志賀国際 H27）ｼｽﾃﾑ運用SE業務委託		3		（志賀国際 H27）ｼｽﾃﾑ運用SE業務委託		7/31/15		NJN21		Ｎ２１		730,000		730,000		730,000		580,000		150,000		20.55%		79.45%

		4		ＮＳ事 コト		U114000100		志賀国際特許		1500057		（志賀国際 H27）ｼｽﾃﾑ運用SE業務委託		4		（志賀国際 H27）ｼｽﾃﾑ運用SE業務委託		8/31/15		NJN21		Ｎ２１		730,000		730,000		730,000		580,000		150,000		20.55%		79.45%

		4		ＮＳ事 コト		U114000100		志賀国際特許		1500057		（志賀国際 H27）ｼｽﾃﾑ運用SE業務委託		5		（志賀国際 H27）ｼｽﾃﾑ運用SE業務委託		9/30/15		NJN21		Ｎ２１		730,000		730,000		730,000		580,000		150,000		20.55%		79.45%

		5		その他 タ		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1200179		【NS】運用SE業務(高橋）		27		【NS】SE業務(4月)		4/30/15		EBCS		ＣＳ課		605,828		605,828		605,828		481,026		124,802		20.60%		79.40%

		5		その他 タ		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500118		③【OS】ASY/羽田（調整管理）		1		③【OS】ASY羽田（調整管理）		8/31/15		EBCS		ＣＳ課		495,313		495,313		495,313		391,226		104,087		21.01%		78.99%

		5		その他 タ		U095026804		大興ﾋﾞｼﾞﾈｽ		1500045		②【OS】大興ビジネス向けｻﾌﾟﾗｲ業務		4		②【OS】大興/ｻﾌﾟﾗｲ業務		8/31/15		EBCS		ＣＳ課		1,700,000		1,700,000		1,700,000		1,338,137		361,863		21.29%		78.71%

		5		その他 タ		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1500036		②【OS】NHK-MT（山本）		2		②【OS】NHKMT/ｼｽﾃﾑ開発（山本）		6/30/15		EBCS		ＣＳ課		706,840		706,840		706,840		560,802		146,038		20.66%		79.34%

		5		その他 タ		U106000500		NSSLCｻｰﾋﾞｽ		1500127		①【NS】NSSLC/内線電話基盤構築及び運用		0		①【NS】NSSLC/内線電話基盤構築及び運用(2015/08)		8/31/15		EBCS		ＣＳ課		580,000		580,000		580,000		455,318		124,682		21.50%		78.50%

		1		ＥＳ事 コト		U095006500		横河電機		1400548		Ｙ：CENTUM VP 新規コンポーネント開発		0		Ｙ：CENTUM VP R6.02.00 Vnet／IPソフトスタック		4/22/15		NJT21		Ｔ２１		6,787,500		6,787,500		6,787,500		5,262,026		1,525,474		22.47%		77.53%

		1		ＥＳ事 コト		U095006501		横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻ		1400632		ＹＪＰ：派遣 [2015]		1		ＹＪＰ：派遣 [2015] 4/21-5/20山口分		5/20/15		NJT21		Ｔ２１		765,050		765,050		765,050		593,324		171,726		22.45%		77.55%

		1		ＥＳ事 コト		U095006501		横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻ		1400632		ＹＪＰ：派遣 [2015]		2		ＹＪＰ：派遣 [2015] 5/21-6/20山口分		6/22/15		NJT21		Ｔ２１		1,180,266		1,180,266		1,180,266		914,708		265,558		22.50%		77.50%

		1		ＥＳ事 コト		U095006501		横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻ		1400633		ＹＪＰ：水明システム派遣 [2015] 		0		ＹＪＰ：水明システム派遣 [2015] 3/21-4/20		4/22/15		NJT21		Ｔ２１		821,225		821,225		821,225		641,641		179,584		21.87%		78.13%

		1		ＥＳ事 コト		U095006601		日立国際小金井		1400606		HiKE 個別案件(2015)		2		HiKE 地域防災無線　中野区防災		4/30/15		NJT22		Ｔ２２		480,000		480,000		480,000		374,000		106,000		22.08%		77.92%

		1		ＥＳ事 コト		U095006601		日立国際小金井		1400610		HiKE 全国消防(2015)		6		HiKE 全国消防2014  規制自動解除対応 		6/30/15		NJT22		Ｔ２２		160,000		160,000		160,000		125,208		34,792		21.75%		78.25%

		1		ＥＳ事 コト		U095006803		日立製作 公共		1500041		気象庁SWII保守		1		気象庁SWII保守 5月		5/31/15		SBCS1		千葉S1		749,800		749,800		749,800		582,225		167,575		22.35%		77.65%

		1		ＥＳ事 コト		U095007203		沖電気工業芝浦		1400611		OKI 消防救急デジタル無線システム[2015]		5		OKI 消防救急デジタル無線システム[2015] 9月		9/30/15		NJT22		Ｔ２２		4,855,461		4,855,461		4,855,461		3,805,576		1,049,885		21.62%		78.38%

		1		ＥＳ事 コト		U095011900		OKIｿﾌﾄｳｪｱ		1400101		SMBC来店予約（第２フェーズ）作業		4		ＳＭＢＣ来店予約（第２フェーズ）作業		4/30/15		TBS1		東北S1		1,873,882		1,873,882		1,873,882		1,460,145		413,737		22.08%		77.92%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500067		労働協約改定に伴う人事労務システムの改修		0		労働協約改定に伴う人事労務システムの改修		9/30/15		TBS1		東北S1		2,770,797		2,770,797		2,770,797		2,165,624		605,173		21.84%		78.16%

		1		ＥＳ事 コト		U099004200		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸITS		1400641		PASITS T社17CY DA ｱﾌﾟﾘPF		2		PASITS T社17CY DA ｱﾌﾟﾘPF 9月		9/18/15		NJT22		Ｔ２２		20,000,000		20,000,000		20,000,000		15,693,697		4,306,303		21.53%		78.47%

		1		ＥＳ事 コト		U114003800		ﾄﾖﾀ自動車		1400584		次世代ﾂﾅｶﾞﾙ[2015]		0		次世代ﾂﾅｶﾞﾙ[2015.03-05]		6/1/15		NJT23		Ｔ２３		17,700,000		17,700,000		17,700,000		13,829,229		3,870,771		21.87%		78.13%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500162		森永乳業　会計運用業務支援		1		森永乳業　会計運用業務支援(05月)		5/31/15		NJJ31		Ｊ３１		843,500		843,500		843,500		662,129		181,371		21.50%		78.50%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500164		森永乳業　固定資産再構築支援		4		森永乳業　固定資産再構築支援(08月)		8/31/15		NJJ31		Ｊ３１		852,606		852,606		852,606		666,141		186,465		21.87%		78.13%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500165		森永乳業　損益運用業務支援2		4		森永乳業　損益運用業務支援2(08月)		8/31/15		NJJ31		Ｊ３１		859,250		859,250		859,250		670,597		188,653		21.96%		78.04%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500166		森永乳業　統合原価計算支援他【SE】		1		森永乳業　統合原価計算支援他【SE】(05月)		5/31/15		NJJ31		Ｊ３１		1,620,000		1,620,000		1,620,000		1,256,012		363,988		22.47%		77.53%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500168		森永乳業　物流生産運用業務支援1		4		森永乳業　物流生産運用業務支援1(08月)		8/31/15		NJJ31		Ｊ３１		5,661,529		5,661,529		5,661,529		4,406,295		1,255,234		22.17%		77.83%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500170		森永乳業　統合受払システム構築支援		1		森永乳業　統合受払システム構築支援(05月)		5/31/15		NJJ31		Ｊ３１		1,620,000		1,620,000		1,620,000		1,260,051		359,949		22.22%		77.78%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1400355		[NMSE]LTE無線基地局Verup開発 負荷試験		14		[NMSE]LTE無線基地局15B Verup開発 負荷試験(7月)		7/20/15		NJT12		Ｔ１２		968,760		968,760		968,760		757,655		211,105		21.79%		78.21%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1400434		[NMSE]LTE Verup保守		11		[NMSE]LTE Verup保守 2015年度(9月)		9/18/15		NJT12		Ｔ１２		1,481,220		1,481,220		1,481,220		1,160,417		320,803		21.66%		78.34%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095011000		ｷﾔﾉﾝｿﾌﾄｳｪｱ		1400145		コンデジ再生アプリ・ミドルウェアの開発		11		再生アプリ・ミドルウェアの開発		5/31/15		SBSS1		佐原S1		565,800		565,800		565,800		441,292		124,508		22.01%		77.99%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095011000		ｷﾔﾉﾝｿﾌﾄｳｪｱ		1500187		コンデジ再生アプリ・ミドルウェアの開発		0		コンデジ再生アプリ・ミドルウェアの開発		6/30/15		SBSS1		佐原S1		676,200		676,200		676,200		525,348		150,852		22.31%		77.69%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095011000		ｷﾔﾉﾝｿﾌﾄｳｪｱ		1500187		コンデジ再生アプリ・ミドルウェアの開発		2		コンデジ再生アプリ・ミドルウェアの開発		8/31/15		SBSS1		佐原S1		542,800		542,800		542,800		424,656		118,144		21.77%		78.23%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500045		スマートメーター導入対応（第１段）　システム構築		3		スマートメーター導入対応（第１段）　システム構築		7/31/15		TBS2		東北S2		3,712,000		3,712,000		3,712,000		2,907,422		804,578		21.68%		78.32%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500059		土木流量報告書作成システム老朽化対応		2		土木流量報告書作成システム老朽化対応		8/31/15		TBS2		東北S2		578,500		578,500		578,500		452,408		126,092		21.80%		78.20%

		2		ＩＣＴ事 コト		U096005700		ｿﾆｰ		1500178		SONY（NFC）		8		[SONY]新規デバイス向け/ドライバ開発 9月		9/30/15		NJT13		Ｔ１３		1,700,000		1,700,000		1,700,000		1,334,468		365,532		21.50%		78.50%

		2		ＩＣＴ事 コト		U096005700		ｿﾆｰ		1500180		SONY（Media-PF）		0		SONY（Media-PF）4月		4/20/15		NJT13		Ｔ１３		2,310,000		2,310,000		2,310,000		1,811,537		498,463		21.58%		78.42%

		2		ＩＣＴ事 コト		U096005700		ｿﾆｰ		1500260		SONY（GMEM）		7		SONY（GMEM）9月		9/30/15		NJT13		Ｔ１３		3,328,000		3,328,000		3,328,000		2,594,800		733,200		22.03%		77.97%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1400300		[KC]GPS派遣 長谷川		12		[KC]GPS派遣 長谷川 4月作業		5/30/15		NJT11		Ｔ１１		820,800		820,800		820,800		638,138		182,662		22.25%		77.75%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1500289		[KC]FOTAサーバ開発系 保守		5		[KC]FOTAサーバ開発系 保守( 9月)		9/30/15		NJT11		Ｔ１１		598,000		598,000		598,000		464,870		133,130		22.26%		77.74%

		2		ＩＣＴ事 コト		U103000200		ｼｬｰﾌﾟﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾋ		1400161		Android端末のベアラ/USIM関連開発		3		PA25　VoLTE対応ベアラ／USIM／NV関連開発（３）		4/30/15		SBSS1		佐原S1		1,092,680		1,092,680		1,092,680		855,454		237,226		21.71%		78.29%

		2		ＩＣＴ事 コト		U103000200		ｼｬｰﾌﾟﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾋ		1500065		ソフトウェア開発業務		4		ソフトウェア開発業務		9/30/15		SBSS1		佐原S1		1,394,000		1,394,000		1,394,000		1,086,594		307,406		22.05%		77.95%

		2		ＩＣＴ事 コト		U108001200		ﾄﾞｺﾓｼｽﾃﾑｽﾞ		1500181		[DS]ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ技術調査および開発作業支援（開発）		0		[DS]ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ技術調査および開発作業支援（開発） 4月		4/30/15		NJT12		Ｔ１２		1,274,300		1,274,300		1,274,300		990,297		284,003		22.29%		77.71%

		2		ＩＣＴ事 コト		U108001200		ﾄﾞｺﾓｼｽﾃﾑｽﾞ		1500181		[DS]ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ技術調査および開発作業支援（開発）		4		[DS]ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ技術調査および開発作業支援 8月		8/31/15		NJT12		Ｔ１２		3,100,089		3,100,089		3,100,089		2,430,294		669,795		21.61%		78.39%

		2		ＩＣＴ事 コト		U108001200		ﾄﾞｺﾓｼｽﾃﾑｽﾞ		1500181		[DS]ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ技術調査および開発作業支援（開発）		5		[DS]ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ技術調査および開発作業支援 9月		9/30/15		NJT12		Ｔ１２		3,400,550		3,400,550		3,400,550		2,649,197		751,353		22.10%		77.90%

		2		ＩＣＴ事 コト		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500029		ソフトウェア開発業務 加瀬		1		ソフトウェア開発業務 加瀬		5/31/15		SBSS1		佐原S1		612,562		612,562		612,562		480,693		131,869		21.53%		78.47%

		2		ＩＣＴ事 コト		U110001200		横河医療		1500053		ビューア開発		4		ビューア開発		6/30/15		TBS2		東北S2		800,000		800,000		800,000		626,831		173,169		21.65%		78.35%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1400638		【SJNKS･自賠】日常業務（２０１５年度）		0		【SJNKS･自満】日常業務（2015年04月）		4/30/15		NJJ21		Ｊ２１		4,261,125		4,261,125		4,261,125		3,330,490		930,635		21.84%		78.16%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500039		【SJNKS･支援】代ｼｽオフライン　ＳＥ支援(2015年度）		2		【SJNKS･支援】代ｼｽオフライン　ＳＥ支援(2015年6月）		6/30/15		NJJ21		Ｊ２１		4,770,000		4,770,000		4,770,000		3,706,650		1,063,350		22.29%		77.71%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500039		【SJNKS･支援】代ｼｽオフライン　ＳＥ支援(2015年度）		3		【SJNKS･支援】代ｼｽオフライン　ＳＥ支援(2015年7月）		7/31/15		NJJ21		Ｊ２１		4,770,000		4,770,000		4,770,000		3,736,169		1,033,831		21.67%		78.33%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500042		【SJNKS･支援】月例Ｇ　ＳＥ支援(2015年度）		3		【SJNKS･支援】月例Ｇ　ＳＥ支援(2015年7月）		7/31/15		NJJ21		Ｊ２１		4,140,000		4,140,000		4,140,000		3,220,898		919,102		22.20%		77.80%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500047		【SJNKS･支援】戦略保険金（２０１５年度）		1		【SJNKS･支援】戦略保険金（2015年5月）		5/31/15		NJJ21		Ｊ２１		4,655,000		4,655,000		4,655,000		3,647,193		1,007,807		21.65%		78.35%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500228		【SJNKS･月例】日常業務（２０１５年度）		1		【SJNKS･月例】日常業務（2015年05月）		5/31/15		NJJ21		Ｊ２１		404,250		404,250		404,250		314,869		89,381		22.11%		77.89%

		3		ＦＳ事 コト		U095020900		みずほ情報総研		1500187		みずほ情報総研（ｵﾘｺ向け受付与信ｼｽﾃﾑ）		0		ｵﾘｺ向け受付与信ｼｽﾃﾑ（04月度）		4/30/15		NJJ32		Ｊ３２		12,250,000		12,250,000		12,250,000		9,523,613		2,726,387		22.26%		77.74%

		3		ＦＳ事 コト		U095028200		ちばぎんﾘｰｽ		1500015		CLC　保守業務		0		CLC　保守業務		4/30/15		SBCS2		千葉S2		806,250		806,250		806,250		629,325		176,925		21.94%		78.06%

		3		ＦＳ事 コト		U095028200		ちばぎんﾘｰｽ		1500015		CLC　保守業務		1		CLC　保守業務		5/31/15		SBCS2		千葉S2		653,600		653,600		653,600		510,173		143,427		21.94%		78.06%

		3		ＦＳ事 コト		U095028200		ちばぎんﾘｰｽ		1500015		CLC　保守業務		2		CLC　保守業務		6/30/15		SBCS2		千葉S2		789,050		789,050		789,050		616,739		172,311		21.84%		78.16%

		3		ＦＳ事 コト		U095028200		ちばぎんﾘｰｽ		1500015		CLC　保守業務		3		CLC　保守業務		7/31/15		SBCS2		千葉S2		700,900		700,900		700,900		547,932		152,968		21.82%		78.18%

		3		ＦＳ事 コト		U095028200		ちばぎんﾘｰｽ		1500015		CLC　保守業務		4		CLC　保守業務		8/31/15		SBCS2		千葉S2		711,650		711,650		711,650		555,484		156,166		21.94%		78.06%

		3		ＦＳ事 コト		U095028200		ちばぎんﾘｰｽ		1500015		CLC　保守業務		5		CLC　保守業務		9/30/15		SBCS2		千葉S2		640,700		640,700		640,700		500,104		140,596		21.94%		78.06%

		3		ＦＳ事 コト		U099000300		川越市		1500015		川越市（維持管理）		3		川越市（維持管理）		7/31/15		NJJ22		Ｊ２２		2,465,000		2,465,000		2,465,000		1,933,802		531,198		21.55%		78.45%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1500308		ＺＳ　2015年度上半期　業務支援		1		2015年度上半期業務支援(保守業務)（7月）		7/31/15		NJJ11		Ｊ１１		5,175,000		5,175,000		5,175,000		4,049,893		1,125,107		21.74%		78.26%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1500007		新契約Ｇ		1		新契約Ｇ		5/31/15		NJJ22		Ｊ２２		2,320,000		2,320,000		2,320,000		1,811,964		508,036		21.90%		78.10%

		3		ＦＳ事 コト		U106000200		KDDI		1500191		ＫＤＤＩ（ﾂｰﾙ開発EUCｱﾌﾟﾘ対応）		0		ﾂｰﾙ開発EUCｱﾌﾟﾘ対応（04月度）		4/30/15		NJJ32		Ｊ３２		5,650,000		5,650,000		5,650,000		4,384,075		1,265,925		22.41%		77.59%

		3		ＦＳ事 コト		U106000200		KDDI		1500191		ＫＤＤＩ（ﾂｰﾙ開発EUCｱﾌﾟﾘ対応）		3		ﾂｰﾙ開発EUCｱﾌﾟﾘ対応（07月度）		7/31/15		NJJ32		Ｊ３２		5,700,000		5,700,000		5,700,000		4,464,696		1,235,304		21.67%		78.33%

		3		ＦＳ事 コト		U106001900		NTTｺﾑｳｪｱ		1500231		かんぽ生命		3		かんぽ生命		7/31/15		NJJ22		Ｊ２２		3,480,000		3,480,000		3,480,000		2,726,836		753,164		21.64%		78.36%

		3		ＦＳ事 コト		U110001800		千葉ｶﾞｽ		1400288		千葉ガス HHC検針システム他(維持管理)支援		0		千葉ガス HHC検針システム他(維持管理)支援 3/21-4/20		4/20/15		SBSS2		佐原S2		320,000		320,000		320,000		250,981		69,019		21.57%		78.43%

		3		ＦＳ事 コト		U113002500		海外需要開拓		1500086		COOLJAPAN 案件管理システム		0		COOLJAPAN 案件管理システム		7/30/15		SBSS2		佐原S2		4,250,000		4,250,000		4,250,000		3,322,161		927,839		21.83%		78.17%

		3		ＦＳ事 コト		U115000800		日鉄住金ﾃｯｸｽｴﾝ		1500095		(PK統合)1コークスCDQプロコンソフト改造(P-NICE対応)		0		(PK統合)1コークスCDQプロコンソフト改造(P-NICE対応)		5/29/15		SBSS2		佐原S2		1,820,000		1,820,000		1,820,000		1,423,927		396,073		21.76%		78.24%

		4		ＮＳ事 コト		U095009800		全日本空輸		1500315		H27  ANA次期人事給与システム構築 設計・開発支援		0		H27 ANA次期人事給与システム構築 設計・開発支援		6/30/15		NJNA1		ＮＡ１		790,000		790,000		790,000		617,192		172,808		21.87%		78.13%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500121		H27　運用品質チーム支援作業		0		H27　運用品質チーム支援作業		6/30/15		NJNA1		ＮＡ１		9,480,000		9,480,000		9,480,000		7,422,546		2,057,454		21.70%		78.30%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500127		H27 ITソリューション部第４チーム		5		H27　ITソリューション部第４チーム		9/30/15		NJNA1		ＮＡ１		750,000		750,000		750,000		588,318		161,682		21.56%		78.44%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500130		H27　羽田支店　サービスマネジメントチーム		4		H27　羽田支店　サービスマネジメントチーム		8/31/15		NJNA1		ＮＡ１		3,183,045		3,183,045		3,183,045		2,471,746		711,299		22.35%		77.65%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500132		H27　IS1開発支援（ANAcore開発）		0		H27　IS1開発支援（ANAcore開発）		6/30/15		NJNA1		ＮＡ１		4,740,000		4,740,000		4,740,000		3,674,278		1,065,722		22.48%		77.52%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500102		H27 電算機、N/W運用		0		H27 電算機、N/W運用		4/30/15		NJNA2		ＮＡ２		46,099,500		46,099,500		46,099,500		36,019,777		10,079,723		21.87%		78.13%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500102		H27 電算機、N/W運用		2		H27 電算機、N/W運用		6/30/15		NJNA2		ＮＡ２		46,099,500		46,099,500		46,099,500		36,039,819		10,059,681		21.82%		78.18%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500102		H27 電算機、N/W運用		3		H27 電算機、N/W運用		7/31/15		NJNA2		ＮＡ２		46,099,500		46,099,500		46,099,500		36,151,761		9,947,739		21.58%		78.42%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500138		H27 ITｿﾘｭｰｼｮﾝ部第二ﾁｰﾑ開発支援作業		0		H27 ITｿﾘｭｰｼｮﾝ部第二ﾁｰﾑ開発支援作業		6/30/15		NJNA2		ＮＡ２		20,919,440		20,919,440		20,919,440		16,381,858		4,537,582		21.69%		78.31%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500145		H27 ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部第一ﾁｰﾑ支援		1		H27 ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部第一ﾁｰﾑ支援		9/30/15		NJNA2		ＮＡ２		2,220,000		2,220,000		2,220,000		1,732,858		487,142		21.94%		78.06%

		4		ＮＳ事 コト		U095035900		国民年金基金連		1500048		【KNkR】運用管理業務（2015年度）		0		【KNkR】運用管理業務（2015年度）		4/30/15		NJN21		Ｎ２１		6,097,200		6,097,200		6,097,200		4,768,187		1,329,013		21.80%		78.20%

		4		ＮＳ事 コト		U096000800		日本HP		1400252		H26 ASY OMC業務作業支援		11		H26 ASY OMC業務作業支援		4/30/15		NJNA2		ＮＡ２		7,788,198		7,788,198		7,788,198		6,050,464		1,737,734		22.31%		77.69%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1500156		IBM)ＮＫひばりヘルプ		4		IBM)ＮＫひばりヘルプ		9/8/15		NJN23		Ｎ２３		1,820,000		1,820,000		1,820,000		1,423,302		396,698		21.80%		78.20%

		4		ＮＳ事 コト		U097001500		長谷工ｼｽﾃﾑｽﾞ　		1500052		（長谷工ｼｽﾃﾑｽﾞ H27）ﾊﾟｿｺﾝﾚﾝﾀﾙ運用管理業務委託		4		（長谷工ｼｽﾃﾑｽﾞ H27）ﾊﾟｿｺﾝﾚﾝﾀﾙ運用管理業務委託		8/31/15		NJN21		Ｎ２１		3,707,621		3,707,621		3,707,621		2,886,287		821,334		22.15%		77.85%

		4		ＮＳ事 コト		U097003000		ｱﾒﾘｶﾝﾎｰﾑ医療		1500085		ｱﾒﾎ)情報ｾｷｭﾘﾃｨ管理業務		4		ｱﾒﾎ)情報ｾｷｭﾘﾃｨ管理業務		8/31/15		NJN22		Ｎ２２		2,140,000		2,140,000		2,140,000		1,666,858		473,142		22.11%		77.89%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1500065		CTC(SI委託契約)MH_ｱﾌﾟﾘ仮想化基盤保守		0		CTC(SI委託契約)MH_ｱﾌﾟﾘ仮想化基盤保守		4/30/15		NJN21		Ｎ２１		2,967,000		2,967,000		2,967,000		2,314,329		652,671		22.00%		78.00%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1500065		CTC(SI委託契約)MH_ｱﾌﾟﾘ仮想化基盤保守		4		CTC(SI委託契約)MH_ｱﾌﾟﾘ仮想化基盤保守		8/31/15		NJN21		Ｎ２１		2,952,000		2,952,000		2,952,000		2,309,682		642,318		21.76%		78.24%

		4		ＮＳ事 コト		U107003100		ﾗｸﾃﾝEdy		1500112		（楽天Edy H27）サービス保守･評価		0		（楽天Edy H27）サービス保守･評価		6/30/15		NJN12		Ｎ１２		14,520,000		14,520,000		14,520,000		11,267,941		3,252,059		22.40%		77.60%

		4		ＮＳ事 コト		U111003700		AIGﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ		1500089		AIGKK)ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ技術部業務_AHA向けOAﾘｸｴｽﾄ支援		3		AIGKK)ｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑ技術部ｻｰﾊﾞ運用業務支援		7/31/15		NJN22		Ｎ２２		750,000		750,000		750,000		587,896		162,104		21.61%		78.39%

		5		その他 タ		U095026804		大興ﾋﾞｼﾞﾈｽ		1500045		②【OS】大興ビジネス向けｻﾌﾟﾗｲ業務		5		②【OS】大興/ｻﾌﾟﾗｲ業務		9/30/15		EBCS		ＣＳ課		1,700,000		1,700,000		1,700,000		1,320,779		379,221		22.31%		77.69%

		5		その他 タ		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1500036		②【OS】NHK-MT（山本）		3		②【OS】NHKMT/ｼｽﾃﾑ開発（山本）		7/31/15		EBCS		ＣＳ課		781,950		781,950		781,950		610,206		171,744		21.96%		78.04%

		5		その他 タ		U111000400		NHK出版		1500035		②【OS】NHK出版		3		②【OS】NHK出版/ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ(加藤)		7/31/15		EBCS		ＣＳ課		550,000		550,000		550,000		427,278		122,722		22.31%		77.69%

		1		ＥＳ事 コト		U095006501		横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻ		1400632		ＹＪＰ：派遣 [2015]		0		ＹＪＰ：派遣 [2015] 3/21-4/20山口分		4/22/15		NJT21		Ｔ２１		1,088,725		1,088,725		1,088,725		833,355		255,370		23.46%		76.54%

		1		ＥＳ事 コト		U095006501		横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻ		1400632		ＹＪＰ：派遣 [2015]		3		ＹＪＰ：派遣 [2015] 6/21-7/20山口分		7/20/15		NJT21		Ｔ２１		882,750		882,750		882,750		680,881		201,869		22.87%		77.13%

		1		ＥＳ事 コト		U095006501		横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻ		1400632		ＹＪＰ：派遣 [2015]		4		ＹＪＰ：派遣 [2015] 7/21-8/20山口分		8/21/15		NJT21		Ｔ２１		1,011,150		1,011,150		1,011,150		777,708		233,442		23.09%		76.91%

		1		ＥＳ事 コト		U095006601		日立国際小金井		1400606		HiKE 個別案件(2015)		1		HiKE 南港ポートタウン　呼制御CPU（IR対応作業）		5/31/15		NJT22		Ｔ２２		6,500,000		6,500,000		6,500,000		4,993,580		1,506,420		23.18%		76.82%

		1		ＥＳ事 コト		U095006803		日立製作 公共		1500041		気象庁SWII保守		3		気象庁SWII保守 7月		7/31/15		SBCS1		千葉S1		749,800		749,800		749,800		576,327		173,473		23.14%		76.86%

		1		ＥＳ事 コト		U095006803		日立製作 公共		1500043		千葉県警保守		21		千葉県警保守 ５月精算		6/3/15		SBCS1		千葉S1		179,080		179,080		179,080		137,612		41,468		23.16%		76.84%

		1		ＥＳ事 コト		U095006803		日立製作 公共		1500043		千葉県警保守		24		千葉県警保守 ８月精算		9/3/15		SBCS1		千葉S1		152,460		152,460		152,460		117,474		34,986		22.95%		77.05%

		1		ＥＳ事 コト		U095007203		沖電気工業芝浦		1400611		OKI 消防救急デジタル無線システム[2015]		2		OKI 消防救急デジタル無線システム[2015] 6月		6/30/15		NJT22		Ｔ２２		4,455,214		4,455,214		4,455,214		3,441,025		1,014,189		22.76%		77.24%

		1		ＥＳ事 コト		U095007203		沖電気工業芝浦		1400612		OKI デジタル無線設計サポート業務[2015]		2		OKI デジタル無線設計サポート業務[2015] 6月		6/30/15		NJT22		Ｔ２２		2,765,472		2,765,472		2,765,472		2,125,938		639,534		23.13%		76.87%

		1		ＥＳ事 コト		U095026000		ｼﾞｮﾝｿﾝｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾞ		1500274		Ｊ：名駅一丁目計画テナントサーバー機能追加発注2		2		Ｊ：亀有_空調リモコン_ソフト開発		8/18/15		NJT21		Ｔ２１		3,740,000		3,740,000		3,740,000		2,863,927		876,073		23.42%		76.58%

		1		ＥＳ事 コト		U095026000		ｼﾞｮﾝｿﾝｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾞ		1500274		Ｊ：名駅一丁目計画テナントサーバー機能追加発注2		6		Ｊ：AlarmMonitor ソフト機能改善		9/15/15		NJT21		Ｔ２１		607,000		607,000		607,000		469,715		137,285		22.62%		77.38%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500003		医療機器開発ソフトウェア開発業務（小野寺隆幸）		1		医療機器開発ソフトウェア開発業務（小野寺隆幸）		6/20/15		TBS1		東北S1		933,750		933,750		933,750		720,662		213,088		22.82%		77.18%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500004		IJプリンタ/スキャナにおける開発業務（葛西信夫）		3		IJプリンタ/スキャナにおける開発業務（葛西信夫）		8/20/15		TBS1		東北S1		907,400		907,400		907,400		697,334		210,066		23.15%		76.85%

		1		ＥＳ事 コト		U099004200		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸITS		1400539		PASITS 18MY JLR向けHUD開発		3		PASITS 18MY JLR向けHUD開発 2015 2Q		9/18/15		NJT22		Ｔ２２		12,800,000		12,800,000		12,800,000		9,829,155		2,970,845		23.21%		76.79%

		1		ＥＳ事 コト		U099004200		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸITS		1400637		PASITS 地図開発/検証[2015]		0		PASITS 2015年市販地図開発 1Q		6/19/15		NJT22		Ｔ２２		1,600,000		1,600,000		1,600,000		1,224,207		375,793		23.49%		76.51%

		1		ＥＳ事 コト		U099004200		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸITS		1400640		PASITS T社17CY DA HMI		4		PASITS T社17CY DA HMI 8月		8/20/15		NJT22		Ｔ２２		14,751,377		14,751,377		14,751,377		11,409,925		3,341,452		22.65%		77.35%

		1		ＥＳ事 コト		U104001000		ﾄﾖﾀﾃｸﾆｶﾙﾃﾞﾍﾞﾛｯ		1400586		MGソフト(TTDC)[2015]		1		MGソフト(TTDC)[2015.04]		4/30/15		NJT23		Ｔ２３		3,946,250		3,946,250		3,946,250		3,031,916		914,334		23.17%		76.83%

		1		ＥＳ事 コト		U109000900		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑﾈｯﾄ		1400557		P：ＫＦＣ　ＳＢギフト対応		5		P：クレジット障害対応調査解析実装作業		9/18/15		NJT21		Ｔ２１		2,880,000		2,880,000		2,880,000		2,210,995		669,005		23.23%		76.77%

		1		ＥＳ事 コト		U113004600		日立ｼｽﾃﾑｽﾞﾊﾟﾜｰ		1500047		東火力事業所ＯＡシステム運用保守業務委託		2		東火力事業所ＯＡシステム運用保守業務委託 6月		6/30/15		SBCS1		千葉S1		723,000		723,000		723,000		556,105		166,895		23.08%		76.92%

		1		ＥＳ事 コト		U114003800		ﾄﾖﾀ自動車		1400585		先安モデル[2015]		3		MILS環境開発[2015.06-08]		9/4/15		NJT23		Ｔ２３		12,900,000		12,900,000		12,900,000		9,942,684		2,957,316		22.92%		77.08%

		1		ＥＳ事 コト		U114003800		ﾄﾖﾀ自動車		1500236		PF機種		3		PF機種[2015.08]		8/31/15		NJT23		Ｔ２３		4,688,000		4,688,000		4,688,000		3,624,088		1,063,912		22.69%		77.31%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500161		森永乳業　統合売上開発支援【SE】		5		森永乳業　統合売上開発支援【SE】(09月)		9/30/15		NJJ31		Ｊ３１		2,065,000		2,065,000		2,065,000		1,595,128		469,872		22.75%		77.25%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500165		森永乳業　損益運用業務支援2		3		森永乳業　損益運用業務支援2(07月)		7/31/15		NJJ31		Ｊ３１		850,000		850,000		850,000		652,123		197,877		23.28%		76.72%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500166		森永乳業　統合原価計算支援他【SE】		5		森永乳業　統合原価計算支援他【SE】(09月)		9/30/15		NJJ31		Ｊ３１		1,580,000		1,580,000		1,580,000		1,220,154		359,846		22.78%		77.22%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500168		森永乳業　物流生産運用業務支援1		5		森永乳業　物流生産運用業務支援1(09月)		9/30/15		NJJ31		Ｊ３１		5,635,263		5,635,263		5,635,263		4,315,235		1,320,028		23.42%		76.58%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500171		森永乳業　輸送費システム等開発支援		2		森永乳業　輸送費システム等開発支援(06月)		6/30/15		NJJ31		Ｊ３１		2,445,000		2,445,000		2,445,000		1,874,167		570,833		23.35%		76.65%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500207		[NMSE]移動機(IOT L1特性)(H27上)		4		[NMSE]移動機(IOT L1特性)(H27上)( 8月)		8/31/15		NJT11		Ｔ１１		2,090,000		2,090,000		2,090,000		1,603,151		486,849		23.29%		76.71%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500247		[NMSE]CB推アプリ試験		15		[NMSE]2015年度下期PB推進(セキ企)アプリ試験		9/30/15		NJT11		Ｔ１１		2,143,000		2,143,000		2,143,000		1,640,000		503,000		23.47%		76.53%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500252		[NMSE]SL推アプリ試験		4		[NMSE]SL推アプリ試験 ﾄﾞｺﾓﾒｰﾙ評価( 8月)		8/31/15		NJT11		Ｔ１１		4,726,000		4,726,000		4,726,000		3,649,674		1,076,326		22.77%		77.23%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500252		[NMSE]SL推アプリ試験		5		[NMSE]SL推アプリ試験 ﾄﾞｺﾓﾒｰﾙ評価( 9月)		9/30/15		NJT11		Ｔ１１		5,783,500		5,783,500		5,783,500		4,455,019		1,328,481		22.97%		77.03%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1400434		[NMSE]LTE Verup保守		9		[NMSE]LTE Verup保守 2015年度(7月)		7/20/15		NJT12		Ｔ１２		1,546,740		1,546,740		1,546,740		1,190,665		356,075		23.02%		76.98%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500037		燃料（新仙台３号）　システム構築		1		燃料（新仙台３号）　システム構築		5/31/15		TBS2		東北S2		1,320,000		1,320,000		1,320,000		1,010,704		309,296		23.43%		76.57%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500040		「パスワード申請受付システム」情報化企画書		0		「パスワード申請受付システム」情報化企画書		4/30/15		TBS2		東北S2		1,950,000		1,950,000		1,950,000		1,492,394		457,606		23.47%		76.53%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500047		「ＳＷ支援システム連係対応」システム構築		1		「ＳＷ支援システム連係対応」システム構築		5/31/15		TBS2		東北S2		3,840,000		3,840,000		3,840,000		2,969,178		870,822		22.68%		77.32%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500048		「新メニュー導入対応」システム構築		1		「新メニュー導入対応」システム構築		5/31/15		TBS2		東北S2		640,000		640,000		640,000		490,563		149,437		23.35%		76.65%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500058		水力発電所導水路診断システム老朽化対応		3		水力発電所導水路診断システム老朽化対応		9/30/15		TBS2		東北S2		591,500		591,500		591,500		455,134		136,366		23.05%		76.95%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500069		営業２課　維持管理		1		営業２課　維持管理		7/31/15		TBS2		東北S2		1,920,000		1,920,000		1,920,000		1,479,866		440,134		22.92%		77.08%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500106		送電メンテ　消費税率据置対応		0		送電メンテ　消費税率据置対応		9/30/15		TBS2		東北S2		178,200		178,200		178,200		138,084		40,116		22.51%		77.49%

		2		ＩＣＴ事 コト		U096005700		ｿﾆｰ		1500178		SONY（NFC）		2		[SONY]新規デバイス向け/ドライバ開発		6/22/15		NJT13		Ｔ１３		5,100,000		5,100,000		5,100,000		3,910,204		1,189,796		23.33%		76.67%

		2		ＩＣＴ事 コト		U096005700		ｿﾆｰ		1500260		SONY（GMEM）		2		SONY（GMEM）6月		6/30/15		NJT13		Ｔ１３		3,419,000		3,419,000		3,419,000		2,643,518		775,482		22.68%		77.32%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1400596		[KC]KA4344 CAMERA_EntryHome		12		[KC]KA85 Camera機能		8/31/15		NJT11		Ｔ１１		2,184,000		2,184,000		2,184,000		1,675,585		508,415		23.28%		76.72%

		2		ＩＣＴ事 コト		U103000200		ｼｬｰﾌﾟﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾋ		1500046		DL75/GP11D MTF/UM試験		4		DL50,DL60,AS99 LP_OSV ソフト設計5月-6月度作業（ド		6/22/15		SBSS1		佐原S1		1,604,820		1,604,820		1,604,820		1,232,222		372,598		23.22%		76.78%

		2		ＩＣＴ事 コト		U103000200		ｼｬｰﾌﾟﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾋ		1500063		AQUOSサーバー開発		0		チャンネルセンスサーバー機能拡張等		6/16/15		SBSS1		佐原S1		1,867,500		1,867,500		1,867,500		1,446,834		420,666		22.53%		77.47%

		2		ＩＣＴ事 コト		U103000200		ｼｬｰﾌﾟﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾋ		1500064		Android端末のベアラ／USIM関連		0		DL70/DL75/DF10/PA29/Sequoia-S2/AL20 15年上期モデル		6/15/15		SBSS1		佐原S1		1,394,000		1,394,000		1,394,000		1,067,332		326,668		23.43%		76.57%

		2		ＩＣＴ事 コト		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500029		ソフトウェア開発業務 加瀬		0		ソフトウェア開発業務 加瀬		4/30/15		SBSS1		佐原S1		726,187		726,187		726,187		556,869		169,318		23.32%		76.68%

		2		ＩＣＴ事 コト		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500036		ソフトウェア開発業務 篠塚		1		ソフトウェア開発業務 篠塚		5/31/15		SBSS1		佐原S1		694,450		694,450		694,450		531,477		162,973		23.47%		76.53%

		2		ＩＣＴ事 コト		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500036		ソフトウェア開発業務 篠塚		2		ソフトウェア開発業務 篠塚		6/30/15		SBSS1		佐原S1		891,712		891,712		891,712		682,952		208,760		23.41%		76.59%

		2		ＩＣＴ事 コト		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500202		クラウドデータ処理システム開発 業務		0		クラウドデータ処理システム開発 業務		7/31/15		SBSS1		佐原S1		4,459,736		4,459,736		4,459,736		3,436,848		1,022,888		22.94%		77.06%

		2		ＩＣＴ事 コト		U110001200		横河医療		1500053		ビューア開発		7		ビューア開発		7/31/15		TBS2		東北S2		57,000		57,000		57,000		43,606		13,394		23.50%		76.50%

		2		ＩＣＴ事 コト		U110001200		横河医療		1500053		ビューア開発		9		ビューア開発		7/31/15		TBS2		東北S2		799,000		799,000		799,000		617,746		181,254		22.69%		77.31%

		2		ＩＣＴ事 コト		U110001200		横河医療		1500053		ビューア開発		10		ビューア開発		7/31/15		TBS2		東北S2		38,000		38,000		38,000		29,070		8,930		23.50%		76.50%

		2		ＩＣＴ事 コト		U112000900		ｱｲ･ｴﾑ･ｼﾞｪｲ		1400578		[IMJ]TSUTAYA		1		[IMJ]TSUTAYA SSL脆弱性対応		4/30/15		NJT11		Ｔ１１		720,000		720,000		720,000		556,441		163,559		22.72%		77.28%

		2		ＩＣＴ事 コト		U112000900		ｱｲ･ｴﾑ･ｼﾞｪｲ		1500271		IMJ LEONET運用		2		IMJ LEONET運用 6月		6/30/15		NJT13		Ｔ１３		300,000		300,000		300,000		230,884		69,116		23.04%		76.96%

		3		ＦＳ事 コト		U095010900		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰS		1500229		FIPS　日本郵便）新業務支援システム		0		FIPS　日本郵便）新業務支援システム調査		9/29/15		SBCS2		千葉S2		1,584,000		1,584,000		1,584,000		1,220,682		363,318		22.94%		77.06%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1400605		【SJNKS･個商管（営成保険金）】日常（２０１５年度）		5		【SJNKS･損調】日常業務（2015年9月）		9/30/15		NJJ21		Ｊ２１		4,669,500		4,669,500		4,669,500		3,613,263		1,056,237		22.62%		77.38%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1400609		【SJNKS･ﾏﾘﾝ 】日常業務（２０１５年度）		1		【SJNKS･マリン】日常業務（2015年5月）		5/31/15		NJJ21		Ｊ２１		338,250		338,250		338,250		261,910		76,340		22.57%		77.43%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500036		【SJNKS･支援】契管第１Ｇ　ＳＥ支援(2015年度）		3		【SJNKS･支援】契管第１Ｇ　ＳＥ支援(2015年7月）		7/31/15		NJJ21		Ｊ２１		3,920,000		3,920,000		3,920,000		3,020,193		899,807		22.95%		77.05%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500040		【SJNKS･支援】団体Ｇ　ＳＥ支援(2015年度）		2		【SJNKS･支援】団体Ｇ　ＳＥ支援(2015年6月）		6/30/15		NJJ21		Ｊ２１		6,860,000		6,860,000		6,860,000		5,260,123		1,599,877		23.32%		76.68%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1500073		C-ITS 発注システム開発		1		C-ITS 発注システム開発 05月		5/28/15		SBSS2		佐原S2		3,398,100		3,398,100		3,398,100		2,622,062		776,038		22.84%		77.16%

		3		ＦＳ事 コト		U095017100		富士ｾﾞﾛｯｸｽ情報		1500190		ＦＸＩＳ（保守・ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ支援）		3		FFL様向けｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ＆倉庫系ｼｽﾃﾑ保守支援業務(07月度)		7/31/15		NJJ32		Ｊ３２		2,964,280		2,964,280		2,964,280		2,289,025		675,255		22.78%		77.22%

		3		ＦＳ事 コト		U095020900		みずほ情報総研		1500188		みずほ情報総研（銀行系ｼｽﾃﾑ）		0		基盤更改ユーザー移行サポート（04月度）		4/30/15		NJJ32		Ｊ３２		900,000		900,000		900,000		692,765		207,235		23.03%		76.97%

		3		ＦＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400015		キヤノンFAXシステム開発		12		キヤノンFAXシステム開発		4/20/15		SBCS2		千葉S2		768,625		768,625		768,625		592,292		176,333		22.94%		77.06%

		3		ＦＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500017		キヤノンFAXシステム開発		0		キヤノンFAXシステム開発		5/20/15		SBCS2		千葉S2		606,300		606,300		606,300		466,276		140,024		23.09%		76.91%

		3		ＦＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500017		キヤノンFAXシステム開発		1		キヤノンFAXシステム開発		6/20/15		SBCS2		千葉S2		825,600		825,600		825,600		634,929		190,671		23.09%		76.91%

		3		ＦＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500017		キヤノンFAXシステム開発		2		キヤノンFAXシステム開発		7/20/15		SBCS2		千葉S2		715,950		715,950		715,950		550,603		165,347		23.09%		76.91%

		3		ＦＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500017		キヤノンFAXシステム開発		3		キヤノンFAXシステム開発		8/20/15		SBCS2		千葉S2		688,000		688,000		688,000		529,108		158,892		23.09%		76.91%

		3		ＦＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500017		キヤノンFAXシステム開発		4		キヤノンFAXシステム開発		9/20/15		SBCS2		千葉S2		789,050		789,050		789,050		606,820		182,230		23.09%		76.91%

		3		ＦＳ事 コト		U099000300		川越市		1500015		川越市（維持管理）		0		川越市（維持管理）		4/30/15		NJJ22		Ｊ２２		2,465,000		2,465,000		2,465,000		1,887,437		577,563		23.43%		76.57%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1400308		ＺＳ　2014年度上半期業務支援		10		2014年度下半期業務支援(保守業務)（4月）		4/30/15		NJJ11		Ｊ１１		4,330,000		4,330,000		4,330,000		3,319,672		1,010,328		23.33%		76.67%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1500301		生命系給付自治労課題(要件)		0		生命系給付自治労課題(要件)		5/31/15		NJJ11		Ｊ１１		3,280,000		3,280,000		3,280,000		2,514,067		765,933		23.35%		76.65%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1500011		メインフレーム基盤保守		4		メインフレーム基盤保守		8/31/15		NJJ22		Ｊ２２		780,000		780,000		780,000		602,743		177,257		22.73%		77.27%

		3		ＦＳ事 コト		U102001801		SJNKひまわり		1500013		保険金一般案件・保守作業		4		保険金・保守		8/31/15		NJJ22		Ｊ２２		2,560,000		2,560,000		2,560,000		1,959,226		600,774		23.47%		76.53%

		3		ＦＳ事 コト		U106001900		NTTｺﾑｳｪｱ		1500231		かんぽ生命		1		かんぽ生命		5/31/15		NJJ22		Ｊ２２		3,480,000		3,480,000		3,480,000		2,692,062		787,938		22.64%		77.36%

		3		ＦＳ事 コト		U108003100		ｴﾑﾕｰﾌﾛﾝﾃｨｱ債権		1500067		業務システムの開発支援		5		業務システムの開発支援（９月）		9/30/15		NJJ12		Ｊ１２		5,400,000		5,400,000		5,400,000		4,160,196		1,239,804		22.96%		77.04%

		3		ＦＳ事 コト		U114003300		ﾁｭｰﾘｯﾋ保険会社		1500046		【Zurich】ＤＭシステム対応		3		【Zurich】ＤＭシステム対応(2015年7月）		7/31/15		NJJ21		Ｊ２１		6,567,600		6,567,600		6,567,600		5,066,476		1,501,124		22.86%		77.14%

		3		ＦＳ事 コト		U114003300		ﾁｭｰﾘｯﾋ保険会社		1500232		【Zurich】バックエンドシステム対応		2		【Zurich】バックエンドシステム対応(6月）		6/30/15		NJJ21		Ｊ２１		2,825,100		2,825,100		2,825,100		2,180,050		645,050		22.83%		77.17%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500115		H27　ASYNETインフラ運用業務（派遣）		2		H27　ASYNETインフラ運用業務（派遣）		6/30/15		NJNA1		ＮＡ１		1,580,000		1,580,000		1,580,000		1,218,142		361,858		22.90%		77.10%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500118		H27　able-D保守運用作業(ps1)		0		H27　able-D保守運用作業(ps1)		6/30/15		NJNA1		ＮＡ１		11,610,000		11,610,000		11,610,000		8,897,224		2,712,776		23.37%		76.63%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500121		H27　運用品質チーム支援作業		1		H27　運用品質チーム支援作業		9/30/15		NJNA1		ＮＡ１		9,480,000		9,480,000		9,480,000		7,263,737		2,216,263		23.38%		76.62%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500130		H27　羽田支店　サービスマネジメントチーム		2		H27　羽田支店　サービスマネジメントチーム		6/30/15		NJNA1		ＮＡ１		1,778,220		1,778,220		1,778,220		1,362,515		415,705		23.38%		76.62%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500138		H27 ITｿﾘｭｰｼｮﾝ部第二ﾁｰﾑ開発支援作業		1		H27 ITｿﾘｭｰｼｮﾝ部第二ﾁｰﾑ開発支援作業		9/30/15		NJNA2		ＮＡ２		7,110,000		7,110,000		7,110,000		5,476,942		1,633,058		22.97%		77.03%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500141		H27 ASX殿システムオペレーション		0		H27 ASX殿システムオペレーション		6/30/15		NJNA2		ＮＡ２		171,000		171,000		171,000		131,471		39,529		23.12%		76.88%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500141		H27 ASX殿システムオペレーション		1		H27 ASX殿システムオペレーション		9/30/15		NJNA2		ＮＡ２		171,000		171,000		171,000		131,471		39,529		23.12%		76.88%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500144		H27 CAPオペレーション業務		2		H27 CAPオペレーション業務		6/30/15		NJNA2		ＮＡ２		11,590,000		11,590,000		11,590,000		8,900,736		2,689,264		23.20%		76.80%

		4		ＮＳ事 コト		U095020900		みずほ情報総研		1500028		回線事業展開支援		1		回線事業展開作業に関わる付帯業務２０１３年		5/31/15		NJN22		Ｎ２２		1,400,000		1,400,000		1,400,000		1,082,420		317,580		22.68%		77.32%

		4		ＮＳ事 コト		U095023300		三井ﾎｰﾑ		1500023		情報システムグループ サポート業務		1		情報システムグループ サポート業務		5/31/15		NJN11		Ｎ１１		1,700,000		1,700,000		1,700,000		1,316,434		383,566		22.56%		77.44%

		4		ＮＳ事 コト		U095023300		三井ﾎｰﾑ		1500023		情報システムグループ サポート業務		5		情報システムグループ サポート業務		9/30/15		NJN11		Ｎ１１		1,700,000		1,700,000		1,700,000		1,312,432		387,568		22.80%		77.20%

		4		ＮＳ事 コト		U095029400		KADOKAWA		1500026		ＫＡＤＯＫＡＷＡシステム部支援業務		0		ＫＡＤＯＫＡＷＡシステム部支援業務		4/30/15		NJN22		Ｎ２２		1,625,000		1,625,000		1,625,000		1,252,737		372,263		22.91%		77.09%

		4		ＮＳ事 コト		U095029700		地球科学総研		1500109		（地科研 H27）運用管理		2		（地科研 H27）運用管理		6/30/15		NJN12		Ｎ１２		1,340,000		1,340,000		1,340,000		1,027,907		312,093		23.29%		76.71%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1500303		全労済システムズ オープン系運用業務		1		全労済システムズ オープン系運用業務		9/2/15		NJN11		Ｎ１１		8,056,000		8,056,000		8,056,000		6,202,080		1,853,920		23.01%		76.99%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1500156		IBM)ＮＫひばりヘルプ		2		IBM)ＮＫひばりヘルプ		7/7/15		NJN23		Ｎ２３		1,820,000		1,820,000		1,820,000		1,392,726		427,274		23.48%		76.52%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1500156		IBM)ＮＫひばりヘルプ		3		IBM)ＮＫひばりヘルプ		8/7/15		NJN23		Ｎ２３		1,820,000		1,820,000		1,820,000		1,392,726		427,274		23.48%		76.52%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1500156		IBM)ＮＫひばりヘルプ		23		IBM)ＮＫひばりヘルプ		9/7/15		NJN23		Ｎ２３		252,500		252,500		252,500		194,923		57,577		22.80%		77.20%

		4		ＮＳ事 コト		U104003100		富士通ｴﾌｻｽ		1400647		（富士通ｴﾌｻｽH27請負）ﾌｧｲﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ		5		（富士通ｴﾌｻｽH27.9月請負）ﾌｧｲﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ		9/20/15		NJN11		Ｎ１１		2,110,000		2,110,000		2,110,000		1,628,923		481,077		22.80%		77.20%

		4		ＮＳ事 コト		U106000300		長谷工ｱﾈｼｽ		1500051		（長谷工ｱﾈｼｽ H27）LAN管理技術支援		5		（長谷工ｱﾈｼｽ H27）LAN管理技術支援		9/30/15		NJN21		Ｎ２１		640,200		640,200		640,200		491,530		148,670		23.22%		76.78%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1400556		CTC(FG基幹ｼｽﾃﾑ管理外ﾃﾞｰﾀ入力・収集ｲﾝﾌﾗ構築）		0		CTC(FG基幹ｼｽﾃﾑ管理外ﾃﾞｰﾀ入力・収集ｲﾝﾌﾗ構築）		6/30/15		NJN21		Ｎ２１		12,000,000		12,000,000		12,000,000		9,276,478		2,723,522		22.70%		77.30%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1500063		CTC(CDMシステム保守・メンテ)		1		CTC(CDMシステム保守・メンテ)		5/31/15		NJN21		Ｎ２１		752,000		752,000		752,000		580,000		172,000		22.87%		77.13%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1500063		CTC(CDMシステム保守・メンテ)		5		CTC(CDMシステム保守・メンテ)		9/30/15		NJN21		Ｎ２１		752,000		752,000		752,000		580,000		172,000		22.87%		77.13%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1500066		CTC(SI委託契約)MARISYS_市場系ﾘｽｸ案件支援		0		CTC(SI委託契約)MARISYS_NID-リリース後支援		4/30/15		NJN21		Ｎ２１		2,970,000		2,970,000		2,970,000		2,300,687		669,313		22.54%		77.46%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1500066		CTC(SI委託契約)MARISYS_市場系ﾘｽｸ案件支援		5		CTC(SI委託契約)MARISYS_維持メンテ支援		6/30/15		NJN21		Ｎ２１		700,000		700,000		700,000		537,440		162,560		23.22%		76.78%

		4		ＮＳ事 コト		U108003100		ｴﾑﾕｰﾌﾛﾝﾃｨｱ債権		1500025		基盤ﾁｰﾑのｼｽﾃﾑ導入・運用支援		2		基盤ﾁｰﾑのｼｽﾃﾑ導入・運用支援		6/30/15		NJN11		Ｎ１１		4,310,000		4,310,000		4,310,000		3,336,721		973,279		22.58%		77.42%

		4		ＮＳ事 コト		U111003700		AIGﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ		1500087		AIGKK)ＩＴ運用管理部業務_AHA向け運用		1		AIGKK)ＩＴ運用管理部業務_AHA向け運用		5/31/15		NJN22		Ｎ２２		3,265,295		3,265,295		3,265,295		2,514,397		750,898		23.00%		77.00%

		4		ＮＳ事 コト		U111003700		AIGﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ		1500088		AIGKK)顧客サービス部業務_AHA向けﾕｰｻﾞ支援		4		AIGKK)顧客サービス部業務_AHA向けﾕｰｻﾞ支援		9/8/15		NJN22		Ｎ２２		2,694,175		2,694,175		2,694,175		2,087,804		606,371		22.51%		77.49%

		4		ＮＳ事 コト		U114000100		志賀国際特許		1500226		（志賀国際 H27）ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ業務委託		3		（志賀国際 H27）ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ業務委託		7/31/15		NJN21		Ｎ２１		117,300		117,300		117,300		90,000		27,300		23.27%		76.73%

		5		その他 タ		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1500036		②【OS】NHK-MT（山本）		4		②【OS】NHKMT/ｼｽﾃﾑ開発（山本）		8/31/15		EBCS		ＣＳ課		650,000		650,000		650,000		502,051		147,949		22.76%		77.24%

		5		その他 タ		U108000300		Dojo売上		1500287		Dojo顧客向け販売プロジェクト		2		Dojo（AIRDO）向け販売プロジェクト		9/30/15		NEEPJ		プ仕販		425,000		425,000		425,000		325,135		99,865		23.50%		76.50%

		1		ＥＳ事 コト		U095006501		横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻ		1400632		ＹＪＰ：派遣 [2015]		5		ＹＪＰ：派遣 [2015] 8/21-9/20山口分		9/20/15		NJT21		Ｔ２１		917,525		917,525		917,525		700,452		217,073		23.66%		76.34%

		1		ＥＳ事 コト		U095006601		日立国際小金井		1400606		HiKE 個別案件(2015)		4		HiKE 地域防災無線　差別化追加作業		7/31/15		NJT22		Ｔ２２		3,500,000		3,500,000		3,500,000		2,665,600		834,400		23.84%		76.16%

		1		ＥＳ事 コト		U095006601		日立国際小金井		1400606		HiKE 個別案件(2015)		5		HiKE 東消SCPC　同一運用波　複数通話対応		5/31/15		NJT22		Ｔ２２		2,300,000		2,300,000		2,300,000		1,750,866		549,134		23.88%		76.12%

		1		ＥＳ事 コト		U095006803		日立製作 公共		1400108		千葉県警保守		31		千葉県警保守 ３月精算		4/3/15		SBCS1		千葉S1		158,400		158,400		158,400		120,253		38,147		24.08%		75.92%

		1		ＥＳ事 コト		U095006803		日立製作 公共		1500043		千葉県警保守		0		千葉県警保守 ４月		4/30/15		SBCS1		千葉S1		682,000		682,000		682,000		520,242		161,758		23.72%		76.28%

		1		ＥＳ事 コト		U095006803		日立製作 公共		1500043		千葉県警保守		1		千葉県警保守 ５月		5/31/15		SBCS1		千葉S1		580,800		580,800		580,800		443,045		137,755		23.72%		76.28%

		1		ＥＳ事 コト		U095006803		日立製作 公共		1500043		千葉県警保守		2		千葉県警保守 ６月		6/30/15		SBCS1		千葉S1		752,400		752,400		752,400		573,945		178,455		23.72%		76.28%

		1		ＥＳ事 コト		U095006803		日立製作 公共		1500043		千葉県警保守		3		千葉県警保守 ７月		7/31/15		SBCS1		千葉S1		717,200		717,200		717,200		547,093		170,107		23.72%		76.28%

		1		ＥＳ事 コト		U095006803		日立製作 公共		1500043		千葉県警保守		4		千葉県警保守 ８月		8/31/15		SBCS1		千葉S1		717,200		717,200		717,200		547,093		170,107		23.72%		76.28%

		1		ＥＳ事 コト		U095006803		日立製作 公共		1500043		千葉県警保守		5		千葉県警保守 ９月		9/30/15		SBCS1		千葉S1		646,800		646,800		646,800		493,391		153,409		23.72%		76.28%

		1		ＥＳ事 コト		U095006803		日立製作 公共		1500043		千葉県警保守		20		千葉県警保守 ４月精算		5/11/15		SBCS1		千葉S1		176,000		176,000		176,000		134,256		41,744		23.72%		76.28%

		1		ＥＳ事 コト		U095006803		日立製作 公共		1500043		千葉県警保守		22		千葉県警保守 ６月精算		7/3/15		SBCS1		千葉S1		149,600		149,600		149,600		114,118		35,482		23.72%		76.28%

		1		ＥＳ事 コト		U095006803		日立製作 公共		1500043		千葉県警保守		23		千葉県警保守 ７月精算		8/5/15		SBCS1		千葉S1		158,400		158,400		158,400		120,830		37,570		23.72%		76.28%

		1		ＥＳ事 コト		U095007203		沖電気工業芝浦		1400612		OKI デジタル無線設計サポート業務[2015]		0		OKI デジタル無線設計サポート業務[2015] 4月		4/30/15		NJT22		Ｔ２２		2,410,339		2,410,339		2,410,339		1,824,330		586,009		24.31%		75.69%

		1		ＥＳ事 コト		U095011900		OKIｿﾌﾄｳｪｱ		1500011		２０１５年４月度　開発・メンテ作業		1		２０１５年５月度　開発・メンテ作業		6/30/15		TBS1		東北S1		1,326,800		1,326,800		1,326,800		1,013,411		313,389		23.62%		76.38%

		1		ＥＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1500210		資材／貯蔵品流通管理システム開発		1		資材システムHDカンパニー制対応 9月		9/30/15		SBCS1		千葉S1		669,375		669,375		669,375		507,235		162,140		24.22%		75.78%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500026		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（工藤雄介）		1		ＴＯｉＮＸ開発運用本部派遣（工藤雄介）		5/31/15		TBS1		東北S1		401,000		401,000		401,000		305,301		95,699		23.87%		76.13%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400014		医療機器ソフトウェア開発業務（小野寺隆幸）		12		医療機器ソフトウェア開発業務（小野寺隆幸）		4/20/15		TBS1		東北S1		770,000		770,000		770,000		586,637		183,363		23.81%		76.19%

		1		ＥＳ事 コト		U114002500		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾈｯﾄ開		1500052		Android端末用デバイスドライバ開発		0		Android端末用デバイスドライバ開発		5/31/15		TBS1		東北S1		1,400,000		1,400,000		1,400,000		1,060,417		339,583		24.26%		75.74%

		1		ＥＳ事 コト		U114003800		ﾄﾖﾀ自動車		1400585		先安モデル[2015]		0		先安モデル[2015.03-05]		6/2/15		NJT23		Ｔ２３		39,000,000		39,000,000		39,000,000		29,688,717		9,311,283		23.88%		76.12%

		1		ＥＳ事 コト		U114003800		ﾄﾖﾀ自動車		1500235		HVシス担[2015]		0		HVシス担[2015.05]		5/29/15		NJT23		Ｔ２３		2,048,000		2,048,000		2,048,000		1,550,264		497,736		24.30%		75.70%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500163		森永乳業　損益運用業務支援1		5		森永乳業　損益運用業務支援1(09月)		9/30/15		NJJ31		Ｊ３１		801,250		801,250		801,250		605,948		195,302		24.37%		75.63%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500371		森永乳業 標準フレームワーク改修		0		森永乳業 標準フレームワーク改修		9/30/15		NJJ31		Ｊ３１		3,017,500		3,017,500		3,017,500		2,302,825		714,675		23.68%		76.32%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095007200		沖電気工業		1400465		沖電気　消火器リサイクルWebシステム		A3		沖電気　消火器リサイクルWebシステム07月		7/15/15		NJJ31		Ｊ３１		250,000		250,000		250,000		190,613		59,387		23.75%		76.25%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500207		[NMSE]移動機(IOT L1特性)(H27上)		5		[NMSE]移動機(IOT L1特性)(H27上)( 9月)		9/30/15		NJT11		Ｔ１１		2,090,000		2,090,000		2,090,000		1,594,687		495,313		23.70%		76.30%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500247		[NMSE]CB推アプリ試験		13		[NMSE]CB推アプリ試験 新ﾄﾞｺﾓﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ評価( 8月)		8/31/15		NJT11		Ｔ１１		419,500		419,500		419,500		317,181		102,319		24.39%		75.61%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500247		[NMSE]CB推アプリ試験		14		[NMSE]CB推アプリ試験 ﾃﾞｰﾀ保管BOX評価( 8月)		8/31/15		NJT11		Ｔ１１		1,569,000		1,569,000		1,569,000		1,185,181		383,819		24.46%		75.54%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500250		[NMSE]2015年度上期 位置情報試験		0		[NMSE]2015年度上期 位置情報試験( 4月)		4/30/15		NJT11		Ｔ１１		1,144,500		1,144,500		1,144,500		868,836		275,664		24.09%		75.91%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1400363		[NMSE]HD-BDE基地局開発(準委任)		13		[NMSE]HD-BDE開発・LTEソフト開発推進支援開発(6月)		6/20/15		NJT12		Ｔ１２		4,116,060		4,116,060		4,116,060		3,113,835		1,002,225		24.35%		75.65%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500261		[NMSE]MCAS様向けIP無線システムIP無線機SW開発		2		[NMSE]MCAS様向けIP無線システム 次期ｼｽﾃﾑの仕様検討		9/30/15		NJT12		Ｔ１２		2,240,000		2,240,000		2,240,000		1,697,545		542,455		24.22%		75.78%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095011000		ｷﾔﾉﾝｿﾌﾄｳｪｱ		1500187		コンデジ再生アプリ・ミドルウェアの開発		1		コンデジ再生アプリ・ミドルウェアの開発		7/31/15		SBSS1		佐原S1		795,800		795,800		795,800		606,777		189,023		23.75%		76.25%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1400123		Ｌ０１保守切れ対応　システム構築		1		Ｌ０１保守切れ対応　システム構築		4/30/15		TBS2		東北S2		292,500		292,500		292,500		221,662		70,838		24.22%		75.78%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500040		「パスワード申請受付システム」情報化企画書		1		「パスワード申請受付システム」情報化企画書		5/31/15		TBS2		東北S2		2,600,000		2,600,000		2,600,000		1,976,374		623,626		23.99%		76.01%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500083		送電メンテ　組織整備対応		0		送電メンテ　組織整備対応		7/31/15		TBS2		東北S2		336,600		336,600		336,600		256,183		80,417		23.89%		76.11%

		2		ＩＣＴ事 コト		U096005700		ｿﾆｰ		1500178		SONY（NFC）		3		[SONY]NFCﾌｧｰﾑｳｪｱ/ﾄﾞﾗｲﾊﾞ開発業務		6/30/15		NJT13		Ｔ１３		1,275,000		1,275,000		1,275,000		970,150		304,850		23.91%		76.09%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1400300		[KC]GPS派遣 長谷川		11		[KC]GPS派遣 長谷川 3月作業		4/30/15		NJT11		Ｔ１１		847,200		847,200		847,200		646,515		200,685		23.69%		76.31%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1400300		[KC]GPS派遣 長谷川		13		[KC]GPS派遣 長谷川 5月作業		6/30/15		NJT11		Ｔ１１		795,600		795,600		795,600		604,155		191,445		24.06%		75.94%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1400598		[KC]KA43 Android Location機能設計・評価		2		[KC]KA44 Android Location機能設計・評価 Phase3		7/20/15		NJT11		Ｔ１１		780,000		780,000		780,000		596,603		183,397		23.51%		76.49%

		2		ＩＣＴ事 コト		U103000200		ｼｬｰﾌﾟﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾋ		1500022		DTV開発		7		DTV共通開発対応		9/18/15		SBSS1		佐原S1		2,992,250		2,992,250		2,992,250		2,286,389		705,861		23.59%		76.41%

		2		ＩＣＴ事 コト		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500029		ソフトウェア開発業務 加瀬		2		ソフトウェア開発業務 加瀬		6/30/15		SBSS1		佐原S1		803,250		803,250		803,250		610,279		192,971		24.02%		75.98%

		2		ＩＣＴ事 コト		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500031		ソフトウェア開発業務 川口		1		ソフトウェア開発業務 川口		5/31/15		SBSS1		佐原S1		638,906		638,906		638,906		487,698		151,208		23.67%		76.33%

		2		ＩＣＴ事 コト		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500032		ソフトウェア開発業務 深澤		1		ソフトウェア開発業務 深澤		5/31/15		SBSS1		佐原S1		771,312		771,312		771,312		584,887		186,425		24.17%		75.83%

		2		ＩＣＴ事 コト		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500032		ソフトウェア開発業務 深澤		2		ソフトウェア開発業務 深澤		6/30/15		SBSS1		佐原S1		1,010,768		1,010,768		1,010,768		763,505		247,263		24.46%		75.54%

		2		ＩＣＴ事 コト		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500033		ソフトウェア開発業務 新島		0		ソフトウェア開発業務 新島		4/30/15		SBSS1		佐原S1		789,750		789,750		789,750		601,523		188,227		23.83%		76.17%

		2		ＩＣＴ事 コト		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500036		ソフトウェア開発業務 篠塚		0		ソフトウェア開発業務 篠塚		4/30/15		SBSS1		佐原S1		894,937		894,937		894,937		679,450		215,487		24.08%		75.92%

		2		ＩＣＴ事 コト		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500038		ソフトウェア開発業務 小橋		1		ソフトウェア開発業務 小橋		5/31/15		SBSS1		佐原S1		687,775		687,775		687,775		521,667		166,108		24.15%		75.85%

		2		ＩＣＴ事 コト		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500203		クライアントおよびサーバシステム開発 業務		1		クライアントおよびサーバシステム開発 業務		8/31/15		SBSS1		佐原S1		1,408,649		1,408,649		1,408,649		1,069,083		339,566		24.11%		75.89%

		2		ＩＣＴ事 コト		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500203		クライアントおよびサーバシステム開発 業務		2		クライアントおよびサーバシステム開発 業務		9/30/15		SBSS1		佐原S1		1,437,886		1,437,886		1,437,886		1,087,470		350,416		24.37%		75.63%

		2		ＩＣＴ事 コト		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500216		クラウドデータ処理システム開発 業務		1		クラウドデータ処理システム開発 業務		9/30/15		SBSS1		佐原S1		787,200		787,200		787,200		594,420		192,780		24.49%		75.51%

		2		ＩＣＴ事 コト		U112000200		ｸｱﾙｺﾑｼｰﾃﾞｨｰｴﾑｴ		1500270		[QCOM]IOT/FT業務		0		[QCOM]IOT/FT業務(4月)		4/30/15		NJT12		Ｔ１２		2,942,313		2,942,313		2,942,313		2,223,427		718,886		24.43%		75.57%

		2		ＩＣＴ事 コト		U112000200		ｸｱﾙｺﾑｼｰﾃﾞｨｰｴﾑｴ		1500270		[QCOM]IOT/FT業務		2		[QCOM]IOT/FT業務(6月)		6/30/15		NJT12		Ｔ１２		3,090,074		3,090,074		3,090,074		2,333,394		756,680		24.49%		75.51%

		2		ＩＣＴ事 コト		U113003900		ｳｫﾙﾄ･ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ		1500351		WDJ（DM09_SettingApp）		0		WDJ（DM09_SettingApp 設計製造）		9/30/15		NJT13		Ｔ１３		5,310,000		5,310,000		5,310,000		4,030,128		1,279,872		24.10%		75.90%

		3		ＦＳ事 コト		U095001800		埼玉県		1500014		統合サーバー保守		1		統合サーバー保守		5/31/15		NJJ22		Ｊ２２		2,356,000		2,356,000		2,356,000		1,784,694		571,306		24.25%		75.75%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1400638		【SJNKS･自賠】日常業務（２０１５年度）		4		【SJNKS･自満】日常業務（2015年07月）		7/31/15		NJJ21		Ｊ２１		825,000		825,000		825,000		629,798		195,202		23.66%		76.34%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500040		【SJNKS･支援】団体Ｇ　ＳＥ支援(2015年度）		3		【SJNKS･支援】団体Ｇ　ＳＥ支援(2015年7月）		7/31/15		NJJ21		Ｊ２１		6,860,000		6,860,000		6,860,000		5,247,173		1,612,827		23.51%		76.49%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500230		【SJNKS･団体】廃止メディア対応（団サ三チーム）		3		【SJNKS･団体】廃止メディア対応（団サ三Ｔ）8月)		8/31/15		NJJ21		Ｊ２１		1,725,000		1,725,000		1,725,000		1,312,954		412,046		23.89%		76.11%

		3		ＦＳ事 コト		U095017100		富士ｾﾞﾛｯｸｽ情報		1500190		ＦＸＩＳ（保守・ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ支援）		5		FFL様向けｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ＆倉庫系ｼｽﾃﾑ保守支援業務(09月度)		9/30/15		NJJ32		Ｊ３２		2,967,500		2,967,500		2,967,500		2,264,826		702,674		23.68%		76.32%

		3		ＦＳ事 コト		U095020900		みずほ情報総研		1500187		みずほ情報総研（ｵﾘｺ向け受付与信ｼｽﾃﾑ）		4		ｵﾘｺ向け受付与信ｼｽﾃﾑ（08月度）		8/31/15		NJJ32		Ｊ３２		16,310,000		16,310,000		16,310,000		12,412,430		3,897,570		23.90%		76.10%

		3		ＦＳ事 コト		U101000201		日立ｼｽﾃﾑｽﾞ		1500194		ＪＡ共済		3		ＪＡ共済		7/31/15		NJJ22		Ｊ２２		3,447,500		3,447,500		3,447,500		2,627,195		820,305		23.79%		76.21%

		3		ＦＳ事 コト		U101000201		日立ｼｽﾃﾑｽﾞ		1500194		ＪＡ共済		5		ＪＡ共済		9/30/15		NJJ22		Ｊ２２		3,433,250		3,433,250		3,433,250		2,600,148		833,102		24.27%		75.73%

		3		ＦＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1500006		個人保険３Ｇ		1		個人保険３Ｇ		5/31/15		NJJ22		Ｊ２２		2,340,000		2,340,000		2,340,000		1,782,304		557,696		23.83%		76.17%

		4		ＮＳ事 コト		U095009800		全日本空輸		1500315		H27  ANA次期人事給与システム構築 設計・開発支援		1		H27  ANA次期人事給与システム構築 設計・開発支援		9/30/15		NJNA1		ＮＡ１		1,227,330		1,227,330		1,227,330		934,811		292,519		23.83%		76.17%

		4		ＮＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500184		ｻｰﾊﾞｰ系基盤SE業務支援		0		ｻｰﾊﾞｰ系基盤SE業務支援		4/30/15		NJN23		Ｎ２３		1,755,000		1,755,000		1,755,000		1,333,883		421,117		24.00%		76.00%

		4		ＮＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500184		ｻｰﾊﾞｰ系基盤SE業務支援		1		ｻｰﾊﾞｰ系基盤SE業務支援		5/31/15		NJN23		Ｎ２３		1,420,000		1,420,000		1,420,000		1,073,986		346,014		24.37%		75.63%

		4		ＮＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500185		ﾎｽﾄ運用ﾁｰﾑ支援		1		ﾎｽﾄ運用ﾁｰﾑ支援		5/31/15		NJN23		Ｎ２３		740,000		740,000		740,000		561,836		178,164		24.08%		75.92%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1500090		FIP)ｻﾝﾘｵ殿他向けｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ運用		1		FIP)ｻﾝﾘｵ殿他向けｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ運用		5/31/15		NJN22		Ｎ２２		6,391,400		6,391,400		6,391,400		4,844,022		1,547,378		24.21%		75.79%

		4		ＮＳ事 コト		U095013800		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ		1500090		FIP)ｻﾝﾘｵ殿他向けｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ運用		5		FIP)ｻﾝﾘｵ殿他向けｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ運用		9/30/15		NJN22		Ｎ２２		6,391,400		6,391,400		6,391,400		4,865,646		1,525,754		23.87%		76.13%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500118		H27　able-D保守運用作業(ps1)		1		H27　able-D保守運用作業(ps1)		9/30/15		NJNA1		ＮＡ１		13,897,500		13,897,500		13,897,500		10,521,827		3,375,673		24.29%		75.71%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500125		H27　ANADAS保守運用		1		H27　ANADAS保守運用		5/31/15		NJNA1		ＮＡ１		711,000		711,000		711,000		541,397		169,603		23.85%		76.15%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500128		H27 エアポート統括部 羽田支店		1		H27　羽田支店　カスタマーチーム		5/31/15		NJNA1		ＮＡ１		1,387,120		1,387,120		1,387,120		1,053,919		333,201		24.02%		75.98%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500137		H27 ITｿﾘｭｰｼｮﾝ部第三ﾁｰﾑ支援作業		1		H27 ITｿﾘｭｰｼｮﾝ部第三ﾁｰﾑ支援作業		9/30/15		NJNA2		ＮＡ２		2,370,000		2,370,000		2,370,000		1,794,942		575,058		24.26%		75.74%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500142		H27 運用支援システムに関する開発／保守運用支援		1		H27 運用支援システムに関する開発／保守運用支援		9/30/15		NJNA2		ＮＡ２		4,740,000		4,740,000		4,740,000		3,622,751		1,117,249		23.57%		76.43%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500336		H27 ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部二チーム運用支援作業		0		H27 ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部二チーム運用支援作業		9/30/15		NJNA2		ＮＡ２		9,030,000		9,030,000		9,030,000		6,865,926		2,164,074		23.97%		76.03%

		4		ＮＳ事 コト		U095023200		石油資源開発		1500107		石油資源開発 情報システム部システム運用支援業務		1		石油資源開発 情報システム部システム運用支援業務		5/31/15		NJN12		Ｎ１２		3,250,000		3,250,000		3,250,000		2,483,643		766,357		23.58%		76.42%

		4		ＮＳ事 コト		U095029700		地球科学総研		1500109		（地科研 H27）運用管理		4		（地科研 H27）運用管理		8/31/15		NJN12		Ｎ１２		1,355,750		1,355,750		1,355,750		1,027,907		327,843		24.18%		75.82%

		4		ＮＳ事 コト		U096000800		日本HP		1500150		H27 ASY OMC業務作業支援		4		H27 ASY OMC業務作業支援		9/20/15		NJNA2		ＮＡ２		7,780,400		7,780,400		7,780,400		5,883,697		1,896,703		24.38%		75.62%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1400353		IBM)ＮＫひばりヘルプ		9		IBM)ＮＫひばりヘルプ		4/28/15		NJN23		Ｎ２３		2,330,000		2,330,000		2,330,000		1,778,584		551,416		23.67%		76.33%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1500156		IBM)ＮＫひばりヘルプ		21		IBM)ＮＫひばりヘルプ		6/22/15		NJN23		Ｎ２３		222,500		222,500		222,500		168,169		54,331		24.42%		75.58%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1500156		IBM)ＮＫひばりヘルプ		22		IBM)ＮＫひばりヘルプ		7/14/15		NJN23		Ｎ２３		235,000		235,000		235,000		179,635		55,365		23.56%		76.44%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1500157		IBM)ＮＫひばり移転プロジェクト支援		3		IBM)ＮＫひばり移転プロジェクト支援		8/5/15		NJN23		Ｎ２３		2,312,500		2,312,500		2,312,500		1,765,753		546,747		23.64%		76.36%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1500157		IBM)ＮＫひばり移転プロジェクト支援		4		IBM)ＮＫひばり移転プロジェクト支援		9/3/15		NJN23		Ｎ２３		2,312,500		2,312,500		2,312,500		1,759,320		553,180		23.92%		76.08%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1500151		H27 ASY国際旅客系ｲﾝﾌﾗ保守・運用		0		H27 ASY国際旅客系ｲﾝﾌﾗ保守・運用		4/30/15		NJNA2		ＮＡ２		810,000		810,000		810,000		613,530		196,470		24.26%		75.74%

		4		ＮＳ事 コト		U097003000		ｱﾒﾘｶﾝﾎｰﾑ医療		1500085		ｱﾒﾎ)情報ｾｷｭﾘﾃｨ管理業務		3		ｱﾒﾎ)情報ｾｷｭﾘﾃｨ管理業務		7/31/15		NJN22		Ｎ２２		1,480,000		1,480,000		1,480,000		1,127,377		352,623		23.83%		76.17%

		4		ＮＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1500019		（FIS-SE H27）運用管理業務		1		（FIS-SE H27）運用管理業務		5/31/15		NJN11		Ｎ１１		3,120,000		3,120,000		3,120,000		2,372,734		747,266		23.95%		76.05%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1500058		CTC(SI諸業務)金融ｼｽ1部1･2課		4		CTC(SI諸業務)金融ｼｽ1部2･5課		8/31/15		NJN21		Ｎ２１		2,134,059		2,134,059		2,134,059		1,621,677		512,382		24.01%		75.99%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1500080		CTC(SI委託契約)MH_ｱﾌﾟﾘ仮想化Win2003対応		21		CTC(SI委託契約)情報系一元化（2015.09）中村		9/30/15		NJN21		Ｎ２１		750,000		750,000		750,000		573,560		176,440		23.53%		76.47%

		4		ＮＳ事 コト		U112001400		AIRDO		1500135		H27 AIRDO社内システム保守運用作業		3		H27　AIRDO社内システム保守運用作業		7/31/15		NJNA1		ＮＡ１		1,575,370		1,575,370		1,575,370		1,189,512		385,858		24.49%		75.51%

		5		その他 タ		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1500036		②【OS】NHK-MT（山本）		0		②【OS】NHKMT/ｼｽﾃﾑ開発（山本）		4/30/15		EBCS		ＣＳ課		650,000		650,000		650,000		494,040		155,960		23.99%		76.01%

		1		ＥＳ事 コト		U095006501		横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻ		1400376		ＹＪＰ：KLTO_30-H 運転用計算機		6		ＹＪＰ：KLTO_30-H運転用計算機　立会検査サポート		7/31/15		NJT21		Ｔ２１		1,700,000		1,700,000		1,700,000		1,271,115		428,885		25.23%		74.77%

		1		ＥＳ事 コト		U095006501		横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻ		1500344		ＹＪＰ：白島石油備蓄　移行対応		1		ＹＪＰ：白島石油備蓄　移行製造費(設計・製造費１)		9/30/15		NJT21		Ｔ２１		8,500,000		8,500,000		8,500,000		6,385,657		2,114,343		24.87%		75.13%

		1		ＥＳ事 コト		U095006601		日立国際小金井		1400606		HiKE 個別案件(2015)		0		HiKE SMTクライアント開発フェーズ２		5/31/15		NJT22		Ｔ２２		2,150,000		2,150,000		2,150,000		1,618,944		531,056		24.70%		75.30%

		1		ＥＳ事 コト		U095006601		日立国際小金井		1400606		HiKE 個別案件(2015)		10		HiKE 仙台市東西線　音声パス変更対応		7/31/15		NJT22		Ｔ２２		500,000		500,000		500,000		374,000		126,000		25.20%		74.80%

		1		ＥＳ事 コト		U095006601		日立国際小金井		1400610		HiKE 全国消防(2015)		4		HiKE 全国消防2014　SE支援作業１２		5/31/15		NJT22		Ｔ２２		400,000		400,000		400,000		300,012		99,988		25.00%		75.00%

		1		ＥＳ事 コト		U095006803		日立製作 公共		1500068		気象庁HP改修		0		気象庁HP H27K改修 衛星/船舶		9/30/15		SBCS1		千葉S1		8,810,012		8,810,012		8,810,012		6,637,440		2,172,572		24.66%		75.34%

		1		ＥＳ事 コト		U095007203		沖電気工業芝浦		1400612		OKI デジタル無線設計サポート業務[2015]		5		OKI デジタル無線設計サポート業務[2015] 9月		9/30/15		NJT22		Ｔ２２		2,493,980		2,493,980		2,493,980		1,866,308		627,672		25.17%		74.83%

		1		ＥＳ事 コト		U095011900		OKIｿﾌﾄｳｪｱ		1500011		２０１５年４月度　開発・メンテ作業		0		２０１５年４月度　開発・メンテ作業		5/31/15		TBS1		東北S1		1,367,959		1,367,959		1,367,959		1,022,981		344,978		25.22%		74.78%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500020		基幹業務ｼｽﾃﾑ再構築（開発工程）		1		基幹業務ｼｽﾃﾑ再構築（開発工程）		5/29/15		TBS1		東北S1		360,000		360,000		360,000		269,889		90,111		25.03%		74.97%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500087		配電関連事業の統合に伴うシェアードサービス導入		0		配電関連事業の統合に伴うシェアードサービス導入		8/31/15		TBS1		東北S1		1,200,000		1,200,000		1,200,000		905,478		294,522		24.54%		75.46%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500002		医療機器開発ソフトウェア開発業務（藤澤秀）		2		医療機器開発ソフトウェア開発業務（藤澤秀）		7/20/15		TBS1		東北S1		854,400		854,400		854,400		639,313		215,087		25.17%		74.83%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500002		医療機器開発ソフトウェア開発業務（藤澤秀）		4		医療機器開発ソフトウェア開発業務（藤澤秀）		9/20/15		TBS1		東北S1		817,200		817,200		817,200		615,386		201,814		24.70%		75.30%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500003		医療機器開発ソフトウェア開発業務（小野寺隆幸）		2		医療機器開発ソフトウェア開発業務（小野寺隆幸）		7/20/15		TBS1		東北S1		871,250		871,250		871,250		655,583		215,667		24.75%		75.25%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500003		医療機器開発ソフトウェア開発業務（小野寺隆幸）		3		医療機器開発ソフトウェア開発業務（小野寺隆幸）		8/20/15		TBS1		東北S1		750,000		750,000		750,000		561,666		188,334		25.11%		74.89%

		1		ＥＳ事 コト		U099004200		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸITS		1500217		PASITS T社17CY DA PL派遣		4		PASITS T社17CY DA PL派遣 8月		8/15/15		NJT22		Ｔ２２		3,588,997		3,588,997		3,588,997		2,698,818		890,179		24.80%		75.20%

		1		ＥＳ事 コト		U103002900		ﾘｺｰｱｲﾃｲｿﾘｭｰｼｮﾝ		1500074		データ収集＆DR判定システム		0		データ収集＆DR判定システム		8/28/15		TBS1		東北S1		3,500,000		3,500,000		3,500,000		2,641,448		858,552		24.53%		75.47%

		1		ＥＳ事 コト		U114003800		ﾄﾖﾀ自動車		1400585		先安モデル[2015]		1		17CY_ASP[2015.06-08]		9/4/15		NJT23		Ｔ２３		15,943,530		15,943,530		15,943,530		11,941,072		4,002,458		25.10%		74.90%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500164		森永乳業　固定資産再構築支援		3		森永乳業　固定資産再構築支援(07月)		7/31/15		NJJ31		Ｊ３１		851,370		851,370		851,370		642,064		209,306		24.58%		75.42%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500171		森永乳業　輸送費システム等開発支援		1		森永乳業　輸送費システム等開発支援(05月)		5/31/15		NJJ31		Ｊ３１		2,430,000		2,430,000		2,430,000		1,826,012		603,988		24.86%		75.14%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500250		[NMSE]2015年度上期 位置情報試験		1		[NMSE]2015年度上期 位置情報試験( 5月)		5/31/15		NJT11		Ｔ１１		534,500		534,500		534,500		400,000		134,500		25.16%		74.84%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500049		Ｌ１Ｇメンテ（外部データ取込時のエラー表示）		0		Ｌ１Ｇメンテ（外部データ取込時のエラー表示）		5/31/15		TBS2		東北S2		221,100		221,100		221,100		165,338		55,762		25.22%		74.78%

		2		ＩＣＴ事 コト		U096005700		ｿﾆｰ		1500178		SONY（NFC）		0		[SONY]NFCﾌｧｰﾑｳｪｱ/ﾄﾞﾗｲﾊﾞ開発業務		6/30/15		NJT13		Ｔ１３		6,000,000		6,000,000		6,000,000		4,471,000		1,529,000		25.48%		74.52%

		2		ＩＣＴ事 コト		U096005700		ｿﾆｰ		1500178		SONY（NFC）		5		[SONY]NFCﾄﾞﾗｲﾊﾞ開発業務		9/30/15		NJT13		Ｔ１３		5,100,000		5,100,000		5,100,000		3,834,171		1,265,829		24.82%		75.18%

		2		ＩＣＴ事 コト		U096005700		ｿﾆｰ		1500179		SONY（GPSｿﾌﾄｳｪｱ）		3		SONY（GPSｿﾌﾄｳｪｱ）9月		9/30/15		NJT13		Ｔ１３		1,650,000		1,650,000		1,650,000		1,236,520		413,480		25.06%		74.94%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1400596		[KC]KA4344 CAMERA_EntryHome		5		[KC]KA44 EntryHome機能2		7/20/15		NJT11		Ｔ１１		1,092,000		1,092,000		1,092,000		813,721		278,279		25.48%		74.52%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1400602		[KC]KA4344 Browser		1		[KC]KA43 Browser/VPN開発(〃)		6/30/15		NJT11		Ｔ１１		1,095,900		1,095,900		1,095,900		819,485		276,415		25.22%		74.78%

		2		ＩＣＴ事 コト		U103000200		ｼｬｰﾌﾟﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾋ		1500065		ソフトウェア開発業務		3		ソフトウェア開発業務		8/31/15		SBSS1		佐原S1		1,394,000		1,394,000		1,394,000		1,040,189		353,811		25.38%		74.62%

		2		ＩＣＴ事 コト		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500031		ソフトウェア開発業務 川口		0		ソフトウェア開発業務 川口		4/30/15		SBSS1		佐原S1		847,175		847,175		847,175		633,920		213,255		25.17%		74.83%

		2		ＩＣＴ事 コト		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500032		ソフトウェア開発業務 深澤		0		ソフトウェア開発業務 深澤		4/30/15		SBSS1		佐原S1		710,843		710,843		710,843		534,104		176,739		24.86%		75.14%

		2		ＩＣＴ事 コト		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500033		ソフトウェア開発業務 新島		1		ソフトウェア開発業務 新島		5/31/15		SBSS1		佐原S1		725,062		725,062		725,062		541,108		183,954		25.37%		74.63%

		2		ＩＣＴ事 コト		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500033		ソフトウェア開発業務 新島		2		ソフトウェア開発業務 新島		6/30/15		SBSS1		佐原S1		860,625		860,625		860,625		649,680		210,945		24.51%		75.49%

		2		ＩＣＴ事 コト		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500038		ソフトウェア開発業務 小橋		0		ソフトウェア開発業務 小橋		4/30/15		SBSS1		佐原S1		785,150		785,150		785,150		591,113		194,037		24.71%		75.29%

		2		ＩＣＴ事 コト		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500038		ソフトウェア開発業務 小橋		2		ソフトウェア開発業務 小橋		6/30/15		SBSS1		佐原S1		842,550		842,550		842,550		632,449		210,101		24.94%		75.06%

		2		ＩＣＴ事 コト		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500200		メタデータ配信サービス向けクラウドシステムの開発運		1		メタデータ配信サービス向けクラウドシステムの開発運		8/31/15		SBSS1		佐原S1		2,059,918		2,059,918		2,059,918		1,544,870		515,048		25.00%		75.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U109003400		東日本電信電話		1500033		平成２７年度　Ｐ－ＮＭＳシステム運用・保守		4		平成２７年度　Ｐ－ＮＭＳシステム運用・保守		8/31/15		TBS2		東北S2		1,740,000		1,740,000		1,740,000		1,304,535		435,465		25.03%		74.97%

		2		ＩＣＴ事 コト		U112000200		ｸｱﾙｺﾑｼｰﾃﾞｨｰｴﾑｴ		1500270		[QCOM]IOT/FT業務		1		[QCOM]IOT/FT業務(5月)		5/31/15		NJT12		Ｔ１２		2,330,575		2,330,575		2,330,575		1,755,549		575,026		24.67%		75.33%

		2		ＩＣＴ事 コト		U112000200		ｸｱﾙｺﾑｼｰﾃﾞｨｰｴﾑｴ		1500270		[QCOM]IOT/FT業務		3		[QCOM]IOT/FT業務(7月)		7/31/15		NJT12		Ｔ１２		3,121,433		3,121,433		3,121,433		2,343,578		777,855		24.92%		75.08%

		2		ＩＣＴ事 コト		U112000200		ｸｱﾙｺﾑｼｰﾃﾞｨｰｴﾑｴ		1500270		[QCOM]IOT/FT業務		5		[QCOM]IOT/FT業務(9月)		9/30/15		NJT12		Ｔ１２		2,834,611		2,834,611		2,834,611		2,138,330		696,281		24.56%		75.44%

		2		ＩＣＴ事 コト		U112000900		ｱｲ･ｴﾑ･ｼﾞｪｲ		1500291		IMJ LEONET開発		1		[IMJ]LEONETｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ ｽｸﾗｯﾁｴﾗｰ処理見直し		6/30/15		NJT13		Ｔ１３		1,620,000		1,620,000		1,620,000		1,209,462		410,538		25.34%		74.66%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500035		【SJNKS･支援】自動車満期Ｇ　ＳＥ支援(2015年度）		2		【SJNKS･支援】自動車満期Ｇ　ＳＥ支援(2015年6月）		6/30/15		NJJ21		Ｊ２１		2,940,000		2,940,000		2,940,000		2,201,649		738,351		25.11%		74.89%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500040		【SJNKS･支援】団体Ｇ　ＳＥ支援(2015年度）		5		【SJNKS･支援】団体Ｇ　ＳＥ支援(2015年9月）		9/30/15		NJJ21		Ｊ２１		5,880,000		5,880,000		5,880,000		4,402,877		1,477,123		25.12%		74.88%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500042		【SJNKS･支援】月例Ｇ　ＳＥ支援(2015年度）		4		【SJNKS･支援】月例Ｇ　ＳＥ支援(2015年8月）		8/31/15		NJJ21		Ｊ２１		4,140,000		4,140,000		4,140,000		3,098,866		1,041,134		25.15%		74.85%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500227		【SJNKS･団体】日常業務（２０１５年度）		0		【SJNKS･団体】日常業務（2015年04月）		4/30/15		NJJ21		Ｊ２１		1,167,375		1,167,375		1,167,375		872,521		294,854		25.26%		74.74%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1500075		C-ITS Bestway		1		C-ITS Bestway 05月		5/31/15		SBSS2		佐原S2		730,000		730,000		730,000		545,642		184,358		25.25%		74.75%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1500217		C-ITS 管理会計リプレイス		0		C-ITS 管理会計リプレイス 07月		7/31/15		SBSS2		佐原S2		5,850,000		5,850,000		5,850,000		4,375,889		1,474,111		25.20%		74.80%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1500217		C-ITS 管理会計リプレイス		2		C-ITS 管理会計リプレイス 09月		9/30/15		SBSS2		佐原S2		6,630,000		6,630,000		6,630,000		4,946,509		1,683,491		25.39%		74.61%

		3		ＦＳ事 コト		U095017100		富士ｾﾞﾛｯｸｽ情報		1500190		ＦＸＩＳ（保守・ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ支援）		1		FFL様向けｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ＆倉庫系ｼｽﾃﾑ保守支援業務(05月度)		5/31/15		NJJ32		Ｊ３２		3,092,219		3,092,219		3,092,219		2,316,034		776,185		25.10%		74.90%

		3		ＦＳ事 コト		U095020900		みずほ情報総研		1500188		みずほ情報総研（銀行系ｼｽﾃﾑ）		2		基盤更改ユーザー移行サポート（06月度）		6/30/15		NJJ32		Ｊ３２		900,000		900,000		900,000		676,139		223,861		24.87%		75.13%

		3		ＦＳ事 コト		U095034300		全労済		1400324		次世代システム化構想業務支援		11		次世代システム化構想業務支援(5月)		5/31/15		NJJ11		Ｊ１１		1,900,000		1,900,000		1,900,000		1,432,597		467,403		24.60%		75.40%

		3		ＦＳ事 コト		U101000201		日立ｼｽﾃﾑｽﾞ		1500194		ＪＡ共済		0		ＪＡ共済		4/30/15		NJJ22		Ｊ２２		3,400,000		3,400,000		3,400,000		2,553,784		846,216		24.89%		75.11%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1400418		火災共済・自然災害共済の制度改定対応(S21ﾎｽﾄ系全般)		2		火災共済・自然災害共済の制度改定対応（S21ホスト系		4/30/15		NJJ11		Ｊ１１		1,639,300		1,639,300		1,639,300		1,231,819		407,481		24.86%		75.14%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1500317		火災・既加入者向け推進支援システム		0		火災・既加入者向け推進支援システム		8/31/15		NJJ11		Ｊ１１		1,884,300		1,884,300		1,884,300		1,411,529		472,771		25.09%		74.91%

		3		ＦＳ事 コト		U106001900		NTTｺﾑｳｪｱ		1500231		かんぽ生命		5		かんぽ生命		9/30/15		NJJ22		Ｊ２２		2,630,000		2,630,000		2,630,000		1,976,607		653,393		24.84%		75.16%

		3		ＦＳ事 コト		U114003300		ﾁｭｰﾘｯﾋ保険会社		1500046		【Zurich】ＤＭシステム対応		2		【Zurich】ＤＭシステム対応(2015年6月）		6/30/15		NJJ21		Ｊ２１		5,831,150		5,831,150		5,831,150		4,387,538		1,443,612		24.76%		75.24%

		3		ＦＳ事 コト		U114003300		ﾁｭｰﾘｯﾋ保険会社		1500232		【Zurich】バックエンドシステム対応		3		【Zurich】保守案件分（7月）		7/31/15		NJJ21		Ｊ２１		2,055,300		2,055,300		2,055,300		1,538,900		516,400		25.13%		74.87%

		3		ＦＳ事 コト		U114003300		ﾁｭｰﾘｯﾋ保険会社		1500232		【Zurich】バックエンドシステム対応		4		【Zurich】バックエンドシステム対応(8月）		8/31/15		NJJ21		Ｊ２１		2,304,600		2,304,600		2,304,600		1,724,000		580,600		25.19%		74.81%

		4		ＮＳ事 コト		U095006805		日立製作情ｼ部		1500030		社保庁維持管理作業		5		社保庁維持管理作業		9/30/15		NJN11		Ｎ１１		1,625,000		1,625,000		1,625,000		1,211,986		413,014		25.42%		74.58%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500117		H27　C2サポートデスク		0		H27　C2サポートデスク		6/30/15		NJNA1		ＮＡ１		7,110,000		7,110,000		7,110,000		5,316,514		1,793,486		25.22%		74.78%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500123		H27　AIオペレーション		0		H27　AIオペレーション		6/30/15		NJNA1		ＮＡ１		29,640,000		29,640,000		29,640,000		22,353,832		7,286,168		24.58%		75.42%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500130		H27　羽田支店　サービスマネジメントチーム		0		H27　羽田支店　サービスマネジメントチーム		4/30/15		NJNA1		ＮＡ１		1,670,350		1,670,350		1,670,350		1,245,212		425,138		25.45%		74.55%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500102		H27 電算機、N/W運用		1		H27 電算機、N/W運用		5/31/15		NJNA2		ＮＡ２		46,099,500		46,099,500		46,099,500		34,797,331		11,302,169		24.52%		75.48%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500102		H27 電算機、N/W運用		4		H27 電算機、N/W運用		8/31/15		NJNA2		ＮＡ２		46,099,500		46,099,500		46,099,500		34,665,593		11,433,907		24.80%		75.20%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500144		H27 CAPオペレーション業務		0		H27 CAPオペレーション業務		4/30/15		NJNA2		ＮＡ２		11,590,000		11,590,000		11,590,000		8,654,229		2,935,771		25.33%		74.67%

		4		ＮＳ事 コト		U095023300		三井ﾎｰﾑ		1500024		設計ｼｽﾃﾑに係わる運用業務支援		1		設計ｼｽﾃﾑに係わる運用業務支援		5/31/15		NJN11		Ｎ１１		6,210,000		6,210,000		6,210,000		4,675,679		1,534,321		24.71%		75.29%

		4		ＮＳ事 コト		U095029700		地球科学総研		1500109		（地科研 H27）運用管理		0		（地科研 H27）運用管理		4/30/15		NJN12		Ｎ１２		1,340,000		1,340,000		1,340,000		999,121		340,879		25.44%		74.56%

		4		ＮＳ事 コト		U095033200		地方公共団体		1500053		（J-Lis H27）地方･交付税等運用管理		4		（J-Lis H27）地方･交付税等運用管理		8/31/15		NJN21		Ｎ２１		7,215,977		7,215,977		7,215,977		5,380,890		1,835,087		25.43%		74.57%

		4		ＮＳ事 コト		U097003000		ｱﾒﾘｶﾝﾎｰﾑ医療		1500085		ｱﾒﾎ)情報ｾｷｭﾘﾃｨ管理業務		5		ｱﾒﾎ)情報ｾｷｭﾘﾃｨ管理業務		9/30/15		NJN22		Ｎ２２		2,140,000		2,140,000		2,140,000		1,604,610		535,390		25.02%		74.98%

		4		ＮＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1500018		（FIS-OP H27）電子計算機オペレーション業務		1		（FIS-OP H27）電子計算機オペレーション業務		5/31/15		NJN11		Ｎ１１		7,560,000		7,560,000		7,560,000		5,697,830		1,862,170		24.63%		75.37%

		4		ＮＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1500018		（FIS-OP H27）電子計算機オペレーション業務		5		（FIS-OP H27）電子計算機オペレーション業務		9/30/15		NJN11		Ｎ１１		7,560,000		7,560,000		7,560,000		5,650,043		1,909,957		25.26%		74.74%

		4		ＮＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1500019		（FIS-SE H27）運用管理業務		5		（FIS-SE H27）運用管理業務		9/30/15		NJN11		Ｎ１１		3,120,000		3,120,000		3,120,000		2,331,349		788,651		25.28%		74.72%

		4		ＮＳ事 コト		U104002900		長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮ		1500050		（長谷工-建設 H27）ｲﾝﾌﾗ･運用関連技術支援		0		（長谷工-建設 H27）ｲﾝﾌﾗ･運用関連技術支援		4/30/15		NJN21		Ｎ２１		679,000		679,000		679,000		510,149		168,851		24.87%		75.13%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1500066		CTC(SI委託契約)MARISYS_市場系ﾘｽｸ案件支援		7		CTC(SI委託契約)MARISYS二次対応(9月)_詳細設計支援		9/30/15		NJN21		Ｎ２１		2,810,000		2,810,000		2,810,000		2,119,815		690,185		24.56%		75.44%

		4		ＮＳ事 コト		U111003700		AIGﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ		1500087		AIGKK)ＩＴ運用管理部業務_AHA向け運用		4		AIGKK)ＩＴオペレーション業務支援		9/8/15		NJN22		Ｎ２２		2,803,995		2,803,995		2,803,995		2,108,547		695,448		24.80%		75.20%

		1		ＥＳ事 コト		U095006601		日立国際小金井		1400606		HiKE 個別案件(2015)		6		HiKE 東消SCPC　SCT/SMT障害接点出力対応		5/31/15		NJT22		Ｔ２２		300,000		300,000		300,000		223,027		76,973		25.66%		74.34%

		1		ＥＳ事 コト		U095006601		日立国際小金井		1400606		HiKE 個別案件(2015)		11		HiKE 銀座線IR機能改善対応		8/31/15		NJT22		Ｔ２２		1,700,000		1,700,000		1,700,000		1,258,000		442,000		26.00%		74.00%

		1		ＥＳ事 コト		U095007203		沖電気工業芝浦		1400595		OKI 指令台デジタル無線機能の開発(ソフト)		1		OKI 指令台デジタル無線機能の開発(ソフト) 4月-1		4/30/15		NJT22		Ｔ２２		275,000		275,000		275,000		202,219		72,781		26.47%		73.53%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500019		妨害破壊行為等対応システム年間保守		4		妨害破壊行為等対応システム年間保守		8/31/15		TBS1		東北S1		175,352		175,352		175,352		129,136		46,216		26.36%		73.64%

		1		ＥＳ事 コト		U095026300		ﾌｸﾀﾞ電子		1400395		ＣＶＷ：次期DynaBase調査支援作業		7		ＣＶＷ：CVW-7000 IE11対応　開発支援作業		8/26/15		NJT21		Ｔ２１		2,940,000		2,940,000		2,940,000		2,175,522		764,478		26.00%		74.00%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500004		IJプリンタ/スキャナにおける開発業務（葛西信夫）		0		IJプリンタ/スキャナにおける開発業務（葛西信夫）		5/20/15		TBS1		東北S1		738,400		738,400		738,400		543,607		194,793		26.38%		73.62%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500004		IJプリンタ/スキャナにおける開発業務（葛西信夫）		1		IJプリンタ/スキャナにおける開発業務（葛西信夫）		6/20/15		TBS1		東北S1		1,024,400		1,024,400		1,024,400		754,159		270,241		26.38%		73.62%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500004		IJプリンタ/スキャナにおける開発業務（葛西信夫）		2		IJプリンタ/スキャナにおける開発業務（葛西信夫）		7/20/15		TBS1		東北S1		972,400		972,400		972,400		715,877		256,523		26.38%		73.62%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500004		IJプリンタ/スキャナにおける開発業務（葛西信夫）		4		IJプリンタ/スキャナにおける開発業務（葛西信夫）		9/20/15		TBS1		東北S1		980,200		980,200		980,200		721,619		258,581		26.38%		73.62%

		1		ＥＳ事 コト		U099004200		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸITS		1400636		PASITS T社17CY DA SI		0		PASITS T社17CY DA SI 1Q		6/19/15		NJT22		Ｔ２２		7,200,000		7,200,000		7,200,000		5,324,378		1,875,622		26.05%		73.95%

		1		ＥＳ事 コト		U099004200		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸITS		1500338		PASITS Alfa Romeo HUD開発		0		PASITS Alfa Romeo HUD開発 7月		7/17/15		NJT22		Ｔ２２		720,000		720,000		720,000		535,500		184,500		25.63%		74.38%

		2		ＩＣＴ事 コト		U096005700		ｿﾆｰ		1500176		SONY（Audio-SW）		4		SONY（Audio-SW）8月		8/20/15		NJT13		Ｔ１３		3,550,000		3,550,000		3,550,000		2,639,036		910,964		25.66%		74.34%

		2		ＩＣＴ事 コト		U096005700		ｿﾆｰ		1500179		SONY（GPSｿﾌﾄｳｪｱ）		0		SONY（GPSｿﾌﾄｳｪｱ）		6/30/15		NJT13		Ｔ１３		4,950,000		4,950,000		4,950,000		3,686,260		1,263,740		25.53%		74.47%

		2		ＩＣＴ事 コト		U097001401		富士通(川崎)		1500255		[MTC]高密度BDE FLIｶｰﾄﾞCPRIﾌｧｰﾑ設計		0		[MTC]高密度BDE FLIｶｰﾄﾞCPRIﾌｧｰﾑ設計(4月)		4/30/15		NJT12		Ｔ１２		6,250,000		6,250,000		6,250,000		4,601,848		1,648,152		26.37%		73.63%

		2		ＩＣＴ事 コト		U103000200		ｼｬｰﾌﾟﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾋ		1500022		DTV開発		0		DTV共通開発対応		6/19/15		SBSS1		佐原S1		4,281,700		4,281,700		4,281,700		3,182,766		1,098,934		25.67%		74.33%

		2		ＩＣＴ事 コト		U103000200		ｼｬｰﾌﾟﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾋ		1500046		DL75/GP11D MTF/UM試験		3		DL70/DL75/GP11D フィールド試験		6/23/15		SBSS1		佐原S1		4,009,428		4,009,428		4,009,428		2,971,516		1,037,912		25.89%		74.11%

		2		ＩＣＴ事 コト		U104002000		ｿﾆｰｺﾝﾋﾟｭｰﾀｴﾝﾀﾃ		1400118		[SCE]PSPF機器における設定関連機能における開発業務		11		[SCE]PSPF機器における設定関連機能開発(4月)		4/25/15		NJT12		Ｔ１２		2,700,000		2,700,000		2,700,000		2,000,917		699,083		25.89%		74.11%

		2		ＩＣＴ事 コト		U104002000		ｿﾆｰｺﾝﾋﾟｭｰﾀｴﾝﾀﾃ		1400120		[SCE]PSPFブラウザ開発		11		[SCE]PSPFブラウザ開発(4月)		4/25/15		NJT12		Ｔ１２		800,000		800,000		800,000		591,251		208,749		26.09%		73.91%

		2		ＩＣＴ事 コト		U104002000		ｿﾆｰｺﾝﾋﾟｭｰﾀｴﾝﾀﾃ		1500245		[SCE]PS Nowｸﾗｳﾄﾞｹﾞｰﾐﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽに関わるｿﾌﾄｳｪｱの開発		1		[SCE]PS Nowｸﾗｳﾄﾞｹﾞｰﾐﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽに関わる開発(6月)		6/25/15		NJT12		Ｔ１２		5,400,000		5,400,000		5,400,000		3,987,493		1,412,507		26.16%		73.84%

		2		ＩＣＴ事 コト		U104002000		ｿﾆｰｺﾝﾋﾟｭｰﾀｴﾝﾀﾃ		1500246		[SCE]PSPFブラウザ開発		2		[SCE]PS4におけるブラウザ開発(7月)		7/25/15		NJT12		Ｔ１２		800,000		800,000		800,000		594,874		205,126		25.64%		74.36%

		2		ＩＣＴ事 コト		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500200		メタデータ配信サービス向けクラウドシステムの開発運		0		メタデータ配信サービス向けクラウドシステムの開発運		7/31/15		SBSS1		佐原S1		2,757,199		2,757,199		2,757,199		2,034,924		722,275		26.20%		73.80%

		2		ＩＣＴ事 コト		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500200		メタデータ配信サービス向けクラウドシステムの開発運		2		メタデータ配信サービス向けクラウドシステムの開発運		9/30/15		SBSS1		佐原S1		2,145,712		2,145,712		2,145,712		1,593,089		552,623		25.75%		74.25%

		2		ＩＣＴ事 コト		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500202		クラウドデータ処理システム開発 業務		1		クラウドデータ処理システム開発 業務		8/31/15		SBSS1		佐原S1		3,047,574		3,047,574		3,047,574		2,251,347		796,227		26.13%		73.87%

		2		ＩＣＴ事 コト		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500202		クラウドデータ処理システム開発 業務		2		クラウドデータ処理システム開発 業務		9/30/15		SBSS1		佐原S1		3,216,779		3,216,779		3,216,779		2,373,254		843,525		26.22%		73.78%

		2		ＩＣＴ事 コト		U112000200		ｸｱﾙｺﾑｼｰﾃﾞｨｰｴﾑｴ		1500270		[QCOM]IOT/FT業務		4		[QCOM]IOT/FT業務(8月)		8/31/15		NJT12		Ｔ１２		2,381,532		2,381,532		2,381,532		1,765,373		616,159		25.87%		74.13%

		3		ＦＳ事 コト		U095001800		埼玉県		1500014		統合サーバー保守		0		埼玉県（維持管理）		4/30/15		NJJ22		Ｊ２２		2,356,000		2,356,000		2,356,000		1,746,056		609,944		25.89%		74.11%

		3		ＦＳ事 コト		U095010900		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰS		1500213		FIPS　ＰＭＤＡ）情報提供システムリプレース開発		1		FIPS　ＰＭＤＡ）情報提供システムリプレース開発		9/25/15		SBCS2		千葉S2		780,000		780,000		780,000		578,712		201,288		25.81%		74.19%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500036		【SJNKS･支援】契管第１Ｇ　ＳＥ支援(2015年度）		0		【SJNKS･支援】契管第１Ｇ　ＳＥ支援(2015年4月）		4/30/15		NJJ21		Ｊ２１		3,920,000		3,920,000		3,920,000		2,896,213		1,023,787		26.12%		73.88%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500040		【SJNKS･支援】団体Ｇ　ＳＥ支援(2015年度）		1		【SJNKS･支援】団体Ｇ　ＳＥ支援(2015年5月）		5/31/15		NJJ21		Ｊ２１		6,860,000		6,860,000		6,860,000		5,072,027		1,787,973		26.06%		73.94%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500040		【SJNKS･支援】団体Ｇ　ＳＥ支援(2015年度）		4		【SJNKS･支援】団体Ｇ　ＳＥ支援(2015年8月）		8/31/15		NJJ21		Ｊ２１		6,860,000		6,860,000		6,860,000		5,099,578		1,760,422		25.66%		74.34%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500041		【SJNKS･支援】マリンＧ　ＳＥ支援(2015年度）		0		【SJNKS･支援】マリンＧ　ＳＥ支援(2015年4月）		4/30/15		NJJ21		Ｊ２１		980,000		980,000		980,000		730,000		250,000		25.51%		74.49%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500041		【SJNKS･支援】マリンＧ　ＳＥ支援(2015年度）		2		【SJNKS･支援】マリンＧ　ＳＥ支援(2015年6月）		6/30/15		NJJ21		Ｊ２１		980,000		980,000		980,000		730,000		250,000		25.51%		74.49%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500041		【SJNKS･支援】マリンＧ　ＳＥ支援(2015年度）		3		【SJNKS･支援】マリンＧ　ＳＥ支援(2015年7月）		7/31/15		NJJ21		Ｊ２１		980,000		980,000		980,000		730,000		250,000		25.51%		74.49%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500042		【SJNKS･支援】月例Ｇ　ＳＥ支援(2015年度）		5		【SJNKS･支援】月例Ｇ　ＳＥ支援(2015年9月）		9/30/15		NJJ21		Ｊ２１		4,140,000		4,140,000		4,140,000		3,061,751		1,078,249		26.04%		73.96%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500043		【SJNKS･支援】品質管理Ｇ　ＳＥ支援(2015年度）		2		【SJNKS･支援】品質管理Ｇ　ＳＥ支援(2015年6月）		6/30/15		NJJ21		Ｊ２１		1,960,000		1,960,000		1,960,000		1,455,079		504,921		25.76%		74.24%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500043		【SJNKS･支援】品質管理Ｇ　ＳＥ支援(2015年度）		3		【SJNKS･支援】品質管理Ｇ　ＳＥ支援(2015年7月）		7/31/15		NJJ21		Ｊ２１		1,960,000		1,960,000		1,960,000		1,454,360		505,640		25.80%		74.20%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1500073		C-ITS 発注システム開発		3		C-ITS 発注システム開発 07月		7/31/15		SBSS2		佐原S2		2,517,800		2,517,800		2,517,800		1,872,218		645,582		25.64%		74.36%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1500075		C-ITS Bestway		5		C-ITS Bestway 09月		9/30/15		SBSS2		佐原S2		730,000		730,000		730,000		537,375		192,625		26.39%		73.61%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1400307		ＺＳ　ｼｽﾃﾑ21（ｵｰﾌﾟﾝ系）保守業務		10		ＺＳ　ｼｽﾃﾑ21（ｵｰﾌﾟﾝ系）保守業務(4月)		4/30/15		NJJ11		Ｊ１１		9,585,800		9,585,800		9,585,800		7,046,009		2,539,791		26.50%		73.50%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1400314		火災共済・自然災害共済の制度改定対応(S21ｵｰﾌﾟﾝ全般)		3		火災共済・自然災害共済の制度改定対応(S21ｵｰﾌﾟﾝ全般)		4/30/15		NJJ11		Ｊ１１		1,394,000		1,394,000		1,394,000		1,028,875		365,125		26.19%		73.81%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1500304		ＪＰ共済生協の全労済への事業統合		1		ＪＰ共済生協の全労済への事業統合		5/31/15		NJJ11		Ｊ１１		598,600		598,600		598,600		443,423		155,177		25.92%		74.08%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1500316		日次年調改訂		0		日次年調改訂（ホスト）		8/31/15		NJJ11		Ｊ１１		3,008,200		3,008,200		3,008,200		2,217,114		791,086		26.30%		73.70%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1500355		火災・自然災害共済の制度改定残課題対応		0		火災・自然災害共済の制度改定残課題対応		9/30/15		NJJ11		Ｊ１１		500,200		500,200		500,200		369,185		131,015		26.19%		73.81%

		3		ＦＳ事 コト		U102001801		SJNKひまわり		1500013		保険金一般案件・保守作業		5		保険金・保守		9/30/15		NJJ22		Ｊ２２		2,560,000		2,560,000		2,560,000		1,903,426		656,574		25.65%		74.35%

		3		ＦＳ事 コト		U106001900		NTTｺﾑｳｪｱ		1500068		Ａ生命様成長戦略（新契約ＰＴ）の委任		3		Ａ生命様成長戦略（新契約ＰＴ）７月の委任（ＮＩＤ）		7/31/15		NJJ12		Ｊ１２		2,000,000		2,000,000		2,000,000		1,478,410		521,590		26.08%		73.92%

		4		ＮＳ事 コト		U095006601		日立国際小金井		1500197		HiKE　顧客管理ｼｽﾃﾑの保守ｶｽﾀﾏｲｽﾞ対応		0		HiKE　顧客管理ｼｽﾃﾑの保守ｶｽﾀﾏｲｽﾞ対応		6/30/15		NJN12		Ｎ１２		2,650,000		2,650,000		2,650,000		1,953,860		696,140		26.27%		73.73%

		4		ＮＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500184		ｻｰﾊﾞｰ系基盤SE業務支援		5		ｻｰﾊﾞｰ系基盤SE業務支援		9/30/15		NJN23		Ｎ２３		1,417,500		1,417,500		1,417,500		1,047,232		370,268		26.12%		73.88%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500117		H27　C2サポートデスク		1		H27　C2サポートデスク		9/30/15		NJNA1		ＮＡ１		7,110,000		7,110,000		7,110,000		5,267,788		1,842,212		25.91%		74.09%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500130		H27　羽田支店　サービスマネジメントチーム		5		H27　羽田支店　サービスマネジメントチーム		9/30/15		NJNA1		ＮＡ１		2,862,150		2,862,150		2,862,150		2,131,478		730,672		25.53%		74.47%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500133		H27　CAP2 共通基盤APL保守運用		0		H27  SMARTプロジェクト基盤グループ		6/30/15		NJNA1		ＮＡ１		19,750,000		19,750,000		19,750,000		14,700,411		5,049,589		25.57%		74.43%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500133		H27　CAP2 共通基盤APL保守運用		1		H27　SMARTプロジェクト基盤グループ		9/30/15		NJNA1		ＮＡ１		4,740,000		4,740,000		4,740,000		3,504,667		1,235,333		26.06%		73.94%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500102		H27 電算機、N/W運用		5		H27 電算機、N/W運用		9/30/15		NJNA2		ＮＡ２		46,099,500		46,099,500		46,099,500		34,212,141		11,887,359		25.79%		74.21%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500140		H27 ウイルス対応運用		1		H27 ウイルス対応運用		9/30/15		NJNA2		ＮＡ２		5,931,600		5,931,600		5,931,600		4,391,490		1,540,110		25.96%		74.04%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500143		H27 BCビルマシン室ファシリティ管理		0		H27 BCビルマシン室ファシリティ管理		6/30/15		NJNA2		ＮＡ２		4,740,000		4,740,000		4,740,000		3,511,366		1,228,634		25.92%		74.08%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500143		H27 BCビルマシン室ファシリティ管理		1		H27 BCビルマシン室ファシリティ管理		9/30/15		NJNA2		ＮＡ２		4,740,000		4,740,000		4,740,000		3,515,018		1,224,982		25.84%		74.16%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500144		H27 CAPオペレーション業務		1		H27 CAPオペレーション業務		5/31/15		NJNA2		ＮＡ２		11,590,000		11,590,000		11,590,000		8,573,885		3,016,115		26.02%		73.98%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1400342		全労済システムズ オープン系運用業務		11		全労済システムズ オープン系運用業務		6/2/15		NJN11		Ｎ１１		8,056,000		8,056,000		8,056,000		5,931,765		2,124,235		26.37%		73.63%

		4		ＮＳ事 コト		U102000300		ﾌｺｸ情報ｼｽﾃﾑ		1500018		（FIS-OP H27）電子計算機オペレーション業務		4		（FIS-OP H27）電子計算機オペレーション業務		8/31/15		NJN11		Ｎ１１		7,560,000		7,560,000		7,560,000		5,615,295		1,944,705		25.72%		74.28%

		4		ＮＳ事 コト		U106000300		長谷工ｱﾈｼｽ		1500051		（長谷工ｱﾈｼｽ H27）LAN管理技術支援		1		（長谷工ｱﾈｼｽ H27）LAN管理技術支援		5/31/15		NJN21		Ｎ２１		640,200		640,200		640,200		476,635		163,565		25.55%		74.45%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1500060		CTC(MHBK　WEB基盤ポータル保守)		2		CTC(MHBK　WEB基盤ポータル保守)		6/30/15		NJN21		Ｎ２１		2,252,000		2,252,000		2,252,000		1,676,812		575,188		25.54%		74.46%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1500060		CTC(MHBK　WEB基盤ポータル保守)		3		CTC(MHBK　WEB基盤ポータル保守)		7/31/15		NJN21		Ｎ２１		2,252,000		2,252,000		2,252,000		1,676,456		575,544		25.56%		74.44%

		4		ＮＳ事 コト		U108003100		ｴﾑﾕｰﾌﾛﾝﾃｨｱ債権		1500025		基盤ﾁｰﾑのｼｽﾃﾑ導入・運用支援		0		基盤ﾁｰﾑのｼｽﾃﾑ導入・運用支援		4/30/15		NJN11		Ｎ１１		4,310,000		4,310,000		4,310,000		3,202,713		1,107,287		25.69%		74.31%

		4		ＮＳ事 コト		U111003600		ｲﾝﾌｨﾆ		1500146		H27 i5システム保守・運用		0		H27 i5システム保守・運用		4/30/15		NJNA2		ＮＡ２		712,800		712,800		712,800		530,589		182,211		25.56%		74.44%

		4		ＮＳ事 コト		U111003600		ｲﾝﾌｨﾆ		1500146		H27 i5システム保守・運用		1		H27 i5システム保守・運用		5/31/15		NJNA2		ＮＡ２		712,800		712,800		712,800		530,589		182,211		25.56%		74.44%

		4		ＮＳ事 コト		U111003600		ｲﾝﾌｨﾆ		1500146		H27 i5システム保守・運用		2		H27 i5システム保守・運用		6/30/15		NJNA2		ＮＡ２		712,800		712,800		712,800		530,589		182,211		25.56%		74.44%

		4		ＮＳ事 コト		U111003600		ｲﾝﾌｨﾆ		1500146		H27 i5システム保守・運用		3		H27 i5システム保守・運用		7/31/15		NJNA2		ＮＡ２		712,800		712,800		712,800		530,589		182,211		25.56%		74.44%

		4		ＮＳ事 コト		U111003600		ｲﾝﾌｨﾆ		1500146		H27 i5システム保守・運用		4		H27 i5システム保守・運用		8/31/15		NJNA2		ＮＡ２		712,800		712,800		712,800		530,589		182,211		25.56%		74.44%

		4		ＮＳ事 コト		U111003600		ｲﾝﾌｨﾆ		1500146		H27 i5システム保守・運用		5		H27 i5システム保守・運用		9/30/15		NJNA2		ＮＡ２		712,800		712,800		712,800		530,589		182,211		25.56%		74.44%

		5		その他 タ		U095009802		全日本空輸DFDR		1500027		③【NS】ANA/DFDRｼｽﾃﾑ運用管理		2		③【NS】ANA/DFDRｼｽﾃﾑ運用業務		6/30/15		EBCS		ＣＳ課		2,300,000		2,300,000		2,300,000		1,705,105		594,895		25.87%		74.14%

		5		その他 タ		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500118		③【OS】ASY/羽田（調整管理）		2		③【OS】ASY羽田（調整管理）		9/30/15		EBCS		ＣＳ課		500,000		500,000		500,000		369,862		130,138		26.03%		73.97%

		5		その他 タ		U095026804		大興ﾋﾞｼﾞﾈｽ		1500045		②【OS】大興ビジネス向けｻﾌﾟﾗｲ業務		0		②【OS】大興/ｻﾌﾟﾗｲ業務		4/30/15		EBCS		ＣＳ課		1,700,000		1,700,000		1,700,000		1,256,687		443,313		26.08%		73.92%

		5		その他 タ		U095026804		大興ﾋﾞｼﾞﾈｽ		1500045		②【OS】大興ビジネス向けｻﾌﾟﾗｲ業務		1		②【OS】大興/ｻﾌﾟﾗｲ業務		5/31/15		EBCS		ＣＳ課		1,700,000		1,700,000		1,700,000		1,263,363		436,637		25.68%		74.32%

		5		その他 タ		U103000400		日立ﾌｰﾄﾞ&ﾛｼﾞｽﾃ		1500024		①【NS】F&L/基盤管理業務		2		②【NS】F&L/基盤管理業務		6/30/15		EBCS		ＣＳ課		401,850		401,850		401,850		296,424		105,426		26.24%		73.76%

		1		ＥＳ事 コト		U095006501		横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻ		1400372		ＹＪＰ：新バッチシステムエンジニアリングツール		5		ＹＪＰ：VizBatch製品開発（ビルダI／F製造分）		8/27/15		NJT21		Ｔ２１		850,000		850,000		850,000		620,000		230,000		27.06%		72.94%

		1		ＥＳ事 コト		U095006600		日立国際電気		1500010		QW-5302M通信ソフトウェア設計作業		1		QW-5302M通信ソフトウェア試験作業		5/31/15		TBS1		東北S1		914,400		914,400		914,400		666,110		248,290		27.15%		72.85%

		1		ＥＳ事 コト		U095006601		日立国際小金井		1400606		HiKE 個別案件(2015)		16		HiKE 名古屋市消防　BU切り替え対応（呼制御CPU）		9/30/15		NJT22		Ｔ２２		1,100,000		1,100,000		1,100,000		805,666		294,334		26.76%		73.24%

		1		ＥＳ事 コト		U095006803		日立製作 公共		1500041		気象庁SWII保守		0		気象庁SWII保守 4月		4/28/15		SBCS1		千葉S1		749,800		749,800		749,800		551,049		198,751		26.51%		73.49%

		1		ＥＳ事 コト		U095007203		沖電気工業芝浦		1400595		OKI 指令台デジタル無線機能の開発(ソフト)		3		OKI 指令台デジタル無線機能の開発(ソフト) 5月		5/29/15		NJT22		Ｔ２２		259,375		259,375		259,375		188,790		70,585		27.21%		72.79%

		1		ＥＳ事 コト		U095007203		沖電気工業芝浦		1400614		OKI 消防システム関連SE支援業務[2015](鳥海)		2		OKI 消防システム関連SE支援業務[2015](鳥海) 5月		5/29/15		NJT22		Ｔ２２		343,039		343,039		343,039		251,394		91,645		26.72%		73.28%

		1		ＥＳ事 コト		U095007203		沖電気工業芝浦		1400618		OKI 市町村防災行政無線システム設計業務[2015]		4		OKI 市町村防災行政無線システム設計業務[2015] 8月		8/31/15		NJT22		Ｔ２２		1,728,260		1,728,260		1,728,260		1,263,657		464,603		26.88%		73.12%

		1		ＥＳ事 コト		U095017100		富士ｾﾞﾛｯｸｽ情報		1500005		新・審査登録業務支援システム開発		2		新・審査登録業務支援システム開発		5/31/15		TBS1		東北S1		2,025,500		2,025,500		2,025,500		1,486,416		539,084		26.61%		73.39%

		1		ＥＳ事 コト		U095026000		ｼﾞｮﾝｿﾝｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾞ		1500029		Ｊ：ビル中央監視派遣		1		Ｊ：ビル中央監視派遣　齋藤翼(5月）		6/3/15		NJT21		Ｔ２１		800,000		800,000		800,000		587,144		212,856		26.61%		73.39%

		1		ＥＳ事 コト		U095026300		ﾌｸﾀﾞ電子		1400062		ＭＩＲ：JIPAD連携ツール開発支援		11		ＭＩＲ：西知多総合病院様向け　統計ツール導入支援		4/30/15		NJT21		Ｔ２１		680,000		680,000		680,000		495,467		184,533		27.14%		72.86%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400107		IJプリンタ/スキャナにおける開発業務（葛西信夫）		3		IJプリンタ/スキャナにおける開発業務（葛西信夫）		4/20/15		TBS1		東北S1		964,600		964,600		964,600		708,767		255,833		26.52%		73.48%

		1		ＥＳ事 コト		U109000900		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑﾈｯﾄ		1500389		P：ＫＦＣ様向けｎａｎａｃｏ対応		0		P：ＫＦＣ様向けｎａｎａｃｏ対応(SA作業)		9/30/15		NJT21		Ｔ２１		2,000,000		2,000,000		2,000,000		1,453,439		546,561		27.33%		72.67%

		1		ＥＳ事 コト		U113004600		日立ｼｽﾃﾑｽﾞﾊﾟﾜｰ		1500047		東火力事業所ＯＡシステム運用保守業務委託		3		東火力事業所ＯＡシステム運用保守業務委託 7月		7/31/15		SBCS1		千葉S1		723,000		723,000		723,000		530,827		192,173		26.58%		73.42%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500161		森永乳業　統合売上開発支援【SE】		1		森永乳業　統合売上開発支援【SE】(05月)		5/31/15		NJJ31		Ｊ３１		1,650,000		1,650,000		1,650,000		1,211,896		438,104		26.55%		73.45%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500164		森永乳業　固定資産再構築支援		5		森永乳業　固定資産再構築支援(09月)		9/30/15		NJJ31		Ｊ３１		850,000		850,000		850,000		622,000		228,000		26.82%		73.18%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500208		[NMSE]MM放送端末評価(H27上)		1		[NMSE]MM放送端末評価(H27上)( 5月)		5/31/15		NJT11		Ｔ１１		1,370,000		1,370,000		1,370,000		1,004,055		365,945		26.71%		73.29%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500247		[NMSE]CB推アプリ試験		4		[NMSE]CB推アプリ試験 新ﾄﾞｺﾓﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ評価( 5月)		5/31/15		NJT11		Ｔ１１		558,500		558,500		558,500		405,593		152,907		27.38%		72.62%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500037		燃料（新仙台３号）　システム構築		4		燃料（新仙台３号）　システム構築		5/31/15		TBS2		東北S2		660,000		660,000		660,000		479,662		180,338		27.32%		72.68%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500044		技術者派遣業務（村形 裕一）		1		技術者派遣業務（村形 裕一）		5/31/15		TBS2		東北S2		641,000		641,000		641,000		466,944		174,056		27.15%		72.85%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500059		土木流量報告書作成システム老朽化対応		3		土木流量報告書作成システム老朽化対応		9/30/15		TBS2		東北S2		578,500		578,500		578,500		425,155		153,345		26.51%		73.49%

		2		ＩＣＴ事 コト		U096005700		ｿﾆｰ		1500176		SONY（Audio-SW）		1		SONY（Audio-SW）5月		5/20/15		NJT13		Ｔ１３		6,267,790		6,267,790		6,267,790		4,577,095		1,690,695		26.97%		73.03%

		2		ＩＣＴ事 コト		U096005700		ｿﾆｰ		1500176		SONY（Audio-SW）		3		SONY（Audio-SW）7月		7/20/15		NJT13		Ｔ１３		2,485,000		2,485,000		2,485,000		1,819,723		665,277		26.77%		73.23%

		2		ＩＣＴ事 コト		U096005700		ｿﾆｰ		1500180		SONY（Media-PF）		3		SONY（Media-PF）7月		7/20/15		NJT13		Ｔ１３		2,276,250		2,276,250		2,276,250		1,667,581		608,669		26.74%		73.26%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1400643		[KC]KA66 Graphics開発(設計)		2		[KC]KA85 Graphics開発(設計～試験計画)		8/31/15		NJT11		Ｔ１１		1,388,400		1,388,400		1,388,400		1,011,959		376,441		27.11%		72.89%

		2		ＩＣＴ事 コト		U103000200		ｼｬｰﾌﾟﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾋ		1500046		DL75/GP11D MTF/UM試験		7		DL50,DL60,AS99 LP_OSV ソフト設計7月-9月度作業		9/18/15		SBSS1		佐原S1		2,086,940		2,086,940		2,086,940		1,522,408		564,532		27.05%		72.95%

		2		ＩＣＴ事 コト		U103000200		ｼｬｰﾌﾟﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾋ		1500046		DL75/GP11D MTF/UM試験		8		DL80 フィールド試験		9/24/15		SBSS1		佐原S1		1,821,981		1,821,981		1,821,981		1,332,460		489,521		26.87%		73.13%

		2		ＩＣＴ事 コト		U103000200		ｼｬｰﾌﾟﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾋ		1500046		DL75/GP11D MTF/UM試験		11		DL80 フィールド試験		9/24/15		SBSS1		佐原S1		6,909,062		6,909,062		6,909,062		5,037,137		1,871,925		27.09%		72.91%

		2		ＩＣＴ事 コト		U104002000		ｿﾆｰｺﾝﾋﾟｭｰﾀｴﾝﾀﾃ		1400117		[SCE]ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑの開発		11		[SCE]ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑの開発(4月)		4/25/15		NJT12		Ｔ１２		900,000		900,000		900,000		660,000		240,000		26.67%		73.33%

		2		ＩＣＴ事 コト		U104002000		ｿﾆｰｺﾝﾋﾟｭｰﾀｴﾝﾀﾃ		1500243		[SCE]ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑの開発		0		[SCE]ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑの開発(5月)		5/25/15		NJT12		Ｔ１２		900,000		900,000		900,000		660,000		240,000		26.67%		73.33%

		2		ＩＣＴ事 コト		U104002000		ｿﾆｰｺﾝﾋﾟｭｰﾀｴﾝﾀﾃ		1500243		[SCE]ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑの開発		1		[SCE]ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑの開発(6月)		6/25/15		NJT12		Ｔ１２		900,000		900,000		900,000		660,000		240,000		26.67%		73.33%

		2		ＩＣＴ事 コト		U104002000		ｿﾆｰｺﾝﾋﾟｭｰﾀｴﾝﾀﾃ		1500243		[SCE]ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑの開発		2		[SCE]ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑの開発(7月)		7/25/15		NJT12		Ｔ１２		900,000		900,000		900,000		660,000		240,000		26.67%		73.33%

		2		ＩＣＴ事 コト		U104002000		ｿﾆｰｺﾝﾋﾟｭｰﾀｴﾝﾀﾃ		1500243		[SCE]ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑの開発		3		[SCE]ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑの開発(8月)		8/25/15		NJT12		Ｔ１２		900,000		900,000		900,000		660,000		240,000		26.67%		73.33%

		2		ＩＣＴ事 コト		U104002000		ｿﾆｰｺﾝﾋﾟｭｰﾀｴﾝﾀﾃ		1500243		[SCE]ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑの開発		4		[SCE]ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑの開発(9月)		9/25/15		NJT12		Ｔ１２		900,000		900,000		900,000		660,000		240,000		26.67%		73.33%

		2		ＩＣＴ事 コト		U104002000		ｿﾆｰｺﾝﾋﾟｭｰﾀｴﾝﾀﾃ		1500246		[SCE]PSPFブラウザ開発		4		[SCE]PS4におけるブラウザ開発(9月)		9/25/15		NJT12		Ｔ１２		800,000		800,000		800,000		584,791		215,209		26.90%		73.10%

		2		ＩＣＴ事 コト		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500030		ソフトウェア開発業務 加藤		2		ソフトウェア開発業務 加藤		6/30/15		SBSS1		佐原S1		843,649		843,649		843,649		613,781		229,868		27.25%		72.75%

		2		ＩＣＴ事 コト		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500203		クライアントおよびサーバシステム開発 業務		0		クライアントおよびサーバシステム開発 業務		7/31/15		SBSS1		佐原S1		1,674,961		1,674,961		1,674,961		1,216,180		458,781		27.39%		72.61%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500035		【SJNKS･支援】自動車満期Ｇ　ＳＥ支援(2015年度）		5		【SJNKS･支援】自動車満期Ｇ　ＳＥ支援(2015年9月）		9/30/15		NJJ21		Ｊ２１		2,940,000		2,940,000		2,940,000		2,142,611		797,389		27.12%		72.88%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500036		【SJNKS･支援】契管第１Ｇ　ＳＥ支援(2015年度）		2		【SJNKS･支援】契管第１Ｇ　ＳＥ支援(2015年6月）		6/30/15		NJJ21		Ｊ２１		3,920,000		3,920,000		3,920,000		2,862,758		1,057,242		26.97%		73.03%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500037		【SJNKS･支援】火新積立満期Ｇ　ＳＥ支援(2015年度）		0		【SJNKS･支援】火新積立満期Ｇ　ＳＥ支援(2015年4月）		4/30/15		NJJ21		Ｊ２１		3,920,000		3,920,000		3,920,000		2,860,000		1,060,000		27.04%		72.96%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500037		【SJNKS･支援】火新積立満期Ｇ　ＳＥ支援(2015年度）		1		【SJNKS･支援】火新積立満期Ｇ　ＳＥ支援(2015年5月）		5/31/15		NJJ21		Ｊ２１		2,940,000		2,940,000		2,940,000		2,140,322		799,678		27.20%		72.80%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500037		【SJNKS･支援】火新積立満期Ｇ　ＳＥ支援(2015年度）		2		【SJNKS･支援】火新積立満期Ｇ　ＳＥ支援(2015年6月）		6/30/15		NJJ21		Ｊ２１		2,940,000		2,940,000		2,940,000		2,140,000		800,000		27.21%		72.79%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500037		【SJNKS･支援】火新積立満期Ｇ　ＳＥ支援(2015年度）		3		【SJNKS･支援】火新積立満期Ｇ　ＳＥ支援(2015年7月）		7/31/15		NJJ21		Ｊ２１		2,940,000		2,940,000		2,940,000		2,140,000		800,000		27.21%		72.79%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500037		【SJNKS･支援】火新積立満期Ｇ　ＳＥ支援(2015年度）		4		【SJNKS･支援】火新積立満期Ｇ　ＳＥ支援(2015年8月）		8/31/15		NJJ21		Ｊ２１		2,940,000		2,940,000		2,940,000		2,140,000		800,000		27.21%		72.79%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500037		【SJNKS･支援】火新積立満期Ｇ　ＳＥ支援(2015年度）		5		【SJNKS･支援】火新積立満期Ｇ　ＳＥ支援(2015年9月）		9/30/15		NJJ21		Ｊ２１		2,940,000		2,940,000		2,940,000		2,140,000		800,000		27.21%		72.79%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500038		【SJNKS･支援】契管第４Ｇ　ＳＥ支援(2015年度）		0		【SJNKS･支援】契管第４Ｇ　ＳＥ支援(2015年4月）		4/30/15		NJJ21		Ｊ２１		980,000		980,000		980,000		720,000		260,000		26.53%		73.47%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500038		【SJNKS･支援】契管第４Ｇ　ＳＥ支援(2015年度）		1		【SJNKS･支援】契管第４Ｇ　ＳＥ支援(2015年5月）		5/31/15		NJJ21		Ｊ２１		980,000		980,000		980,000		720,000		260,000		26.53%		73.47%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500038		【SJNKS･支援】契管第４Ｇ　ＳＥ支援(2015年度）		2		【SJNKS･支援】契管第４Ｇ　ＳＥ支援(2015年6月）		6/29/15		NJJ21		Ｊ２１		980,000		980,000		980,000		720,000		260,000		26.53%		73.47%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500038		【SJNKS･支援】契管第４Ｇ　ＳＥ支援(2015年度）		3		【SJNKS･支援】契管第４Ｇ　ＳＥ支援(2015年7月）		7/31/15		NJJ21		Ｊ２１		980,000		980,000		980,000		720,000		260,000		26.53%		73.47%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500038		【SJNKS･支援】契管第４Ｇ　ＳＥ支援(2015年度）		4		【SJNKS･支援】契管第４Ｇ　ＳＥ支援(2015年8月）		8/31/15		NJJ21		Ｊ２１		980,000		980,000		980,000		720,000		260,000		26.53%		73.47%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500038		【SJNKS･支援】契管第４Ｇ　ＳＥ支援(2015年度）		5		【SJNKS･支援】契管第４Ｇ　ＳＥ支援(2015年9月）		9/30/15		NJJ21		Ｊ２１		980,000		980,000		980,000		720,000		260,000		26.53%		73.47%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500042		【SJNKS･支援】月例Ｇ　ＳＥ支援(2015年度）		1		【SJNKS･支援】月例Ｇ　ＳＥ支援(2015年5月）		5/31/15		NJJ21		Ｊ２１		4,140,000		4,140,000		4,140,000		3,023,514		1,116,486		26.97%		73.03%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500047		【SJNKS･支援】戦略保険金（２０１５年度）		4		【SJNKS･支援】戦略保険金（2015年8月）		8/31/15		NJJ21		Ｊ２１		6,860,000		6,860,000		6,860,000		5,039,102		1,820,898		26.54%		73.46%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1500217		C-ITS 管理会計リプレイス		1		C-ITS 管理会計リプレイス 08月		8/31/15		SBSS2		佐原S2		6,630,000		6,630,000		6,630,000		4,834,615		1,795,385		27.08%		72.92%

		3		ＦＳ事 コト		U095020900		みずほ情報総研		1500187		みずほ情報総研（ｵﾘｺ向け受付与信ｼｽﾃﾑ）		1		ｵﾘｺ向け受付与信ｼｽﾃﾑ（05月度）		5/31/15		NJJ32		Ｊ３２		13,500,000		13,500,000		13,500,000		9,841,362		3,658,638		27.10%		72.90%

		3		ＦＳ事 コト		U095024300		ｽﾘｰｴﾑｼﾞｬﾊﾟﾝ		1500003		基幹システム維持改善		0		スリーエムジャパン　基幹システム維持改善(4月)		4/30/15		NJJ11		Ｊ１１		1,550,000		1,550,000		1,550,000		1,125,687		424,313		27.38%		72.62%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1500222		トヨタ　２０１４年度開発追加課題対応		0		トヨタ　２０１４年度開発追加課題対応		4/30/15		NJJ11		Ｊ１１		2,746,250		2,746,250		2,746,250		2,013,341		732,909		26.69%		73.31%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1500307		ＺＳ　ｼｽﾃﾑ21（ｵｰﾌﾟﾝ系）保守業務		0		ｼｽﾃﾑ21（ｵｰﾌﾟﾝ系）保守業務(6月)		6/30/15		NJJ11		Ｊ１１		9,003,600		9,003,600		9,003,600		6,543,366		2,460,234		27.33%		72.67%

		3		ＦＳ事 コト		U104003500		ｴｱｳｫｰﾀｰｿﾞﾙ		1500088		AW BNV ACCESSバージョンアップ検証		0		AW BNV ACCESSバージョンアップ検証		4/30/15		SBSS2		佐原S2		640,000		640,000		640,000		470,046		169,954		26.56%		73.44%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500125		H27　ANADAS保守運用		0		H27　ANADAS保守運用		4/30/15		NJNA1		ＮＡ１		869,000		869,000		869,000		635,239		233,761		26.90%		73.10%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500114		H27 ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部支援作業		1		H27 ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部支援作業		9/30/15		NJNA2		ＮＡ２		28,440,000		28,440,000		28,440,000		20,737,692		7,702,308		27.08%		72.92%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500144		H27 CAPオペレーション業務		4		H27 CAPオペレーション業務		8/31/15		NJNA2		ＮＡ２		11,590,000		11,590,000		11,590,000		8,477,132		3,112,868		26.86%		73.14%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500335		H27 ITｿﾘｭｰｼｮﾝ部第一ﾁｰﾑ開発支援作業		0		H27 ITｿﾘｭｰｼｮﾝ部第一ﾁｰﾑ開発支援作業		9/30/15		NJNA2		ＮＡ２		4,740,000		4,740,000		4,740,000		3,458,412		1,281,588		27.04%		72.96%

		4		ＮＳ事 コト		U095020900		みずほ情報総研		1500028		回線事業展開支援		5		回線事業展開作業に関わる付帯業務２０１３年		9/30/15		NJN22		Ｎ２２		1,400,000		1,400,000		1,400,000		1,016,714		383,286		27.38%		72.62%

		4		ＮＳ事 コト		U095023300		三井ﾎｰﾑ		1500024		設計ｼｽﾃﾑに係わる運用業務支援		5		設計ｼｽﾃﾑに係わる運用業務支援		9/30/15		NJN11		Ｎ１１		6,210,000		6,210,000		6,210,000		4,562,246		1,647,754		26.53%		73.47%

		4		ＮＳ事 コト		U095035900		国民年金基金連		1500048		【KNkR】運用管理業務（2015年度）		4		【KNkR】運用管理業務（2015年度）		8/31/15		NJN21		Ｎ２１		5,956,800		5,956,800		5,956,800		4,346,776		1,610,024		27.03%		72.97%

		4		ＮＳ事 コト		U097003000		ｱﾒﾘｶﾝﾎｰﾑ医療		1500084		ｱﾒﾎ)お客様情報管理室支援業務		1		ｱﾒﾎ)お客様情報管理室支援業務		5/31/15		NJN22		Ｎ２２		1,466,863		1,466,863		1,466,863		1,075,149		391,714		26.70%		73.30%

		4		ＮＳ事 コト		U097003000		ｱﾒﾘｶﾝﾎｰﾑ医療		1500084		ｱﾒﾎ)お客様情報管理室支援業務		5		ｱﾒﾎ)お客様情報管理室支援業務		9/30/15		NJN22		Ｎ２２		1,462,017		1,462,017		1,462,017		1,073,462		388,555		26.58%		73.42%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1500059		CTC(SI諸業務)金融ｼｽ1部3課		5		CTC(SI諸業務)金融ｼｽ1部3課		9/30/15		NJN21		Ｎ２１		5,631,267		5,631,267		5,631,267		4,131,262		1,500,005		26.64%		73.36%

		5		その他 タ		U095033200		地方公共団体		1500048		②【OS】地方自治（梅木･山口・林田）		4		②【OS】地方自冶/OA業務		8/31/15		EBCS		ＣＳ課		1,650,000		1,650,000		1,650,000		1,205,724		444,276		26.93%		73.07%

		5		その他 タ		U097001600		ｼﾞｪｲｱｲ傷害火災		1500042		②【OS】JI傷害 ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ/NW運用（表･飯塚）		0		②【OS】ｼﾞｪｲｱｲ/ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ		4/30/15		EBCS		ＣＳ課		1,640,419		1,640,419		1,640,419		1,191,868		448,551		27.34%		72.66%

		5		その他 タ		U106000300		長谷工ｱﾈｼｽ		1500025		①【NS】HASEKO/PC運用･技術支援業務		2		①【NS】長谷工/PC運用/技術支援業務		6/30/15		EBCS		ＣＳ課		582,000		582,000		582,000		425,942		156,058		26.81%		73.19%

		5		その他 タ		U113000300		ﾋﾞｰｴｽ･ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ		1500060		②【OS】Ｂ-キャスＳＥサポート業務		5		②【OS】B-ｷｬｽ/SE補助		9/30/15		EBCS		ＣＳ課		505,000		505,000		505,000		369,862		135,138		26.76%		73.24%

		1		ＥＳ事 コト		U095006601		日立国際小金井		1400606		HiKE 個別案件(2015)		13		HiKE 南港PT　仕様変更対応3		8/31/15		NJT22		Ｔ２２		1,790,000		1,790,000		1,790,000		1,292,000		498,000		27.82%		72.18%

		1		ＥＳ事 コト		U095006601		日立国際小金井		1400606		HiKE 個別案件(2015)		14		HiKE 銀座線　防護発報告対応		8/31/15		NJT22		Ｔ２２		780,000		780,000		780,000		561,000		219,000		28.08%		71.92%

		1		ＥＳ事 コト		U095007203		沖電気工業芝浦		1400612		OKI デジタル無線設計サポート業務[2015]		3		OKI デジタル無線設計サポート業務[2015] 7月		7/31/15		NJT22		Ｔ２２		2,218,537		2,218,537		2,218,537		1,601,816		616,721		27.80%		72.20%

		1		ＥＳ事 コト		U095007203		沖電気工業芝浦		1400618		OKI 市町村防災行政無線システム設計業務[2015]		1		OKI 市町村防災行政無線システム設計業務[2015] 5月		5/29/15		NJT22		Ｔ２２		1,664,385		1,664,385		1,664,385		1,192,132		472,253		28.37%		71.63%

		1		ＥＳ事 コト		U095017100		富士ｾﾞﾛｯｸｽ情報		1500006		文科省様 調査統計システム導入開発作業		1		文科省様 調査統計システム導入開発作業		5/31/15		TBS1		東北S1		820,000		820,000		820,000		589,546		230,454		28.10%		71.90%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500019		妨害破壊行為等対応システム年間保守		1		妨害破壊行為等対応システム年間保守		5/31/15		TBS1		東北S1		173,871		173,871		173,871		125,923		47,948		27.58%		72.42%

		1		ＥＳ事 コト		U104001000		ﾄﾖﾀﾃｸﾆｶﾙﾃﾞﾍﾞﾛｯ		1400587		FCソフト(TTDC)[2015]		1		FCソフト(TTDC)[2015.04]		4/30/15		NJT23		Ｔ２３		5,337,500		5,337,500		5,337,500		3,824,451		1,513,049		28.35%		71.65%

		1		ＥＳ事 コト		U104002700		扇屋商事		1500015		平成２７年度　営業日報システム保守		0		平成２７年度　営業日報システム保守		4/30/15		TBS1		東北S1		105,800		105,800		105,800		76,564		29,236		27.63%		72.37%

		1		ＥＳ事 コト		U104002700		扇屋商事		1500015		平成２７年度　営業日報システム保守		1		平成２７年度　営業日報システム保守		5/31/15		TBS1		東北S1		105,800		105,800		105,800		76,564		29,236		27.63%		72.37%

		1		ＥＳ事 コト		U104002700		扇屋商事		1500015		平成２７年度　営業日報システム保守		3		平成２７年度　営業日報システム保守		7/31/15		TBS1		東北S1		105,800		105,800		105,800		76,564		29,236		27.63%		72.37%

		1		ＥＳ事 コト		U107003600		ｸﾞﾛｰﾘｰ		1500196		Ｇ：つり銭機		1		Ｇ：RT/RAD-300ファームソフトの開発		7/17/15		NJT21		Ｔ２１		1,900,000		1,900,000		1,900,000		1,367,942		532,058		28.00%		72.00%

		1		ＥＳ事 コト		U109000900		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑﾈｯﾄ		1400557		P：ＫＦＣ　ＳＢギフト対応		3		P：ＫＦＣ ＳＢギフトサービス対応（実装、IT）		9/16/15		NJT21		Ｔ２１		22,496,000		22,496,000		22,496,000		16,217,073		6,278,927		27.91%		72.09%

		1		ＥＳ事 コト		U114003800		ﾄﾖﾀ自動車		1500240		MGソフト[2015]		0		MGソフト[2015.05-07]		7/31/15		NJT23		Ｔ２３		11,838,750		11,838,750		11,838,750		8,568,211		3,270,539		27.63%		72.37%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500165		森永乳業　損益運用業務支援2		0		森永乳業　損益運用業務支援2(04月)		4/30/15		NJJ31		Ｊ３１		851,044		851,044		851,044		611,481		239,563		28.15%		71.85%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500324		森永乳業　統合受払システム移行支援		1		統合受払システム移行支援(08月)		8/31/15		NJJ31		Ｊ３１		850,000		850,000		850,000		609,961		240,039		28.24%		71.76%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500324		森永乳業　統合受払システム移行支援		2		統合受払システム移行支援(09月)		9/30/15		NJJ31		Ｊ３１		850,000		850,000		850,000		611,967		238,033		28.00%		72.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095007200		沖電気工業		1400465		沖電気　消火器リサイクルWebシステム		7		沖電気　消火器リサイクルWebシステム04月		4/15/15		NJJ31		Ｊ３１		1,450,000		1,450,000		1,450,000		1,048,999		401,001		27.66%		72.34%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1400055		「託送業務の小売自由化対応1」情報化企画書		8		「託送業務の小売自由化対応1」システム構築		4/30/15		TBS2		東北S2		2,419,200		2,419,200		2,419,200		1,749,675		669,525		27.68%		72.32%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500044		技術者派遣業務（村形 裕一）		4		技術者派遣業務（村形 裕一）		8/31/15		TBS2		東北S2		641,000		641,000		641,000		461,493		179,507		28.00%		72.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U096005700		ｿﾆｰ		1500180		SONY（Media-PF）		1		SONY（Media-PF）5月		5/20/15		NJT13		Ｔ１３		2,991,403		2,991,403		2,991,403		2,149,159		842,244		28.16%		71.84%

		2		ＩＣＴ事 コト		U097001401		富士通(川崎)		1500255		[MTC]高密度BDE FLIｶｰﾄﾞCPRIﾌｧｰﾑ設計		2		[MTC]高密度BDE FLIｶｰﾄﾞCPRIﾌｧｰﾑ設計(6月)		6/30/15		NJT12		Ｔ１２		6,250,000		6,250,000		6,250,000		4,497,556		1,752,444		28.04%		71.96%

		2		ＩＣＴ事 コト		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500027		ソフトウェア開発業務 松丸		2		ソフトウェア開発業務 松丸		6/30/15		SBSS1		佐原S1		942,425		942,425		942,425		675,072		267,353		28.37%		71.63%

		2		ＩＣＴ事 コト		U110001200		横河医療		1400045		ビューア開発		18		ビューア開発		4/30/15		TBS2		東北S2		2,160,000		2,160,000		2,160,000		1,548,831		611,169		28.29%		71.71%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1400604		【SJNKS･個商管（満期・契約）】日常（２０１５年度）		0		【SJNKS･火満】日常業務（2015年4月）		4/30/15		NJJ21		Ｊ２１		1,336,500		1,336,500		1,336,500		963,862		372,638		27.88%		72.12%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500035		【SJNKS･支援】自動車満期Ｇ　ＳＥ支援(2015年度）		3		【SJNKS･支援】自動車満期Ｇ　ＳＥ支援(2015年7月）		7/31/15		NJJ21		Ｊ２１		2,940,000		2,940,000		2,940,000		2,129,475		810,525		27.57%		72.43%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500041		【SJNKS･支援】マリンＧ　ＳＥ支援(2015年度）		1		【SJNKS･支援】マリンＧ　ＳＥ支援(2015年5月）		5/31/15		NJJ21		Ｊ２１		980,000		980,000		980,000		704,000		276,000		28.16%		71.84%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500043		【SJNKS･支援】品質管理Ｇ　ＳＥ支援(2015年度）		0		【SJNKS･支援】品質管理Ｇ　ＳＥ支援(2015年4月）		4/30/15		NJJ21		Ｊ２１		1,960,000		1,960,000		1,960,000		1,409,097		550,903		28.11%		71.89%

		3		ＦＳ事 コト		U095024300		ｽﾘｰｴﾑｼﾞｬﾊﾟﾝ		1500003		基幹システム維持改善		5		スリーエムジャパン　基幹システム維持改善(9月)		9/30/15		NJJ11		Ｊ１１		1,550,000		1,550,000		1,550,000		1,118,664		431,336		27.83%		72.17%

		3		ＦＳ事 コト		U101000201		日立ｼｽﾃﾑｽﾞ		1500194		ＪＡ共済		1		ＪＡ共済		5/31/15		NJJ22		Ｊ２２		3,400,000		3,400,000		3,400,000		2,453,504		946,496		27.84%		72.16%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1500222		トヨタ　２０１４年度開発追加課題対応		1		トヨタ　２０１４年度開発追加課題対応		5/31/15		NJJ11		Ｊ１１		2,154,750		2,154,750		2,154,750		1,561,834		592,916		27.52%		72.48%

		3		ＦＳ事 コト		U106000200		KDDI		1500191		ＫＤＤＩ（ﾂｰﾙ開発EUCｱﾌﾟﾘ対応）		4		ﾂｰﾙ開発EUCｱﾌﾟﾘ対応（08月度）		8/31/15		NJJ32		Ｊ３２		5,700,000		5,700,000		5,700,000		4,124,926		1,575,074		27.63%		72.37%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500124		H27　OCEAN運用支援（ITソリューション）		0		H27　OCEAN運用支援（ITソリューション）		6/30/15		NJNA1		ＮＡ１		2,370,000		2,370,000		2,370,000		1,701,790		668,210		28.19%		71.81%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500127		H27 ITソリューション部第４チーム		1		H27　ITソリューション部第４チーム		5/31/15		NJNA1		ＮＡ１		698,410		698,410		698,410		501,694		196,716		28.17%		71.83%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500346		H27　CAP2-運用SE（準委任）		0		H27　CAP2-運用SE（準委任）		9/30/15		NJNA1		ＮＡ１		11,850,000		11,850,000		11,850,000		8,473,195		3,376,805		28.50%		71.50%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500137		H27 ITｿﾘｭｰｼｮﾝ部第三ﾁｰﾑ支援作業		0		H27 ITｿﾘｭｰｼｮﾝ部第三ﾁｰﾑ支援作業		6/30/15		NJNA2		ＮＡ２		2,370,000		2,370,000		2,370,000		1,701,816		668,184		28.19%		71.81%

		4		ＮＳ事 コト		U096000800		日本HP		1500150		H27 ASY OMC業務作業支援		2		H27 ASY OMC業務作業支援		7/20/15		NJNA2		ＮＡ２		7,785,800		7,785,800		7,785,800		5,578,758		2,207,042		28.35%		71.65%

		4		ＮＳ事 コト		U097003000		ｱﾒﾘｶﾝﾎｰﾑ医療		1500085		ｱﾒﾎ)情報ｾｷｭﾘﾃｨ管理業務		1		ｱﾒﾎ)情報ｾｷｭﾘﾃｨ管理業務		5/31/15		NJN22		Ｎ２２		1,480,000		1,480,000		1,480,000		1,058,213		421,787		28.50%		71.50%

		4		ＮＳ事 コト		U104002900		長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮ		1500050		（長谷工-建設 H27）ｲﾝﾌﾗ･運用関連技術支援		1		（長谷工-建設 H27）ｲﾝﾌﾗ･運用関連技術支援		5/31/15		NJN21		Ｎ２１		679,000		679,000		679,000		487,806		191,194		28.16%		71.84%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1500060		CTC(MHBK　WEB基盤ポータル保守)		4		CTC(MHBK　WEB基盤ポータル保守)		8/31/15		NJN21		Ｎ２１		2,252,000		2,252,000		2,252,000		1,631,877		620,123		27.54%		72.46%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1500066		CTC(SI委託契約)MARISYS_市場系ﾘｽｸ案件支援		3		CTC(SI委託契約)MARISYS_維持メンテ支援		5/31/15		NJN21		Ｎ２１		720,000		720,000		720,000		514,820		205,180		28.50%		71.50%

		4		ＮＳ事 コト		U112001400		AIRDO		1500135		H27 AIRDO社内システム保守運用作業		4		H27　AIRDO社内システム保守運用作業		8/31/15		NJNA1		ＮＡ１		1,569,028		1,569,028		1,569,028		1,133,323		435,705		27.77%		72.23%

		5		その他 タ		U095009802		全日本空輸DFDR		1500027		③【NS】ANA/DFDRｼｽﾃﾑ運用管理		1		③【NS】ANA/DFDRｼｽﾃﾑ運用業務		5/31/15		EBCS		ＣＳ課		2,300,000		2,300,000		2,300,000		1,659,707		640,293		27.84%		72.16%

		5		その他 タ		U095009802		全日本空輸DFDR		1500027		③【NS】ANA/DFDRｼｽﾃﾑ運用管理		3		③【NS】ANA/DFDRｼｽﾃﾑ運用業務		7/31/15		EBCS		ＣＳ課		2,300,000		2,300,000		2,300,000		1,665,048		634,952		27.61%		72.39%

		5		その他 タ		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1500037		②【OS】NHK-MT （東）		5		②【OS】NHKMT/運用ヘルプ		9/30/15		EBCS		ＣＳ課		550,000		550,000		550,000		397,902		152,098		27.65%		72.35%

		5		その他 タ		U111001100		日新		1500319		Astrux次年度保守費用		0		Astrux次年度保守費用		7/31/15		NEEPJ		プ仕販		455,000		455,000		455,000		329,550		125,450		27.57%		72.43%

		1		ＥＳ事 コト		U095006501		横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻ		1500079		技術者派遣業務（増田　俊久）		0		技術者派遣業務（増田　俊久）		7/20/15		TBS1		東北S1		568,705		568,705		568,705		405,791		162,914		28.65%		71.35%

		1		ＥＳ事 コト		U095006501		横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻ		1500079		技術者派遣業務（増田　俊久）		1		技術者派遣業務（増田　俊久）		8/20/15		TBS1		東北S1		754,350		754,350		754,350		534,994		219,356		29.08%		70.92%

		1		ＥＳ事 コト		U095006501		横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻ		1500079		技術者派遣業務（増田　俊久）		2		技術者派遣業務（増田　俊久）		9/20/15		TBS1		東北S1		754,350		754,350		754,350		534,037		220,313		29.21%		70.79%

		1		ＥＳ事 コト		U095006601		日立国際小金井		1400610		HiKE 全国消防(2015)		5		HiKE 全国消防2014  指令台通話パス対応		6/30/15		NJT22		Ｔ２２		1,250,000		1,250,000		1,250,000		884,000		366,000		29.28%		70.72%

		1		ＥＳ事 コト		U095026300		ﾌｸﾀﾞ電子		1500002		ＣＶＷ：自動画像連携開発		0		ＣＶＷ：自動画像連携開発		5/26/15		NJT21		Ｔ２１		2,000,000		2,000,000		2,000,000		1,428,717		571,283		28.56%		71.44%

		1		ＥＳ事 コト		U095026300		ﾌｸﾀﾞ電子		1500173		ＭＥ：DS-8700 69期対応		5		ＭＥ：DS-7700 機能改良(解析精度向上)		7/30/15		NJT21		Ｔ２１		950,000		950,000		950,000		672,363		277,637		29.22%		70.78%

		1		ＥＳ事 コト		U095045000		ｳｪｻﾞｰﾆｭｰｽﾞ		1500025		WNI NEXCO西/中日本iHighwayH27年度保守		5		WNI NEXCO西/中日本iHighwayH27年度保守 9月H		9/30/15		SBCS1		千葉S1		650,000		650,000		650,000		463,421		186,579		28.70%		71.30%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500225		Canon デバイスセキュリティー市場フォロー[2015]		1		Canon デバイスセキュリティー市場フォロー[2015] 5月		5/20/15		NJT22		Ｔ２２		79,380		79,380		79,380		56,735		22,645		28.53%		71.47%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500001		医療機器開発ソフトウェア開発業務（木村俊之）		2		医療機器開発ソフトウェア開発業務（木村俊之）		7/20/15		TBS1		東北S1		741,600		741,600		741,600		528,294		213,306		28.76%		71.24%

		1		ＥＳ事 コト		U099004200		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸITS		1400639		PASITS T社17CY DA DIAG		2		PASITS T社17CY DA DIAG 6月		6/19/15		NJT22		Ｔ２２		8,850,000		8,850,000		8,850,000		6,312,133		2,537,867		28.68%		71.32%

		1		ＥＳ事 コト		U104001000		ﾄﾖﾀﾃｸﾆｶﾙﾃﾞﾍﾞﾛｯ		1400590		PF機種(TTDC		0		PF機種(TTDC)		4/24/15		NJT23		Ｔ２３		8,656,000		8,656,000		8,656,000		6,153,919		2,502,081		28.91%		71.09%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500164		森永乳業　固定資産再構築支援		1		森永乳業　固定資産再構築支援(05月)		5/31/15		NJJ31		Ｊ３１		850,000		850,000		850,000		605,948		244,052		28.71%		71.29%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500165		森永乳業　損益運用業務支援2		5		森永乳業　損益運用業務支援2(09月)		9/30/15		NJJ31		Ｊ３１		850,000		850,000		850,000		600,396		249,604		29.37%		70.63%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500207		[NMSE]移動機(IOT L1特性)(H27上)		1		[NMSE]移動機(IOT L1特性)(H27上)( 5月)		5/31/15		NJT11		Ｔ１１		2,090,000		2,090,000		2,090,000		1,477,583		612,417		29.30%		70.70%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095011000		ｷﾔﾉﾝｿﾌﾄｳｪｱ		1500187		コンデジ再生アプリ・ミドルウェアの開発		3		コンデジ再生アプリ・ミドルウェアの開発		9/30/15		SBSS1		佐原S1		694,575		694,575		694,575		494,702		199,873		28.78%		71.22%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095014800		ﾃﾌﾟｺｼｽﾃﾑｽﾞ		1500181		Tepsys システム開発		0		固定IPアドレス払い出し管理ツールの作成		5/22/15		SBSS1		佐原S1		508,840		508,840		508,840		358,963		149,877		29.45%		70.55%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095014800		ﾃﾌﾟｺｼｽﾃﾑｽﾞ		1500181		Tepsys システム開発		4		ワンタイムパスワード発行アプリの方式調査作業委託		8/31/15		SBSS1		佐原S1		895,500		895,500		895,500		632,331		263,169		29.39%		70.61%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500084		燃料メンテ　「電子伝票」表示内容修正		0		燃料メンテ　「電子伝票」表示内容修正		8/31/15		TBS2		東北S2		937,200		937,200		937,200		663,169		274,031		29.24%		70.76%

		2		ＩＣＴ事 コト		U096005700		ｿﾆｰ		1500260		SONY（GMEM）		5		SONY（GMEM）7月		7/20/15		NJT13		Ｔ１３		2,197,000		2,197,000		2,197,000		1,558,998		638,002		29.04%		70.96%

		2		ＩＣＴ事 コト		U099004200		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸITS		1500262		PASITS 業務基幹系システム改修		2		PASITS 業務基幹システム　データ連携仕様検討		7/31/15		NJJ31		Ｊ３１		225,000		225,000		225,000		160,516		64,484		28.66%		71.34%

		2		ＩＣＴ事 コト		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500027		ソフトウェア開発業務 松丸		0		ソフトウェア開発業務 松丸		4/30/15		SBSS1		佐原S1		814,775		814,775		814,775		582,260		232,515		28.54%		71.46%

		2		ＩＣＴ事 コト		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500027		ソフトウェア開発業務 松丸		1		ソフトウェア開発業務 松丸		5/31/15		SBSS1		佐原S1		834,037		834,037		834,037		590,141		243,896		29.24%		70.76%

		2		ＩＣＴ事 コト		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500030		ソフトウェア開発業務 加藤		1		ソフトウェア開発業務 加藤		5/31/15		SBSS1		佐原S1		818,681		818,681		818,681		577,883		240,798		29.41%		70.59%

		2		ＩＣＴ事 コト		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500031		ソフトウェア開発業務 川口		2		ソフトウェア開発業務 川口		6/30/15		SBSS1		佐原S1		992,875		992,875		992,875		709,219		283,656		28.57%		71.43%

		2		ＩＣＴ事 コト		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500201		クラウドプラットフォーム・クライアントライブラリ開		0		クラウドプラットフォーム・クライアントライブラリ開		7/31/15		SBSS1		佐原S1		1,874,412		1,874,412		1,874,412		1,337,886		536,526		28.62%		71.38%

		2		ＩＣＴ事 コト		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500201		クラウドプラットフォーム・クライアントライブラリ開		1		クラウドプラットフォーム・クライアントライブラリ開		8/31/15		SBSS1		佐原S1		1,632,962		1,632,962		1,632,962		1,154,014		478,948		29.33%		70.67%

		2		ＩＣＴ事 コト		U109003400		東日本電信電話		1500033		平成２７年度　Ｐ－ＮＭＳシステム運用・保守		0		平成２７年度　Ｐ－ＮＭＳシステム運用・保守		4/30/15		TBS2		東北S2		1,740,000		1,740,000		1,740,000		1,235,493		504,507		28.99%		71.01%

		2		ＩＣＴ事 コト		U112000200		ｸｱﾙｺﾑｼｰﾃﾞｨｰｴﾑｴ		1500153		[QCOM]LTE評価業務		0		[QCOM]LTE評価業務(4月)		4/30/15		NJT12		Ｔ１２		2,033,537		2,033,537		2,033,537		1,446,396		587,141		28.87%		71.13%

		2		ＩＣＴ事 コト		U112000200		ｸｱﾙｺﾑｼｰﾃﾞｨｰｴﾑｴ		1500153		[QCOM]LTE評価業務		1		[QCOM]LTE評価業務(5月)		5/31/15		NJT12		Ｔ１２		1,387,800		1,387,800		1,387,800		989,929		397,871		28.67%		71.33%

		2		ＩＣＴ事 コト		U112000200		ｸｱﾙｺﾑｼｰﾃﾞｨｰｴﾑｴ		1500153		[QCOM]LTE評価業務		2		[QCOM]LTE評価業務(6月)		6/30/15		NJT12		Ｔ１２		1,964,954		1,964,954		1,964,954		1,398,733		566,221		28.82%		71.18%

		2		ＩＣＴ事 コト		U112000200		ｸｱﾙｺﾑｼｰﾃﾞｨｰｴﾑｴ		1500153		[QCOM]LTE評価業務		3		[QCOM]LTE評価業務(7月)		7/31/15		NJT12		Ｔ１２		1,895,219		1,895,219		1,895,219		1,349,237		545,982		28.81%		71.19%

		2		ＩＣＴ事 コト		U112000200		ｸｱﾙｺﾑｼｰﾃﾞｨｰｴﾑｴ		1500153		[QCOM]LTE評価業務		4		[QCOM]LTE評価業務(8月)		8/31/15		NJT12		Ｔ１２		1,662,652		1,662,652		1,662,652		1,182,415		480,237		28.88%		71.12%

		2		ＩＣＴ事 コト		U112000200		ｸｱﾙｺﾑｼｰﾃﾞｨｰｴﾑｴ		1500153		[QCOM]LTE評価業務		5		[QCOM]LTE評価業務(9月)		9/30/15		NJT12		Ｔ１２		1,744,991		1,744,991		1,744,991		1,241,078		503,913		28.88%		71.12%

		2		ＩＣＴ事 コト		U112000200		ｸｱﾙｺﾑｼｰﾃﾞｨｰｴﾑｴ		1500348		[QCOM]LTE評価業務-2		0		[QCOM]LTE評価業務-2(7月)		7/31/15		NJT12		Ｔ１２		904,241		904,241		904,241		645,690		258,551		28.59%		71.41%

		2		ＩＣＴ事 コト		U112000200		ｸｱﾙｺﾑｼｰﾃﾞｨｰｴﾑｴ		1500348		[QCOM]LTE評価業務-2		1		[QCOM]LTE評価業務-2(8月)		8/31/15		NJT12		Ｔ１２		848,000		848,000		848,000		604,155		243,845		28.76%		71.24%

		2		ＩＣＴ事 コト		U112000200		ｸｱﾙｺﾑｼｰﾃﾞｨｰｴﾑｴ		1500348		[QCOM]LTE評価業務-2		2		[QCOM]LTE評価業務-2(9月)		9/30/15		NJT12		Ｔ１２		593,600		593,600		593,600		422,908		170,692		28.76%		71.24%

		3		ＦＳ事 コト		U095001800		埼玉県		1400487		クラウド型統合サーバーシステム機器等運用管理		5		統合サーバー運用		5/31/15		NJJ22		Ｊ２２		1,159,000		1,159,000		1,159,000		819,319		339,681		29.31%		70.69%

		3		ＦＳ事 コト		U095001800		埼玉県		1400487		クラウド型統合サーバーシステム機器等運用管理		7		統合サーバー運用		7/31/15		NJJ22		Ｊ２２		1,159,000		1,159,000		1,159,000		823,182		335,818		28.97%		71.03%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1400566		【SJNKS･火満】2015年度機構改革対応		2		【SJNKS･火満】2015年度機構改革対応（証券）		4/30/15		NJJ21		Ｊ２１		1,592,250		1,592,250		1,592,250		1,135,866		456,384		28.66%		71.34%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500039		【SJNKS･支援】代ｼｽオフライン　ＳＥ支援(2015年度）		1		【SJNKS･支援】代ｼｽオフライン　ＳＥ支援(2015年5月）		5/31/15		NJJ21		Ｊ２１		4,770,000		4,770,000		4,770,000		3,380,206		1,389,794		29.14%		70.86%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500041		【SJNKS･支援】マリンＧ　ＳＥ支援(2015年度）		4		【SJNKS･支援】マリンＧ　ＳＥ支援(2015年8月）		8/31/15		NJJ21		Ｊ２１		980,000		980,000		980,000		692,000		288,000		29.39%		70.61%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500041		【SJNKS･支援】マリンＧ　ＳＥ支援(2015年度）		5		【SJNKS･支援】マリンＧ　ＳＥ支援(2015年9月）		9/30/15		NJJ21		Ｊ２１		980,000		980,000		980,000		696,000		284,000		28.98%		71.02%

		3		ＦＳ事 コト		U095032200		東京情報大学		1500014		東京情報大学　システム保守		1		東京情報大学　システム保守		5/31/15		SBCS2		千葉S2		670,000		670,000		670,000		473,253		196,747		29.37%		70.63%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1500316		日次年調改訂		10		日次年調改訂（オープン）		8/31/15		NJJ11		Ｊ１１		1,295,600		1,295,600		1,295,600		923,965		371,635		28.68%		71.32%

		3		ＦＳ事 コト		U106001900		NTTｺﾑｳｪｱ		1500068		Ａ生命様成長戦略（新契約ＰＴ）の委任		2		Ａ生命様成長戦略（新契約ＰＴ）６月の委任（ＮＩＤ）		6/30/15		NJJ12		Ｊ１２		2,053,900		2,053,900		2,053,900		1,461,549		592,351		28.84%		71.16%

		3		ＦＳ事 コト		U106001900		NTTｺﾑｳｪｱ		1500069		Ａ生命様契約管理企画部の委任		1		Ａ生命様契約管理企画部５月の委任（ＮＩＤ）		5/31/15		NJJ12		Ｊ１２		980,000		980,000		980,000		696,541		283,459		28.92%		71.08%

		3		ＦＳ事 コト		U106001900		NTTｺﾑｳｪｱ		1500069		Ａ生命様契約管理企画部の委任		5		Ａ生命様契約管理企画部９月の委任（ＮＩＤ）		9/30/15		NJJ12		Ｊ１２		980,000		980,000		980,000		692,319		287,681		29.36%		70.64%

		3		ＦＳ事 コト		U111004000		ｵﾒｶﾞｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ		1500198		ＬＮＧ基地／石油備蓄基地向け検査業務		0		ＬＮＧ基地／石油備蓄基地向け検査業務		6/30/15		SBCS3		千葉S3		516,800		516,800		516,800		367,200		149,600		28.95%		71.05%

		3		ＦＳ事 コト		U111004000		ｵﾒｶﾞｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ		1500198		ＬＮＧ基地／石油備蓄基地向け検査業務		1		ＬＮＧ基地／石油備蓄基地向け検査業務		7/31/15		SBCS3		千葉S3		657,400		657,400		657,400		467,100		190,300		28.95%		71.05%

		3		ＦＳ事 コト		U111004000		ｵﾒｶﾞｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ		1500198		ＬＮＧ基地／石油備蓄基地向け検査業務		2		ＬＮＧ基地／石油備蓄基地向け検査業務		8/31/15		SBCS3		千葉S3		552,900		552,900		552,900		392,850		160,050		28.95%		71.05%

		3		ＦＳ事 コト		U111004000		ｵﾒｶﾞｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ		1500198		ＬＮＧ基地／石油備蓄基地向け検査業務		3		ＬＮＧ基地／石油備蓄基地向け検査業務		9/30/15		SBCS3		千葉S3		573,800		573,800		573,800		407,700		166,100		28.95%		71.05%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500116		H27　GP1T開発保守支援作業		0		H27　GP1T開発保守支援作業		6/30/15		NJNA1		ＮＡ１		19,052,000		19,052,000		19,052,000		13,603,490		5,448,510		28.60%		71.40%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500120		H27　品質 セキュリティ監理室支援		1		H27　品質 セキュリティ監理室支援		9/30/15		NJNA1		ＮＡ１		4,740,000		4,740,000		4,740,000		3,362,072		1,377,928		29.07%		70.93%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500321		H27 次期空港旅客サービスプロジェクト		0		H27　次期空港旅客サービスプロジェクト		6/30/15		NJNA1		ＮＡ１		790,000		790,000		790,000		563,052		226,948		28.73%		71.27%

		4		ＮＳ事 コト		U095029400		KADOKAWA		1500026		ＫＡＤＯＫＡＷＡシステム部支援業務		2		ＫＡＤＯＫＡＷＡシステム部支援業務		6/30/15		NJN22		Ｎ２２		1,625,000		1,625,000		1,625,000		1,158,501		466,499		28.71%		71.29%

		4		ＮＳ事 コト		U095033200		地方公共団体		1500053		（J-Lis H27）地方･交付税等運用管理		3		（J-Lis H27）地方･交付税等運用管理		7/31/15		NJN21		Ｎ２１		7,836,412		7,836,412		7,836,412		5,567,220		2,269,192		28.96%		71.04%

		4		ＮＳ事 コト		U095035900		国民年金基金連		1500048		【KNkR】運用管理業務（2015年度）		1		【KNkR】運用管理業務（2015年度）		5/31/15		NJN21		Ｎ２１		6,071,400		6,071,400		6,071,400		4,306,446		1,764,954		29.07%		70.93%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1500156		IBM)ＮＫひばりヘルプ		1		IBM)ＮＫひばりヘルプ		6/11/15		NJN23		Ｎ２３		1,820,000		1,820,000		1,820,000		1,285,710		534,290		29.36%		70.64%

		4		ＮＳ事 コト		U104002900		長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮ		1500050		（長谷工-建設 H27）ｲﾝﾌﾗ･運用関連技術支援		5		（長谷工-建設 H27）ｲﾝﾌﾗ･運用関連技術支援		9/30/15		NJN21		Ｎ２１		672,700		672,700		672,700		476,635		196,065		29.15%		70.85%

		4		ＮＳ事 コト		U106000300		長谷工ｱﾈｼｽ		1500051		（長谷工ｱﾈｼｽ H27）LAN管理技術支援		4		（長谷工ｱﾈｼｽ H27）LAN管理技術支援		8/31/15		NJN21		Ｎ２１		640,200		640,200		640,200		454,293		185,907		29.04%		70.96%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1500060		CTC(MHBK　WEB基盤ポータル保守)		5		CTC(MHBK　WEB基盤ポータル保守)		9/30/15		NJN21		Ｎ２１		2,252,000		2,252,000		2,252,000		1,605,000		647,000		28.73%		71.27%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1500066		CTC(SI委託契約)MARISYS_市場系ﾘｽｸ案件支援		2		CTC(SI委託契約)MARISYS_維持メンテ支援		5/31/15		NJN21		Ｎ２１		700,000		700,000		700,000		500,000		200,000		28.57%		71.43%

		5		その他 タ		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1500036		②【OS】NHK-MT（山本）		5		②【OS】NHKMT/ｼｽﾃﾑ開発（山本）		9/30/15		EBCS		ＣＳ課		654,060		654,060		654,060		461,994		192,066		29.37%		70.63%

		5		その他 タ		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1500037		②【OS】NHK-MT （東）		4		②【OS】NHKMT/運用ヘルプ		8/31/15		EBCS		ＣＳ課		489,975		489,975		489,975		348,498		141,477		28.87%		71.13%

		5		その他 タ		U113004600		日立ｼｽﾃﾑｽﾞﾊﾟﾜｰ		1500183		法人団体請求書類の審査業務および付随業務委託		4		法人団体請求書類の審査業務および付随業務委託		8/31/15		NJGPG		ＤＥ原		25,087,960		25,087,960		25,087,960		17,733,524		7,354,436		29.31%		70.69%

		1		ＥＳ事 コト		U095006601		日立国際小金井		1400606		HiKE 個別案件(2015)		15		HiKE 市町村Bリモ　文字通報対応 		9/30/15		NJT22		Ｔ２２		1,420,000		1,420,000		1,420,000		991,882		428,118		30.15%		69.85%

		1		ＥＳ事 コト		U095006601		日立国際小金井		1400606		HiKE 個別案件(2015)		17		HiKE 名古屋市消防　切断中のプレス対応		9/30/15		NJT22		Ｔ２２		1,290,000		1,290,000		1,290,000		907,800		382,200		29.63%		70.37%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400617		Canon PIPIT COPY 市場ﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ 2015-2016		1		Canon PIPIT COPY 市場ﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ 2015-2016 4月		4/20/15		NJT22		Ｔ２２		75,127		75,127		75,127		52,914		22,213		29.57%		70.43%

		1		ＥＳ事 コト		U109000900		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑﾈｯﾄ		1500172		P：ＫＦＣ ハウスカード(Phase1)開発		0		P：ＫＦＣ ハウスカード(Phase1)開発		9/18/15		NJT21		Ｔ２１		33,336,000		33,336,000		33,336,000		23,339,531		9,996,469		29.99%		70.01%

		1		ＥＳ事 コト		U113004600		日立ｼｽﾃﾑｽﾞﾊﾟﾜｰ		1500047		東火力事業所ＯＡシステム運用保守業務委託		0		東火力事業所ＯＡシステム運用保守業務委託 4月		4/30/15		SBCS1		千葉S1		723,000		723,000		723,000		505,550		217,450		30.08%		69.92%

		1		ＥＳ事 コト		U113004600		日立ｼｽﾃﾑｽﾞﾊﾟﾜｰ		1500047		東火力事業所ＯＡシステム運用保守業務委託		4		東火力事業所ＯＡシステム運用保守業務委託 8月		8/31/15		SBCS1		千葉S1		723,000		723,000		723,000		505,550		217,450		30.08%		69.92%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500264		[NMSE]2015年度上期iBodymoｱﾌﾟﾘ試験		5		[NMSE]2015年度上期iBodymoｱﾌﾟﾘ試験( 9月)		9/30/15		NJT11		Ｔ１１		433,700		433,700		433,700		303,965		129,735		29.91%		70.09%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500043		技術者派遣業務（宇都宮 博）		1		技術者派遣業務（宇都宮 博）		5/31/15		TBS2		東北S2		641,000		641,000		641,000		448,775		192,225		29.99%		70.01%

		2		ＩＣＴ事 コト		U096005700		ｿﾆｰ		1500176		SONY（Audio-SW）		0		SONY（Audio-SW）4月		4/20/15		NJT13		Ｔ１３		5,468,920		5,468,920		5,468,920		3,832,963		1,635,957		29.91%		70.09%

		2		ＩＣＴ事 コト		U096005700		ｿﾆｰ		1500260		SONY（GMEM）		6		SONY（GMEM）8月		8/20/15		NJT13		Ｔ１３		2,386,133		2,386,133		2,386,133		1,658,554		727,579		30.49%		69.51%

		2		ＩＣＴ事 コト		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500030		ソフトウェア開発業務 加藤		0		ソフトウェア開発業務 加藤		4/30/15		SBSS1		佐原S1		994,637		994,637		994,637		694,335		300,302		30.19%		69.81%

		2		ＩＣＴ事 コト		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500201		クラウドプラットフォーム・クライアントライブラリ開		2		クラウドプラットフォーム・クライアントライブラリ開		9/30/15		SBSS1		佐原S1		1,573,374		1,573,374		1,573,374		1,102,355		471,019		29.94%		70.06%

		2		ＩＣＴ事 コト		U110000500		船橋情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ		1500184		CHISA JAVA講義アシスタント		0		CHISA JAVA講義アシスタント		6/3/15		SBSS1		佐原S1		400,000		400,000		400,000		280,185		119,815		29.95%		70.05%

		2		ＩＣＴ事 コト		U113003900		ｳｫﾙﾄ･ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ		1500380		WDJ（DM09_Widget）		0		WDJ（DM09_Widget 設計製造）		9/30/15		NJT13		Ｔ１３		990,000		990,000		990,000		696,666		293,334		29.63%		70.37%

		3		ＦＳ事 コト		U095001800		埼玉県		1400487		クラウド型統合サーバーシステム機器等運用管理		4		クラウド型統合サーバーシステム機器等運用管理		4/30/15		NJJ22		Ｊ２２		1,159,000		1,159,000		1,159,000		807,727		351,273		30.31%		69.69%

		3		ＦＳ事 コト		U095001800		埼玉県		1400487		クラウド型統合サーバーシステム機器等運用管理		6		統合サーバー運用		6/30/15		NJJ22		Ｊ２２		1,159,000		1,159,000		1,159,000		815,455		343,545		29.64%		70.36%

		3		ＦＳ事 コト		U095001800		埼玉県		1400487		クラウド型統合サーバーシステム機器等運用管理		8		統合サーバー運用		8/31/15		NJJ22		Ｊ２２		1,159,000		1,159,000		1,159,000		815,455		343,545		29.64%		70.36%

		3		ＦＳ事 コト		U095001800		埼玉県		1400487		クラウド型統合サーバーシステム機器等運用管理		9		統合サーバー運用		9/30/15		NJJ22		Ｊ２２		1,159,000		1,159,000		1,159,000		811,591		347,409		29.97%		70.03%

		3		ＦＳ事 コト		U095010900		富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰS		1500238		FIPS　気象開発		0		FIPS　気象開発		9/25/15		SBCS2		千葉S2		626,000		626,000		626,000		436,458		189,542		30.28%		69.72%

		3		ＦＳ事 コト		U095020900		みずほ情報総研		1500188		みずほ情報総研（銀行系ｼｽﾃﾑ）		4		基盤更改ユーザー移行サポート（08月度）		8/31/15		NJJ32		Ｊ３２		900,000		900,000		900,000		628,107		271,893		30.21%		69.79%

		3		ＦＳ事 コト		U095024300		ｽﾘｰｴﾑｼﾞｬﾊﾟﾝ		1500003		基幹システム維持改善		1		スリーエムジャパン　基幹システム維持改善(5月)		5/31/15		NJJ11		Ｊ１１		1,550,000		1,550,000		1,550,000		1,082,533		467,467		30.16%		69.84%

		3		ＦＳ事 コト		U095032200		東京情報大学		1500014		東京情報大学　システム保守		5		東京情報大学　システム保守		9/30/15		SBCS2		千葉S2		670,000		670,000		670,000		466,540		203,460		30.37%		69.63%

		3		ＦＳ事 コト		U099000300		川越市		1500015		川越市（維持管理）		5		川越市（維持管理）		9/30/15		NJJ22		Ｊ２２		2,465,000		2,465,000		2,465,000		1,730,955		734,045		29.78%		70.22%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1400559		個人年金共済の制度改定対応（保障設計）		0		個人年金共済の制度改定対応（保障設計）		4/30/15		NJJ11		Ｊ１１		2,050,000		2,050,000		2,050,000		1,430,726		619,274		30.21%		69.79%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1500308		ＺＳ　2015年度上半期　業務支援		2		2015年度上半期業務支援(保守業務)（8月）		8/31/15		NJJ11		Ｊ１１		5,175,000		5,175,000		5,175,000		3,615,121		1,559,879		30.14%		69.86%

		3		ＦＳ事 コト		U102001801		SJNKひまわり		1500013		保険金一般案件・保守作業		1		保険金・保守		5/31/15		NJJ22		Ｊ２２		2,560,000		2,560,000		2,560,000		1,786,239		773,761		30.23%		69.77%

		3		ＦＳ事 コト		U106000200		KDDI		1500191		ＫＤＤＩ（ﾂｰﾙ開発EUCｱﾌﾟﾘ対応）		1		ﾂｰﾙ開発EUCｱﾌﾟﾘ対応（05月度）		5/31/15		NJJ32		Ｊ３２		5,700,000		5,700,000		5,700,000		3,986,081		1,713,919		30.07%		69.93%

		3		ＦＳ事 コト		U108003100		ｴﾑﾕｰﾌﾛﾝﾃｨｱ債権		1500067		業務システムの開発支援		1		業務システムの開発支援（５月）		5/31/15		NJJ12		Ｊ１２		4,500,000		4,500,000		4,500,000		3,150,787		1,349,213		29.98%		70.02%

		3		ＦＳ事 コト		U108003100		ｴﾑﾕｰﾌﾛﾝﾃｨｱ債権		1500067		業務システムの開発支援		4		業務システムの開発支援（８月）		8/31/15		NJJ12		Ｊ１２		5,350,000		5,350,000		5,350,000		3,748,603		1,601,397		29.93%		70.07%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500116		H27　GP1T開発保守支援作業		1		H27　GP1T開発保守支援作業		9/30/15		NJNA1		ＮＡ１		19,023,399		19,023,399		19,023,399		13,338,206		5,685,193		29.89%		70.11%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500124		H27　OCEAN運用支援（ITソリューション）		1		H27　OCEAN運用支援（ITソリューション）		9/30/15		NJNA1		ＮＡ１		2,370,000		2,370,000		2,370,000		1,662,087		707,913		29.87%		70.13%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500131		H27　CAP運用SE （準委任）		0		H27　CAP運用SE （準委任）		6/30/15		NJNA1		ＮＡ１		11,850,000		11,850,000		11,850,000		8,281,992		3,568,008		30.11%		69.89%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500114		H27 ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部支援作業		0		H27 ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部支援作業		6/30/15		NJNA2		ＮＡ２		28,440,000		28,440,000		28,440,000		20,047,471		8,392,529		29.51%		70.49%

		4		ＮＳ事 コト		U095029700		地球科学総研		1500109		（地科研 H27）運用管理		1		（地科研 H27）運用管理		5/31/15		NJN12		Ｎ１２		1,344,500		1,344,500		1,344,500		943,467		401,033		29.83%		70.17%

		4		ＮＳ事 コト		U095033200		地方公共団体		1500053		（J-Lis H27）地方･交付税等運用管理		1		（J-Lis H27）地方･交付税等運用管理		5/31/15		NJN21		Ｎ２１		7,980,164		7,980,164		7,980,164		5,564,250		2,415,914		30.27%		69.73%

		4		ＮＳ事 コト		U095035900		国民年金基金連		1500048		【KNkR】運用管理業務（2015年度）		5		【KNkR】運用管理業務（2015年度）		9/30/15		NJN21		Ｎ２１		6,006,000		6,006,000		6,006,000		4,208,369		1,797,631		29.93%		70.07%

		4		ＮＳ事 コト		U104002900		長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮ		1500050		（長谷工-建設 H27）ｲﾝﾌﾗ･運用関連技術支援		4		（長谷工-建設 H27）ｲﾝﾌﾗ･運用関連技術支援		8/31/15		NJN21		Ｎ２１		624,400		624,400		624,400		435,674		188,726		30.23%		69.77%

		4		ＮＳ事 コト		U113002200		ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ･ﾃﾞｨﾍ		1500136		H27 システム運用管理／保守業務		3		H27　システム運用管理／保守業務		7/31/15		NJNA1		ＮＡ１		730,000		730,000		730,000		512,522		217,478		29.79%		70.21%

		5		その他 タ		U106000300		長谷工ｱﾈｼｽ		1500025		①【NS】HASEKO/PC運用･技術支援業務		5		①【NS】長谷工/PC運用/技術支援業務		9/30/15		EBCS		ＣＳ課		582,000		582,000		582,000		407,249		174,751		30.03%		69.97%

		5		その他 タ		U113004600		日立ｼｽﾃﾑｽﾞﾊﾟﾜｰ		1500183		法人団体請求書類の審査業務および付随業務委託		0		法人団体請求書類の審査業務および付随業務委託		4/30/15		NJGPG		ＤＥ原		27,225,880		27,225,880		27,225,880		19,180,352		8,045,528		29.55%		70.45%

		5		その他 タ		U113004600		日立ｼｽﾃﾑｽﾞﾊﾟﾜｰ		1500183		法人団体請求書類の審査業務および付随業務委託		1		法人団体請求書類の審査業務および付随業務委託		5/29/15		NJGPG		ＤＥ原		23,222,470		23,222,470		23,222,470		16,232,137		6,990,333		30.10%		69.90%

		5		その他 タ		U113004600		日立ｼｽﾃﾑｽﾞﾊﾟﾜｰ		1500183		法人団体請求書類の審査業務および付随業務委託		3		法人団体請求書類の審査業務および付随業務委託		7/31/15		NJGPG		ＤＥ原		27,226,400		27,226,400		27,226,400		19,095,666		8,130,734		29.86%		70.14%

		1		ＥＳ事 コト		U095006601		日立国際小金井		1400606		HiKE 個別案件(2015)		8		HiKE 南港ポートタウン　呼制御CPU　仕様変更対応２		6/30/15		NJT22		Ｔ２２		960,000		960,000		960,000		666,400		293,600		30.58%		69.42%

		1		ＥＳ事 コト		U095007203		沖電気工業芝浦		1400595		OKI 指令台デジタル無線機能の開発(ソフト)		5		OKI 指令台デジタル無線機能の開発(ソフト) 6月		6/30/15		NJT22		Ｔ２２		528,125		528,125		528,125		362,907		165,218		31.28%		68.72%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500017		Ｈ２７年度保守業務に関する作業		1		Ｈ２７年度保守業務に関する作業		5/31/15		TBS1		東北S1		287,010		287,010		287,010		198,912		88,098		30.70%		69.31%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500225		Canon デバイスセキュリティー市場フォロー[2015]		2		Canon デバイスセキュリティー市場フォロー[2015] 6月		6/20/15		NJT22		Ｔ２２		35,700		35,700		35,700		24,455		11,245		31.50%		68.50%

		1		ＥＳ事 コト		U097001401		富士通(川崎)		1400569		MTC 同報系ARIB新規格		1		MTC 同報系ARIB新規格 SE支援4月		6/22/15		NJT22		Ｔ２２		950,000		950,000		950,000		658,617		291,383		30.67%		69.33%

		1		ＥＳ事 コト		U099004200		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸITS		1400539		PASITS 18MY JLR向けHUD開発		2		PASITS 18MY JLR向けHUD開発 2015 1Q		6/19/15		NJT22		Ｔ２２		15,040,000		15,040,000		15,040,000		10,341,676		4,698,324		31.24%		68.76%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095007200		沖電気工業		1400465		沖電気　消火器リサイクルWebシステム		A2		沖電気　消火器リサイクルWebシステム06月		6/15/15		NJJ31		Ｊ３１		550,000		550,000		550,000		380,222		169,778		30.87%		69.13%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500208		[NMSE]MM放送端末評価(H27上)		4		[NMSE]MM放送端末評価(H27上)( 8月)		8/31/15		NJT11		Ｔ１１		1,370,000		1,370,000		1,370,000		940,777		429,223		31.33%		68.67%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500266		[NMSE]2015上期SL推アプリ試験		5		[NMSE]2015上期SL推アプリ試験(電話帳)( 9月)		9/30/15		NJT11		Ｔ１１		582,500		582,500		582,500		400,000		182,500		31.33%		68.67%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1400355		[NMSE]LTE無線基地局Verup開発 負荷試験		12		[NMSE]LTE無線基地局15A Verup開発 負荷試験(8月)		8/20/15		NJT12		Ｔ１２		336,960		336,960		336,960		233,733		103,227		30.63%		69.37%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095014800		ﾃﾌﾟｺｼｽﾃﾑｽﾞ		1500181		Tepsys システム開発		1		ＲＤＧＷ運用ツール作成		6/30/15		SBSS1		佐原S1		909,000		909,000		909,000		625,164		283,836		31.23%		68.77%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500041		設備開発課　維持管理		0		設備開発課　維持管理		4/30/15		TBS2		東北S2		660,000		660,000		660,000		457,859		202,141		30.63%		69.37%

		2		ＩＣＴ事 コト		U096005700		ｿﾆｰ		1500260		SONY（GMEM）		0		SONY（GMEM）4月		4/20/15		NJT13		Ｔ１３		1,756,550		1,756,550		1,756,550		1,216,908		539,642		30.72%		69.28%

		2		ＩＣＴ事 コト		U096005700		ｿﾆｰ		1500372		SONY（新規商品ｿﾌﾄｳｪｱ開発ｻﾎﾟｰﾄ業務）		1		SONY（新規商品ｿﾌﾄｳｪｱ開発ｻﾎﾟｰﾄ業務）9月		9/30/15		NJT13		Ｔ１３		1,896,400		1,896,400		1,896,400		1,303,855		592,545		31.25%		68.75%

		2		ＩＣＴ事 コト		U103000200		ｼｬｰﾌﾟﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾋ		1500046		DL75/GP11D MTF/UM試験		0		DL75/GP11D MTF/UM試験		6/23/15		SBSS1		佐原S1		1,980,000		1,980,000		1,980,000		1,375,940		604,060		30.51%		69.49%

		2		ＩＣＴ事 コト		U104002000		ｿﾆｰｺﾝﾋﾟｭｰﾀｴﾝﾀﾃ		1500245		[SCE]PS Nowｸﾗｳﾄﾞｹﾞｰﾐﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽに関わるｿﾌﾄｳｪｱの開発		3		[SCE]PS Nowｸﾗｳﾄﾞｹﾞｰﾐﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽに関わる開発(8月)		8/25/15		NJT12		Ｔ１２		5,400,000		5,400,000		5,400,000		3,700,334		1,699,666		31.48%		68.52%

		2		ＩＣＴ事 コト		U106001900		NTTｺﾑｳｪｱ		1500090		業務支援ツールIE11対応		0		業務支援ツールIE11対応		9/30/15		TBS2		東北S2		289,200		289,200		289,200		199,859		89,341		30.89%		69.11%

		2		ＩＣＴ事 コト		U108001200		ﾄﾞｺﾓｼｽﾃﾑｽﾞ		1500181		[DS]ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ技術調査および開発作業支援（開発）		1		[DS]ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ技術調査および開発作業支援（開発） 5月		5/31/15		NJT12		Ｔ１２		736,400		736,400		736,400		507,797		228,603		31.04%		68.96%

		2		ＩＣＴ事 コト		U113003900		ｳｫﾙﾄ･ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ		1500380		WDJ（DM09_Widget）		2		WDJ（DM09_Widget 追加対応）		9/30/15		NJT13		Ｔ１３		270,000		270,000		270,000		186,219		83,781		31.03%		68.97%

		3		ＦＳ事 コト		U095010700		ちばぎんｺﾝﾋﾟｭｰ		1500010		CCS　介護保険　ソフトウェア開発		20		CCS　介護保険　ソフトウェア開発		9/30/15		SBCS2		千葉S2		1,240,000		1,240,000		1,240,000		860,000		380,000		30.65%		69.35%

		3		ＦＳ事 コト		U095010700		ちばぎんｺﾝﾋﾟｭｰ		1500013		CCS　障がい者システム対応		6		CCS　MCWEL障がい者V2データ移行作業		9/30/15		SBCS2		千葉S2		855,000		855,000		855,000		590,727		264,273		30.91%		69.09%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500035		【SJNKS･支援】自動車満期Ｇ　ＳＥ支援(2015年度）		4		【SJNKS･支援】自動車満期Ｇ　ＳＥ支援(2015年8月）		8/31/15		NJJ21		Ｊ２１		2,940,000		2,940,000		2,940,000		2,032,407		907,593		30.87%		69.13%

		3		ＦＳ事 コト		U095024300		ｽﾘｰｴﾑｼﾞｬﾊﾟﾝ		1500003		基幹システム維持改善		4		スリーエムジャパン　基幹システム維持改善(8月)		8/31/15		NJJ11		Ｊ１１		1,550,000		1,550,000		1,550,000		1,076,529		473,471		30.55%		69.45%

		3		ＦＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500018		キヤノン医療機器システム開発		0		キヤノン医療機器システム開発		5/20/15		SBCS2		千葉S2		1,339,950		1,339,950		1,339,950		926,765		413,185		30.84%		69.16%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1400320		保障設計支援機能の残課題改善要望（火災変更）		2		保障設計【火災／開発以降】		4/30/15		NJJ11		Ｊ１１		42,189,000		42,189,000		42,189,000		29,319,210		12,869,790		30.51%		69.49%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1500304		ＪＰ共済生協の全労済への事業統合		0		ＪＰ共済生協の全労済への事業統合		5/31/15		NJJ11		Ｊ１１		659,100		659,100		659,100		457,468		201,632		30.59%		69.41%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1500308		ＺＳ　2015年度上半期　業務支援		3		2015年度上半期業務支援(保守業務)（9月）		9/30/15		NJJ11		Ｊ１１		5,175,000		5,175,000		5,175,000		3,591,845		1,583,155		30.59%		69.41%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500120		H27　品質 セキュリティ監理室支援		0		H27　品質 セキュリティ監理室支援		6/30/15		NJNA1		ＮＡ１		4,740,000		4,740,000		4,740,000		3,280,863		1,459,137		30.78%		69.22%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500130		H27　羽田支店　サービスマネジメントチーム		1		H27　羽田支店　サービスマネジメントチーム		5/31/15		NJNA1		ＮＡ１		1,600,000		1,600,000		1,600,000		1,097,230		502,770		31.42%		68.58%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500131		H27　CAP運用SE （準委任）		1		H27　CAP運用SE （準委任）		9/30/15		NJNA1		ＮＡ１		11,850,000		11,850,000		11,850,000		8,169,540		3,680,460		31.06%		68.94%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500144		H27 CAPオペレーション業務		5		H27 CAPオペレーション業務		9/30/15		NJNA2		ＮＡ２		11,590,000		11,590,000		11,590,000		7,984,117		3,605,883		31.11%		68.89%

		4		ＮＳ事 コト		U095029400		KADOKAWA		1500027		ＫＡＤＯＫＡＷＡ　ＣＣＲ運用管理業務		3		ＫＡＤＯＫＡＷＡ　ＣＣＲ運用管理業務		7/31/15		NJN22		Ｎ２２		3,520,000		3,520,000		3,520,000		2,439,590		1,080,410		30.69%		69.31%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1500151		H27 ASY国際旅客系ｲﾝﾌﾗ保守・運用		2		H27 ASY国際旅客系ｲﾝﾌﾗ保守・運用		6/30/15		NJNA2		ＮＡ２		810,000		810,000		810,000		555,099		254,901		31.47%		68.53%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1500151		H27 ASY国際旅客系ｲﾝﾌﾗ保守・運用		3		H27 ASY国際旅客系ｲﾝﾌﾗ保守・運用		7/31/15		NJNA2		ＮＡ２		810,000		810,000		810,000		555,099		254,901		31.47%		68.53%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1500151		H27 ASY国際旅客系ｲﾝﾌﾗ保守・運用		4		H27 ASY国際旅客系ｲﾝﾌﾗ保守・運用		8/31/15		NJNA2		ＮＡ２		810,000		810,000		810,000		555,099		254,901		31.47%		68.53%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1500065		CTC(SI委託契約)MH_ｱﾌﾟﾘ仮想化基盤保守		1		CTC(SI委託契約)MH_ｱﾌﾟﾘ仮想化基盤保守		5/31/15		NJN21		Ｎ２１		2,952,000		2,952,000		2,952,000		2,042,071		909,929		30.82%		69.18%

		4		ＮＳ事 コト		U112001400		AIRDO		1500135		H27 AIRDO社内システム保守運用作業		5		H27　AIRDO社内システム保守運用作業		9/30/15		NJNA1		ＮＡ１		1,560,000		1,560,000		1,560,000		1,079,184		480,816		30.82%		69.18%

		4		ＮＳ事 コト		U113002200		ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ･ﾃﾞｨﾍ		1500136		H27 システム運用管理／保守業務		4		H27　システム運用管理／保守業務		8/31/15		NJNA1		ＮＡ１		698,080		698,080		698,080		480,038		218,042		31.23%		68.77%

		4		ＮＳ事 コト		U113002200		ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ･ﾃﾞｨﾍ		1500136		H27 システム運用管理／保守業務		5		H27　システム運用管理／保守業務		9/30/15		NJNA1		ＮＡ１		720,880		720,880		720,880		498,085		222,795		30.91%		69.09%

		5		その他 タ		U111000400		NHK出版		1500035		②【OS】NHK出版		0		②【OS】NHK出版/ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ(加藤)		4/30/15		EBCS		ＣＳ課		550,000		550,000		550,000		379,209		170,791		31.05%		68.95%

		5		その他 タ		U113004600		日立ｼｽﾃﾑｽﾞﾊﾟﾜｰ		1500183		法人団体請求書類の審査業務および付随業務委託		2		法人団体請求書類の審査業務および付随業務委託		6/30/15		NJGPG		ＤＥ原		27,148,070		27,148,070		27,148,070		18,867,207		8,280,863		30.50%		69.50%

		5		その他 タ		U113004600		日立ｼｽﾃﾑｽﾞﾊﾟﾜｰ		1500183		法人団体請求書類の審査業務および付随業務委託		5		法人団体請求書類の審査業務および付随業務委託		9/30/15		NJGPG		ＤＥ原		23,908,900		23,908,900		23,908,900		16,610,514		7,298,386		30.53%		69.47%

		1		ＥＳ事 コト		U095006803		日立製作 公共		1500041		気象庁SWII保守		4		気象庁SWII保守 8月		8/31/15		SBCS1		千葉S1		749,800		749,800		749,800		512,290		237,510		31.68%		68.32%

		1		ＥＳ事 コト		U095006803		日立製作 公共		1500042		T2Kカーネル		0		T2Kカーネル開発作業第１階層15上その１		7/31/15		SBCS1		千葉S1		11,048,400		11,048,400		11,048,400		7,502,359		3,546,041		32.10%		67.90%

		1		ＥＳ事 コト		U095007203		沖電気工業芝浦		1400595		OKI 指令台デジタル無線機能の開発(ソフト)		6		OKI 指令台デジタル無線機能の開発(ソフト) 6月-2		6/30/15		NJT22		Ｔ２２		665,625		665,625		665,625		455,835		209,790		31.52%		68.48%

		1		ＥＳ事 コト		U095007203		沖電気工業芝浦		1400595		OKI 指令台デジタル無線機能の開発(ソフト)		7		OKI 次期AVM端末・機能仕様書作成作業0616～0630		7/31/15		NJT22		Ｔ２２		781,250		781,250		781,250		534,090		247,160		31.64%		68.36%

		1		ＥＳ事 コト		U095026300		ﾌｸﾀﾞ電子		1400395		ＣＶＷ：次期DynaBase調査支援作業		12		ＣＶＷ：CVW-7000 利根中央病院画像連携１２誘導対応		9/17/15		NJT21		Ｔ２１		360,000		360,000		360,000		246,188		113,812		31.61%		68.39%

		1		ＥＳ事 コト		U095045000		ｳｪｻﾞｰﾆｭｰｽﾞ		1500066		WNI　Nx総研CC-Driver開発		0		WNI　Nx総研CC-Driver開発		6/9/15		SBCS1		千葉S1		2,741,250		2,741,250		2,741,250		1,859,394		881,856		32.17%		67.83%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500225		Canon デバイスセキュリティー市場フォロー[2015]		0		Canon デバイスセキュリティー市場フォロー[2015] 4月		4/20/15		NJT22		Ｔ２２		35,858		35,858		35,858		24,455		11,403		31.80%		68.20%

		1		ＥＳ事 コト		U114003800		ﾄﾖﾀ自動車		1500236		PF機種		0		PF機種[2015.05]		5/29/15		NJT23		Ｔ２３		4,688,000		4,688,000		4,688,000		3,205,007		1,482,993		31.63%		68.37%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095014800		ﾃﾌﾟｺｼｽﾃﾑｽﾞ		1500181		Tepsys システム開発		3		ワンタイムパスワード発行アプリの方式調査作業委託		7/31/15		SBSS1		佐原S1		895,500		895,500		895,500		608,558		286,942		32.04%		67.96%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500046		電力小売自由化対応　システム構築		1		電力小売自由化対応　システム構築		5/31/15		TBS2		東北S2		3,200,000		3,200,000		3,200,000		2,173,220		1,026,780		32.09%		67.91%

		2		ＩＣＴ事 コト		U103000200		ｼｬｰﾌﾟﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾋ		1500065		ソフトウェア開発業務		0		ソフトウェア開発業務		5/31/15		SBSS1		佐原S1		1,394,000		1,394,000		1,394,000		952,631		441,369		31.66%		68.34%

		2		ＩＣＴ事 コト		U104002000		ｿﾆｰｺﾝﾋﾟｭｰﾀｴﾝﾀﾃ		1500244		[SCE]PSPF機器における設定関連機能における開発業務		2		[SCE]PSPF機器における設定関連機能開発(7月)		7/25/15		NJT12		Ｔ１２		2,700,000		2,700,000		2,700,000		1,827,702		872,298		32.31%		67.69%

		2		ＩＣＴ事 コト		U110000100		NTTﾄﾞｺﾓ		1500253		[DCM]パノラマカメラSE支援		2		[DCM]パノラマカメラSE支援(6月)		6/30/15		NJT12		Ｔ１２		950,000		950,000		950,000		645,287		304,713		32.08%		67.92%

		2		ＩＣＴ事 コト		U110000100		NTTﾄﾞｺﾓ		1500318		[DCM]次世代CSｼｽﾃﾑ保守運営業務		1		[DCM]ｼｽﾃﾑ保守運営業務(8月)		8/31/15		NJT12		Ｔ１２		900,000		900,000		900,000		614,279		285,721		31.75%		68.25%

		2		ＩＣＴ事 コト		U112002200		ﾄﾞｺﾓ･ﾃｸﾉﾛｼﾞ		1500275		[DT]海外サービス検証・支援		5		[DT]海外サービス検証・支援(9月)		9/30/15		NJT12		Ｔ１２		810,000		810,000		810,000		549,961		260,039		32.10%		67.90%

		3		ＦＳ事 コト		U095001800		埼玉県		1500014		統合サーバー保守		4		統合サーバー保守		8/31/15		NJJ22		Ｊ２２		2,356,000		2,356,000		2,356,000		1,593,438		762,562		32.37%		67.63%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500043		【SJNKS･支援】品質管理Ｇ　ＳＥ支援(2015年度）		4		【SJNKS･支援】品質管理Ｇ　ＳＥ支援(2015年8月）		8/31/15		NJJ21		Ｊ２１		1,960,000		1,960,000		1,960,000		1,338,252		621,748		31.72%		68.28%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1400307		ＺＳ　ｼｽﾃﾑ21（ｵｰﾌﾟﾝ系）保守業務		11		ＺＳ　ｼｽﾃﾑ21（ｵｰﾌﾟﾝ系）保守業務(5月)		5/31/15		NJJ11		Ｊ１１		9,585,800		9,585,800		9,585,800		6,510,346		3,075,454		32.08%		67.92%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500139		H27 Indigo復旧支援作業		1		H27 Indigo復旧支援作業		9/30/15		NJNA2		ＮＡ２		11,850,000		11,850,000		11,850,000		8,001,491		3,848,509		32.48%		67.52%

		4		ＮＳ事 コト		U095029400		KADOKAWA		1500027		ＫＡＤＯＫＡＷＡ　ＣＣＲ運用管理業務		2		ＫＡＤＯＫＡＷＡ　ＣＣＲ運用管理業務		6/30/15		NJN22		Ｎ２２		3,520,000		3,520,000		3,520,000		2,384,258		1,135,742		32.27%		67.73%

		4		ＮＳ事 コト		U108003100		ｴﾑﾕｰﾌﾛﾝﾃｨｱ債権		1500025		基盤ﾁｰﾑのｼｽﾃﾑ導入・運用支援		4		基盤ﾁｰﾑのｼｽﾃﾑ導入・運用支援		8/31/15		NJN11		Ｎ１１		4,310,000		4,310,000		4,310,000		2,949,588		1,360,412		31.56%		68.44%

		4		ＮＳ事 コト		U110000100		NTTﾄﾞｺﾓ		1500097		（NTTﾄﾞｺﾓ H27）パノラマ		2		（NTTﾄﾞｺﾓ H27）パノラマ		6/30/15		NJN22		Ｎ２２		930,650		930,650		930,650		628,764		301,886		32.44%		67.56%

		4		ＮＳ事 コト		U113002200		ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ･ﾃﾞｨﾍ		1500136		H27 システム運用管理／保守業務		1		H27　システム運用管理／保守業務		5/31/15		NJNA1		ＮＡ１		675,280		675,280		675,280		461,992		213,288		31.59%		68.41%

		5		その他 タ		U097001600		ｼﾞｪｲｱｲ傷害火災		1500042		②【OS】JI傷害 ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ/NW運用（表･飯塚）		4		②【OS】ｼﾞｪｲｱｲ/ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ		7/31/15		EBCS		ＣＳ課		1,311,383		1,311,383		1,311,383		897,283		414,100		31.58%		68.42%

		5		その他 タ		U097001600		ｼﾞｪｲｱｲ傷害火災		1500042		②【OS】JI傷害 ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ/NW運用（表･飯塚）		5		②【OS】ｼﾞｪｲｱｲ/ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ		8/31/15		EBCS		ＣＳ課		1,335,386		1,335,386		1,335,386		906,630		428,756		32.11%		67.89%

		5		その他 タ		U113000300		ﾋﾞｰｴｽ･ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ		1500060		②【OS】Ｂ-キャスＳＥサポート業務		1		②【OS】B-ｷｬｽ/SE補助		5/31/15		EBCS		ＣＳ課		505,000		505,000		505,000		345,828		159,172		31.52%		68.48%

		1		ＥＳ事 コト		U095007203		沖電気工業芝浦		1400611		OKI 消防救急デジタル無線システム[2015]		1		OKI 消防救急デジタル無線システム[2015] 5月		5/29/15		NJT22		Ｔ２２		4,318,802		4,318,802		4,318,802		2,911,884		1,406,918		32.58%		67.42%

		1		ＥＳ事 コト		U095007203		沖電気工業芝浦		1400612		OKI デジタル無線設計サポート業務[2015]		4		OKI デジタル無線設計サポート業務[2015] 8月		8/31/15		NJT22		Ｔ２２		2,069,830		2,069,830		2,069,830		1,395,748		674,082		32.57%		67.43%

		1		ＥＳ事 コト		U095045000		ｳｪｻﾞｰﾆｭｰｽﾞ		1500067		WNI　どこトレ開発		2		WNI　どこトレ機能改修(行き先表示)		5/29/15		SBCS1		千葉S1		324,000		324,000		324,000		215,701		108,299		33.43%		66.57%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400573		ｾｷｭﾘﾃｨｿﾌﾄ商談・市場ﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ対応開発(2015年)		7		ｾｷｭﾘﾃｨｿﾌﾄ商談・市場ﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ対応開発(2015年)		9/20/15		NJT22		Ｔ２２		17,640		17,640		17,640		11,738		5,902		33.46%		66.54%

		2		ＩＣＴ事 コト		U096005700		ｿﾆｰ		1500179		SONY（GPSｿﾌﾄｳｪｱ）		2		SONY（GPSｿﾌﾄｳｪｱ）8月		8/31/15		NJT13		Ｔ１３		1,650,000		1,650,000		1,650,000		1,098,837		551,163		33.40%		66.60%

		2		ＩＣＴ事 コト		U096005700		ｿﾆｰ		1500179		SONY（GPSｿﾌﾄｳｪｱ）		5		SONY（GPSｿﾌﾄｳｪｱ）8月追加分		8/31/15		NJT13		Ｔ１３		2,200,000		2,200,000		2,200,000		1,480,024		719,976		32.73%		67.27%

		2		ＩＣＴ事 コト		U096005700		ｿﾆｰ		1500260		SONY（GMEM）		1		SONY（GMEM）5月		5/20/15		NJT13		Ｔ１３		2,350,725		2,350,725		2,350,725		1,566,412		784,313		33.36%		66.64%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1400596		[KC]KA4344 CAMERA_EntryHome		9		[KC]KA44 EntryHome機能(追加対応)		7/20/15		NJT11		Ｔ１１		507,000		507,000		507,000		341,725		165,275		32.60%		67.40%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1500283		[KC]KA43 Barometer		0		[KC]KA43 Barometerアプリ開発（設計/開発～評価）		7/20/15		NJT11		Ｔ１１		1,150,500		1,150,500		1,150,500		775,017		375,483		32.64%		67.36%

		2		ＩＣＴ事 コト		U103000200		ｼｬｰﾌﾟﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾋ		1500182		健康コックピットのソフトウェア開発		1		健康コックピットのソフトウェア開発STEP2に係るコー		8/17/15		SBSS1		佐原S1		2,241,000		2,241,000		2,241,000		1,500,743		740,257		33.03%		66.97%

		2		ＩＣＴ事 コト		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500028		ソフトウェア開発業務 岩城		0		ソフトウェア開発業務 岩城		4/30/15		SBSS1		佐原S1		907,187		907,187		907,187		611,155		296,032		32.63%		67.37%

		2		ＩＣＴ事 コト		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500028		ソフトウェア開発業務 岩城		1		ソフトウェア開発業務 岩城		5/31/15		SBSS1		佐原S1		667,187		667,187		667,187		447,421		219,766		32.94%		67.06%

		2		ＩＣＴ事 コト		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500028		ソフトウェア開発業務 岩城		2		ソフトウェア開発業務 岩城		6/30/15		SBSS1		佐原S1		1,035,937		1,035,937		1,035,937		696,086		339,851		32.81%		67.19%

		2		ＩＣＴ事 コト		U112000900		ｱｲ･ｴﾑ･ｼﾞｪｲ		1500291		IMJ LEONET開発		4		[IMJ]LEONETｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ ﾁｹｯﾄ購入掲載文言修正対応		7/31/15		NJT13		Ｔ１３		720,000		720,000		720,000		484,001		235,999		32.78%		67.22%

		2		ＩＣＴ事 コト		U113003900		ｳｫﾙﾄ･ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ		1500361		WDJ（InstallerApp）		0		WDJ（InstallerApp API変更対応）		9/30/15		NJT13		Ｔ１３		360,000		360,000		360,000		241,774		118,226		32.84%		67.16%

		3		ＦＳ事 コト		U095001800		埼玉県		1500014		統合サーバー保守		3		統合サーバー保守		7/31/15		NJJ22		Ｊ２２		2,356,000		2,356,000		2,356,000		1,570,256		785,744		33.35%		66.65%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500035		【SJNKS･支援】自動車満期Ｇ　ＳＥ支援(2015年度）		1		【SJNKS･支援】自動車満期Ｇ　ＳＥ支援(2015年5月）		5/31/15		NJJ21		Ｊ２１		2,940,000		2,940,000		2,940,000		1,959,594		980,406		33.35%		66.65%

		3		ＦＳ事 コト		U095020900		みずほ情報総研		1500188		みずほ情報総研（銀行系ｼｽﾃﾑ）		1		基盤更改ユーザー移行サポート（05月度）		5/31/15		NJJ32		Ｊ３２		900,000		900,000		900,000		604,091		295,909		32.88%		67.12%

		3		ＦＳ事 コト		U099000300		川越市		1500015		川越市（維持管理）		1		川越市（維持管理）		5/31/15		NJJ22		Ｊ２２		2,465,000		2,465,000		2,465,000		1,651,749		813,251		32.99%		67.01%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1500373		ゆうゆう共済事務支援システム　２０１５年度年次開発		0		２０１５年度年次開発（８月）		8/31/15		NJJ11		Ｊ１１		3,042,000		3,042,000		3,042,000		2,047,303		994,697		32.70%		67.30%

		3		ＦＳ事 コト		U106001900		NTTｺﾑｳｪｱ		1500068		Ａ生命様成長戦略（新契約ＰＴ）の委任		5		Ａ生命様成長戦略（新契約ＰＴ）９月の委任（ＮＩＤ）		9/30/15		NJJ12		Ｊ１２		2,900,000		2,900,000		2,900,000		1,940,053		959,947		33.10%		66.90%

		4		ＮＳ事 コト		U095029400		KADOKAWA		1500027		ＫＡＤＯＫＡＷＡ　ＣＣＲ運用管理業務		1		ＫＡＤＯＫＡＷＡ　ＣＣＲ運用管理業務		5/31/15		NJN22		Ｎ２２		3,520,000		3,520,000		3,520,000		2,358,532		1,161,468		33.00%		67.00%

		4		ＮＳ事 コト		U095033200		地方公共団体		1500053		（J-Lis H27）地方･交付税等運用管理		5		（J-Lis H27）地方･交付税等運用管理		9/30/15		NJN21		Ｎ２１		7,111,975		7,111,975		7,111,975		4,736,581		2,375,394		33.40%		66.60%

		4		ＮＳ事 コト		U108003100		ｴﾑﾕｰﾌﾛﾝﾃｨｱ債権		1500025		基盤ﾁｰﾑのｼｽﾃﾑ導入・運用支援		1		基盤ﾁｰﾑのｼｽﾃﾑ導入・運用支援		5/31/15		NJN11		Ｎ１１		4,310,000		4,310,000		4,310,000		2,899,891		1,410,109		32.72%		67.28%

		4		ＮＳ事 コト		U108003100		ｴﾑﾕｰﾌﾛﾝﾃｨｱ債権		1500025		基盤ﾁｰﾑのｼｽﾃﾑ導入・運用支援		5		基盤ﾁｰﾑのｼｽﾃﾑ導入・運用支援		9/30/15		NJN11		Ｎ１１		4,310,000		4,310,000		4,310,000		2,909,077		1,400,923		32.50%		67.50%

		4		ＮＳ事 コト		U110000100		NTTﾄﾞｺﾓ		1500097		（NTTﾄﾞｺﾓ H27）パノラマ		3		（NTTﾄﾞｺﾓ H27）パノラマ		7/31/15		NJN22		Ｎ２２		1,215,400		1,215,400		1,215,400		812,823		402,577		33.12%		66.88%

		5		その他 タ		U095008400		ｻﾝﾘｵ		1500110		②【OS】ｻﾝﾘｵ/棚卸ﾃﾞｰﾀ		0		②【OS】ｻﾝﾘｵ/棚卸ﾃﾞｰﾀ		4/30/15		EBCS		ＣＳ課		73,674		73,674		73,674		49,116		24,558		33.33%		66.67%

		5		その他 タ		U095009802		全日本空輸DFDR		1500027		③【NS】ANA/DFDRｼｽﾃﾑ運用管理		0		③【NS】ANA/DFDRｼｽﾃﾑ運用業務		4/30/15		EBCS		ＣＳ課		2,300,000		2,300,000		2,300,000		1,542,205		757,795		32.95%		67.05%

		5		その他 タ		U097001600		ｼﾞｪｲｱｲ傷害火災		1500042		②【OS】JI傷害 ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ/NW運用（表･飯塚）		3		②【OS】ｼﾞｪｲｱｲ/ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ		6/30/15		EBCS		ＣＳ課		1,451,224		1,451,224		1,451,224		972,057		479,167		33.02%		66.98%

		5		その他 タ		U097001600		ｼﾞｪｲｱｲ傷害火災		1500042		②【OS】JI傷害 ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ/NW運用（表･飯塚）		6		②【OS】ｼﾞｪｲｱｲ/ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ		9/30/15		EBCS		ＣＳ課		1,301,211		1,301,211		1,301,211		873,249		427,962		32.89%		67.11%

		1		ＥＳ事 コト		U095006803		日立製作 公共		1500212		突風等短時間予測システム開発		0		突風等短時間予測システム 提案書作成支援		7/31/15		SBCS1		千葉S1		1,795,200		1,795,200		1,795,200		1,186,357		608,843		33.92%		66.08%

		1		ＥＳ事 コト		U095026300		ﾌｸﾀﾞ電子		1500002		ＣＶＷ：自動画像連携開発		1		ＣＶＷ：会津中央病院　画像連携機能長時間画面追加		5/20/15		NJT21		Ｔ２１		200,000		200,000		200,000		131,850		68,150		34.08%		65.92%

		1		ＥＳ事 コト		U095026300		ﾌｸﾀﾞ電子		1500296		ＭＩＲ：MyExport機能追加・改修支援		2		ＭＩＲ：SP200 ME機器ドライバ開発		9/18/15		NJT21		Ｔ２１		631,000		631,000		631,000		417,609		213,391		33.82%		66.18%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500225		Canon デバイスセキュリティー市場フォロー[2015]		3		Canon デバイスセキュリティー市場フォロー[2015] 7月		7/20/15		NJT22		Ｔ２２		35,700		35,700		35,700		23,476		12,224		34.24%		65.76%

		1		ＥＳ事 コト		U098003100		ｱｽﾞﾋﾞﾙﾋﾞﾙｼｽﾃﾑｶ		1500175		Ａ：クラウドEMS開発		0		Ａ：クラウドEM V1.1エキスパート機能		6/23/15		NJT21		Ｔ２１		5,220,000		5,220,000		5,220,000		3,460,994		1,759,006		33.70%		66.30%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095005600		森永乳業		1500165		森永乳業　損益運用業務支援2		1		森永乳業　損益運用業務支援2(05月)		5/31/15		NJJ31		Ｊ３１		853,004		853,004		853,004		560,717		292,287		34.27%		65.73%

		2		ＩＣＴ事 コト		U097001401		富士通(川崎)		1500255		[MTC]高密度BDE FLIｶｰﾄﾞCPRIﾌｧｰﾑ設計		4		[MTC]高密度BDE TRXINF品質強化(8月)		9/30/15		NJT12		Ｔ１２		1,600,000		1,600,000		1,600,000		1,053,801		546,199		34.14%		65.86%

		2		ＩＣＴ事 コト		U103000200		ｼｬｰﾌﾟﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾋ		1500063		AQUOSサーバー開発		1		チャンネルセンスサーバCS関連データ提供機能の開発等		9/15/15		SBSS1		佐原S1		2,988,000		2,988,000		2,988,000		1,978,512		1,009,488		33.78%		66.22%

		2		ＩＣＴ事 コト		U108001200		ﾄﾞｺﾓｼｽﾃﾑｽﾞ		1500181		[DS]ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ技術調査および開発作業支援（開発）		2		[DS]ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ技術調査および開発作業支援（開発） 6月		6/30/15		NJT12		Ｔ１２		848,400		848,400		848,400		560,960		287,440		33.88%		66.12%

		2		ＩＣＴ事 コト		U110000100		NTTﾄﾞｺﾓ		1500318		[DCM]次世代CSｼｽﾃﾑ保守運営業務		2		[DCM]次世代CSｼｽﾃﾑ保守運営業務(9月)		9/30/15		NJT12		Ｔ１２		900,000		900,000		900,000		590,979		309,021		34.34%		65.66%

		2		ＩＣＴ事 コト		U112000900		ｱｲ･ｴﾑ･ｼﾞｪｲ		1500271		IMJ LEONET運用		3		IMJ LEONET運用 7月		7/31/15		NJT13		Ｔ１３		300,000		300,000		300,000		199,111		100,889		33.63%		66.37%

		2		ＩＣＴ事 コト		U113003900		ｳｫﾙﾄ･ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ		1400538		WDJ（ｱﾌﾟﾘ/ｳｨｼﾞｪｯﾄ開発）		5		WDJ（Home & Lock Apps _Home 追加対応2）		6/26/15		NJT13		Ｔ１３		10,630,000		10,630,000		10,630,000		7,013,971		3,616,029		34.02%		65.98%

		3		ＦＳ事 コト		U095010700		ちばぎんｺﾝﾋﾟｭｰ		1500013		CCS　障がい者システム対応		7		CCS　MCWEL障がい者V1V2切替①		9/30/15		SBCS2		千葉S2		3,800,000		3,800,000		3,800,000		2,508,910		1,291,090		33.98%		66.02%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500036		【SJNKS･支援】契管第１Ｇ　ＳＥ支援(2015年度）		4		【SJNKS･支援】契管第１Ｇ　ＳＥ支援(2015年8月）		8/31/15		NJJ21		Ｊ２１		3,920,000		3,920,000		3,920,000		2,593,152		1,326,848		33.85%		66.15%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1500075		C-ITS Bestway		4		C-ITS Bestway 08月		8/31/15		SBSS2		佐原S2		730,000		730,000		730,000		479,504		250,496		34.31%		65.69%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1500326		＜保障設計支援＞機能強化・改善課題対応		0		＜保障設計支援＞機能強化・改善課題対応フェーズ１		8/31/15		NJJ11		Ｊ１１		2,558,400		2,558,400		2,558,400		1,692,954		865,446		33.83%		66.17%

		4		ＮＳ事 コト		U095029400		KADOKAWA		1500027		ＫＡＤＯＫＡＷＡ　ＣＣＲ運用管理業務		0		ＫＡＤＯＫＡＷＡ　ＣＣＲ運用管理業務		4/30/15		NJN22		Ｎ２２		3,520,000		3,520,000		3,520,000		2,311,004		1,208,996		34.35%		65.65%

		4		ＮＳ事 コト		U096000800		日本HP		1500150		H27 ASY OMC業務作業支援		0		H27 ASY OMC業務作業支援		5/20/15		NJNA2		ＮＡ２		7,806,200		7,806,200		7,806,200		5,173,390		2,632,810		33.73%		66.27%

		4		ＮＳ事 コト		U108003100		ｴﾑﾕｰﾌﾛﾝﾃｨｱ債権		1500025		基盤ﾁｰﾑのｼｽﾃﾑ導入・運用支援		3		基盤ﾁｰﾑのｼｽﾃﾑ導入・運用支援		7/31/15		NJN11		Ｎ１１		4,310,000		4,310,000		4,310,000		2,853,898		1,456,102		33.78%		66.22%

		1		ＥＳ事 コト		U095006803		日立製作 公共		1500041		気象庁SWII保守		5		気象庁SWII保守 9月		9/29/15		SBCS1		千葉S1		749,800		749,800		749,800		485,328		264,472		35.27%		64.73%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400349		複合機セキュリティソフト開発[2014]		2		Canon セキュリティソフト開発(2014.12)		9/18/15		NJT22		Ｔ２２		27,999,000		27,999,000		27,999,000		18,142,301		9,856,699		35.20%		64.80%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400565		Canon PIPIT COPY 市場フォロー2014-2015		4		Canon PIPIT COPY 市場フォロー[2015] 9月		9/20/15		NJT22		Ｔ２２		439,740		439,740		439,740		287,587		152,153		34.60%		65.40%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400617		Canon PIPIT COPY 市場ﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ 2015-2016		3		Canon PIPIT COPY 市場ﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ 2015-2016 6月		6/20/15		NJT22		Ｔ２２		366,660		366,660		366,660		237,699		128,961		35.17%		64.83%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400622		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ開発(松坂)[2015]		0		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ開発(松坂)[2015] 4月		4/20/15		NJT22		Ｔ２２		963,463		963,463		963,463		627,662		335,801		34.85%		65.15%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400622		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ開発(松坂)[2015]		1		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ開発(松坂)[2015] 5月		5/20/15		NJT22		Ｔ２２		925,650		925,650		925,650		598,650		327,000		35.33%		64.67%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400622		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ開発(松坂)[2015]		2		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ開発(松坂)[2015] 6月		6/20/15		NJT22		Ｔ２２		966,488		966,488		966,488		625,062		341,426		35.33%		64.67%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400622		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ開発(松坂)[2015]		3		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ開発(松坂)[2015] 7月		7/20/15		NJT22		Ｔ２２		899,938		899,938		899,938		582,021		317,917		35.33%		64.67%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400622		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ開発(松坂)[2015]		4		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ開発(松坂)[2015] 8月		8/20/15		NJT22		Ｔ２２		810,700		810,700		810,700		524,308		286,392		35.33%		64.67%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400622		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ開発(松坂)[2015]		5		Canon ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ開発(松坂)[2015] 9月		9/20/15		NJT22		Ｔ２２		934,725		934,725		934,725		604,520		330,205		35.33%		64.67%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500225		Canon デバイスセキュリティー市場フォロー[2015]		4		Canon デバイスセキュリティー市場フォロー[2015] 8月		8/20/15		NJT22		Ｔ２２		69,720		69,720		69,720		44,997		24,723		35.46%		64.54%

		1		ＥＳ事 コト		U099004200		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸITS		1400637		PASITS 地図開発/検証[2015]		2		PASITS 2015年市販地図開発 2Q-2		9/18/15		NJT22		Ｔ２２		2,000,000		2,000,000		2,000,000		1,304,915		695,085		34.75%		65.25%

		1		ＥＳ事 コト		U099004200		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸITS		1500338		PASITS Alfa Romeo HUD開発		1		PASITS Alfa Romeo HUD開発 9月		9/18/15		NJT22		Ｔ２２		3,200,000		3,200,000		3,200,000		2,079,667		1,120,333		35.01%		64.99%

		1		ＥＳ事 コト		U104002700		扇屋商事		1500015		平成２７年度　営業日報システム保守		2		平成２７年度　営業日報システム保守		6/30/15		TBS1		東北S1		105,800		105,800		105,800		68,908		36,892		34.87%		65.13%

		1		ＥＳ事 コト		U114003800		ﾄﾖﾀ自動車		1400581		MBD開発プロセス整備[2015]		2		MBD整備[2015.05]		5/29/15		NJT23		Ｔ２３		2,430,000		2,430,000		2,430,000		1,585,585		844,415		34.75%		65.25%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095007200		沖電気工業		1400465		沖電気　消火器リサイクルWebシステム		A1		沖電気　消火器リサイクルWebシステム05月末		5/31/15		NJJ31		Ｊ３１		500,000		500,000		500,000		324,042		175,958		35.19%		64.81%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500294		[NMSE]LTE Verup開発		1		[NMSE]LTE Verup開発 2015年度 ※15B（5月）		5/20/15		NJT12		Ｔ１２		375,000		375,000		375,000		244,732		130,268		34.74%		65.26%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095014800		ﾃﾌﾟｺｼｽﾃﾑｽﾞ		1500181		Tepsys システム開発		2		ワンタイムパスワード発行アプリの方式調査作業委託		6/30/15		SBSS1		佐原S1		895,500		895,500		895,500		581,610		313,890		35.05%		64.95%

		2		ＩＣＴ事 コト		U096005700		ｿﾆｰ		1500178		SONY（NFC）		7		[SONY]新規デバイス向け/ドライバ開発 8月		8/30/15		NJT13		Ｔ１３		1,700,000		1,700,000		1,700,000		1,101,466		598,534		35.21%		64.79%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1500284		[KC]KA4466 DLNA		1		[KC]KA66 DLNA開発(キャリア品確実施)		6/30/15		NJT11		Ｔ１１		117,000		117,000		117,000		75,519		41,481		35.45%		64.55%

		2		ＩＣＴ事 コト		U104002000		ｿﾆｰｺﾝﾋﾟｭｰﾀｴﾝﾀﾃ		1500244		[SCE]PSPF機器における設定関連機能における開発業務		3		[SCE]PSPF機器における設定関連機能開発(8月)		8/25/15		NJT12		Ｔ１２		2,700,000		2,700,000		2,700,000		1,747,958		952,042		35.26%		64.74%

		2		ＩＣＴ事 コト		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500026		ソフトウェア開発業務 稲富		0		ソフトウェア開発業務 稲富		4/30/15		SBSS1		佐原S1		987,525		987,525		987,525		639,173		348,352		35.28%		64.72%

		2		ＩＣＴ事 コト		U112002200		ﾄﾞｺﾓ･ﾃｸﾉﾛｼﾞ		1500275		[DT]海外サービス検証・支援		4		[DT]海外サービス検証・支援(8月)		8/31/15		NJT12		Ｔ１２		810,000		810,000		810,000		522,463		287,537		35.50%		64.50%

		3		ＦＳ事 コト		U095001800		埼玉県		1400415		小中学校保守		1		小中学校保守		8/31/15		NJJ22		Ｊ２２		2,133,400		2,133,400		2,133,400		1,392,878		740,522		34.71%		65.29%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500043		【SJNKS･支援】品質管理Ｇ　ＳＥ支援(2015年度）		1		【SJNKS･支援】品質管理Ｇ　ＳＥ支援(2015年5月）		5/31/15		NJJ21		Ｊ２１		1,960,000		1,960,000		1,960,000		1,277,246		682,754		34.83%		65.17%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500043		【SJNKS･支援】品質管理Ｇ　ＳＥ支援(2015年度）		5		【SJNKS･支援】品質管理Ｇ　ＳＥ支援(2015年9月）		9/30/15		NJJ21		Ｊ２１		1,960,000		1,960,000		1,960,000		1,275,278		684,722		34.93%		65.07%

		3		ＦＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500018		キヤノン医療機器システム開発		3		キヤノン医療機器システム開発		8/20/15		SBCS2		千葉S2		1,452,100		1,452,100		1,452,100		944,127		507,973		34.98%		65.02%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1500307		ＺＳ　ｼｽﾃﾑ21（ｵｰﾌﾟﾝ系）保守業務		1		ｼｽﾃﾑ21（ｵｰﾌﾟﾝ系）保守業務(7月)		7/31/15		NJJ11		Ｊ１１		9,003,600		9,003,600		9,003,600		5,811,060		3,192,540		35.46%		64.54%

		3		ＦＳ事 コト		U106001900		NTTｺﾑｳｪｱ		1500068		Ａ生命様成長戦略（新契約ＰＴ）の委任		0		Ａ生命様成長戦略（新契約ＰＴ）４月の委任（ＮＩＤ）		4/30/15		NJJ12		Ｊ１２		2,000,000		2,000,000		2,000,000		1,298,998		701,002		35.05%		64.95%

		3		ＦＳ事 コト		U106001900		NTTｺﾑｳｪｱ		1500231		かんぽ生命		0		かんぽ生命		4/30/15		NJJ22		Ｊ２２		3,480,000		3,480,000		3,480,000		2,253,561		1,226,439		35.24%		64.76%

		4		ＮＳ事 コト		U095006805		日立製作情ｼ部		1500030		社保庁維持管理作業		1		社保庁維持管理作業		5/31/15		NJN11		Ｎ１１		1,625,000		1,625,000		1,625,000		1,058,271		566,729		34.88%		65.12%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500115		H27　ASYNETインフラ運用業務（派遣）		1		H27　ASYNETインフラ運用業務（派遣）		5/31/15		NJNA1		ＮＡ１		1,580,000		1,580,000		1,580,000		1,021,435		558,565		35.35%		64.65%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500115		H27　ASYNETインフラ運用業務（派遣）		4		H27　ASYNETインフラ運用業務（派遣）		8/31/15		NJNA1		ＮＡ１		1,590,747		1,590,747		1,590,747		1,032,263		558,484		35.11%		64.89%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500139		H27 Indigo復旧支援作業		0		H27 Indigo復旧支援作業		6/30/15		NJNA2		ＮＡ２		11,850,000		11,850,000		11,850,000		7,705,682		4,144,318		34.97%		65.03%

		4		ＮＳ事 コト		U095023300		三井ﾎｰﾑ		1500195		ｼｽﾃﾑ管理ｾﾝﾀｰ ｽﾎﾟｯﾄ案件		0		平成27年4月度組織改正人事異動作業		4/1/15		NJN11		Ｎ１１		195,160		195,160		195,160		126,125		69,035		35.37%		64.63%

		4		ＮＳ事 コト		U095029400		KADOKAWA		1500027		ＫＡＤＯＫＡＷＡ　ＣＣＲ運用管理業務		4		ＫＡＤＯＫＡＷＡ　ＣＣＲ運用管理業務		8/31/15		NJN22		Ｎ２２		3,520,000		3,520,000		3,520,000		2,279,222		1,240,778		35.25%		64.75%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1500151		H27 ASY国際旅客系ｲﾝﾌﾗ保守・運用		1		H27 ASY国際旅客系ｲﾝﾌﾗ保守・運用		5/31/15		NJNA2		ＮＡ２		810,000		810,000		810,000		525,883		284,117		35.08%		64.92%

		4		ＮＳ事 コト		U097003000		ｱﾒﾘｶﾝﾎｰﾑ医療		1500084		ｱﾒﾎ)お客様情報管理室支援業務		4		ｱﾒﾎ)お客様情報管理室支援業務		8/31/15		NJN22		Ｎ２２		1,247,601		1,247,601		1,247,601		808,625		438,976		35.19%		64.81%

		5		その他 タ		U095033200		地方公共団体		1500048		②【OS】地方自治（梅木･山口・林田）		5		②【OS】地方自冶/OA業務		9/30/15		EBCS		ＣＳ課		1,579,818		1,579,818		1,579,818		1,029,472		550,346		34.84%		65.16%

		5		その他 タ		U097001600		ｼﾞｪｲｱｲ傷害火災		1500042		②【OS】JI傷害 ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ/NW運用（表･飯塚）		2		②【OS】ｼﾞｪｲｱｲ/ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ		5/31/15		EBCS		ＣＳ課		1,433,766		1,433,766		1,433,766		934,670		499,096		34.81%		65.19%

		1		ＥＳ事 コト		U095007203		沖電気工業芝浦		1400611		OKI 消防救急デジタル無線システム[2015]		4		OKI 消防救急デジタル無線システム[2015] 8月		8/31/15		NJT22		Ｔ２２		3,972,077		3,972,077		3,972,077		2,531,398		1,440,679		36.27%		63.73%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400565		Canon PIPIT COPY 市場フォロー2014-2015		3		Canon PIPIT COPY 市場フォロー[2015] 8月		8/20/15		NJT22		Ｔ２２		51,660		51,660		51,660		33,258		18,402		35.62%		64.38%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400573		ｾｷｭﾘﾃｨｿﾌﾄ商談・市場ﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ対応開発(2015年)		6		ｾｷｭﾘﾃｨｿﾌﾄ商談・市場ﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ対応開発(2015年)		8/20/15		NJT22		Ｔ２２		47,670		47,670		47,670		30,324		17,346		36.39%		63.61%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095007200		沖電気工業		1400465		沖電気　消火器リサイクルWebシステム		A0		沖電気　消火器リサイクルWebシステム05月		5/14/15		NJJ31		Ｊ３１		1,937,500		1,937,500		1,937,500		1,244,783		692,717		35.75%		64.25%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500041		設備開発課　維持管理		1		設備開発課　維持管理		5/31/15		TBS2		東北S2		660,000		660,000		660,000		421,521		238,479		36.13%		63.87%

		2		ＩＣＴ事 コト		U103000200		ｼｬｰﾌﾟﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾋ		1400179		地デジ機能ポーティング開発		16		Rugby 地デジ機能商品化対応		4/30/15		SBSS1		佐原S1		978,600		978,600		978,600		626,039		352,561		36.03%		63.97%

		2		ＩＣＴ事 コト		U103000200		ｼｬｰﾌﾟﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾋ		1500022		DTV開発		8		【15下共通】HDCP/SCS/DTV機能開発評価		9/18/15		SBSS1		佐原S1		2,369,800		2,369,800		2,369,800		1,523,509		846,291		35.71%		64.29%

		2		ＩＣＴ事 コト		U104002000		ｿﾆｰｺﾝﾋﾟｭｰﾀｴﾝﾀﾃ		1500245		[SCE]PS Nowｸﾗｳﾄﾞｹﾞｰﾐﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽに関わるｿﾌﾄｳｪｱの開発		2		[SCE]PS Nowｸﾗｳﾄﾞｹﾞｰﾐﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽに関わる開発(7月)		7/25/15		NJT12		Ｔ１２		5,400,000		5,400,000		5,400,000		3,451,935		1,948,065		36.08%		63.92%

		2		ＩＣＴ事 コト		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500026		ソフトウェア開発業務 稲富		1		ソフトウェア開発業務 稲富		5/31/15		SBSS1		佐原S1		868,725		868,725		868,725		557,744		310,981		35.80%		64.20%

		2		ＩＣＴ事 コト		U110000100		NTTﾄﾞｺﾓ		1500253		[DCM]パノラマカメラSE支援		0		[DCM]パノラマカメラSE支援(4月)		4/30/15		NJT12		Ｔ１２		950,000		950,000		950,000		604,957		345,043		36.32%		63.68%

		2		ＩＣＴ事 コト		U112002200		ﾄﾞｺﾓ･ﾃｸﾉﾛｼﾞ		1500275		[DT]海外サービス検証・支援		1		[DT]海外サービス検証・支援(5月)		5/31/15		NJT12		Ｔ１２		810,000		810,000		810,000		515,130		294,870		36.40%		63.60%

		2		ＩＣＴ事 コト		U112002200		ﾄﾞｺﾓ･ﾃｸﾉﾛｼﾞ		1500275		[DT]海外サービス検証・支援		2		[DT]海外サービス検証・支援(6月)		6/30/15		NJT12		Ｔ１２		810,000		810,000		810,000		518,796		291,204		35.95%		64.05%

		3		ＦＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500018		キヤノン医療機器システム開発		1		キヤノン医療機器システム開発		6/20/15		SBCS2		千葉S2		1,735,075		1,735,075		1,735,075		1,118,567		616,508		35.53%		64.47%

		3		ＦＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500018		キヤノン医療機器システム開発		2		キヤノン医療機器システム開発		7/20/15		SBCS2		千葉S2		1,474,700		1,474,700		1,474,700		938,340		536,360		36.37%		63.63%

		3		ＦＳ事 コト		U099000300		川越市		1500015		川越市（維持管理）		4		川越市（維持管理）		8/31/15		NJJ22		Ｊ２２		2,465,000		2,465,000		2,465,000		1,574,474		890,526		36.13%		63.87%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1400308		ＺＳ　2014年度上半期業務支援		11		2014年度下半期業務支援(保守業務)（5月）		5/31/15		NJJ11		Ｊ１１		4,330,000		4,330,000		4,330,000		2,755,130		1,574,870		36.37%		63.63%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500115		H27　ASYNETインフラ運用業務（派遣）		5		H27　ASYNETインフラ運用業務（派遣）		9/30/15		NJNA1		ＮＡ１		1,591,894		1,591,894		1,591,894		1,014,216		577,678		36.29%		63.71%

		4		ＮＳ事 コト		U095020900		みずほ情報総研		1500028		回線事業展開支援		4		回線事業展開作業に関わる付帯業務２０１３年		8/31/15		NJN22		Ｎ２２		1,400,000		1,400,000		1,400,000		899,135		500,865		35.78%		64.22%

		4		ＮＳ事 コト		U095029400		KADOKAWA		1500026		ＫＡＤＯＫＡＷＡシステム部支援業務		3		ＫＡＤＯＫＡＷＡシステム部支援業務		7/31/15		NJN22		Ｎ２２		1,625,000		1,625,000		1,625,000		1,040,921		584,079		35.94%		64.06%

		4		ＮＳ事 コト		U110000100		NTTﾄﾞｺﾓ		1500097		（NTTﾄﾞｺﾓ H27）パノラマ		4		（NTTﾄﾞｺﾓ H27）パノラマ		8/31/15		NJN22		Ｎ２２		1,183,500		1,183,500		1,183,500		755,749		427,751		36.14%		63.86%

		5		その他 タ		U095009802		全日本空輸DFDR		1500027		③【NS】ANA/DFDRｼｽﾃﾑ運用管理		4		③【NS】ANA/DFDRｼｽﾃﾑ運用業務		8/31/15		EBCS		ＣＳ課		2,300,000		2,300,000		2,300,000		1,472,773		827,227		35.97%		64.03%

		5		その他 タ		U095033200		地方公共団体		1500048		②【OS】地方自治（梅木･山口・林田）		1		②【OS】地方自冶/OA業務		5/31/15		EBCS		ＣＳ課		1,650,000		1,650,000		1,650,000		1,048,833		601,167		36.43%		63.57%

		5		その他 タ		U106000500		NSSLCｻｰﾋﾞｽ		1500127		①【NS】NSSLC/内線電話基盤構築及び運用		1		①【NS】NSSLC/内線電話基盤構築及び運用(2015/09)		9/30/15		EBCS		ＣＳ課		580,000		580,000		580,000		373,868		206,132		35.54%		64.46%

		5		その他 タ		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500080		①【SS】VA/ｿﾌﾄｳェｱ開発業務 (安部)		1		①【SS】VA/ｿﾌﾄｳェｱ開発業務 (安部)		5/31/15		EBCS		ＣＳ課		846,500		846,500		846,500		540,773		305,727		36.12%		63.88%

		5		その他 タ		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500080		①【SS】VA/ｿﾌﾄｳェｱ開発業務 (安部)		3		①【SS】VA/ｿﾌﾄｳェｱ開発業務 (安部)		8/31/15		EBCS		ＣＳ課		702,500		702,500		702,500		451,312		251,188		35.76%		64.24%

		5		その他 タ		U115001400		土地改良区保守		1500204		保守　土地改良区		1		保守　土地改良区　07月～09月		9/30/15		SB01G		ISPR原		3,759,409		3,759,409		3,759,409		2,399,199		1,360,210		36.18%		63.82%

		1		ＥＳ事 コト		U095006803		日立製作 公共		1500042		T2Kカーネル		1		T2Kカーネル開発作業第１階層15上その２		8/31/15		SBCS1		千葉S1		6,745,200		6,745,200		6,745,200		4,275,266		2,469,934		36.62%		63.38%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400573		ｾｷｭﾘﾃｨｿﾌﾄ商談・市場ﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ対応開発(2015年)		2		ｾｷｭﾘﾃｨｿﾌﾄ商談・市場ﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ対応開発(2015年)		4/20/15		NJT22		Ｔ２２		1,058,400		1,058,400		1,058,400		662,471		395,929		37.41%		62.59%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400573		ｾｷｭﾘﾃｨｿﾌﾄ商談・市場ﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ対応開発(2015年)		3		ｾｷｭﾘﾃｨｿﾌﾄ商談・市場ﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ対応開発(2015年)		5/20/15		NJT22		Ｔ２２		425,040		425,040		425,040		269,001		156,039		36.71%		63.29%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400573		ｾｷｭﾘﾃｨｿﾌﾄ商談・市場ﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ対応開発(2015年)		4		ｾｷｭﾘﾃｨｿﾌﾄ商談・市場ﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ対応開発(2015年)		6/20/15		NJT22		Ｔ２２		627,743		627,743		627,743		395,188		232,555		37.05%		62.95%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400617		Canon PIPIT COPY 市場ﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ 2015-2016		2		Canon PIPIT COPY 市場ﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ 2015-2016 5月		5/20/15		NJT22		Ｔ２２		28,140		28,140		28,140		17,607		10,533		37.43%		62.57%

		1		ＥＳ事 コト		U113004600		日立ｼｽﾃﾑｽﾞﾊﾟﾜｰ		1500047		東火力事業所ＯＡシステム運用保守業務委託		5		東火力事業所ＯＡシステム運用保守業務委託 9月		9/30/15		SBCS1		千葉S1		723,000		723,000		723,000		454,995		268,005		37.07%		62.93%

		1		ＥＳ事 コト		U114003800		ﾄﾖﾀ自動車		1400581		MBD開発プロセス整備[2015]		5		MBD整備[2015.08]		8/31/15		NJT23		Ｔ２３		2,430,000		2,430,000		2,430,000		1,541,428		888,572		36.57%		63.43%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500263		[NMSE]カラダのキモチアプリ評価		5		[NMSE]カラダのキモチアプリ評価( 9月)		9/30/15		NJT11		Ｔ１１		299,300		299,300		299,300		188,798		110,502		36.92%		63.08%

		2		ＩＣＴ事 コト		U097001401		富士通(川崎)		1500255		[MTC]高密度BDE FLIｶｰﾄﾞCPRIﾌｧｰﾑ設計		1		[MTC]高密度BDE FLIｶｰﾄﾞCPRIﾌｧｰﾑ設計(5月)		6/30/15		NJT12		Ｔ１２		6,250,000		6,250,000		6,250,000		3,906,850		2,343,150		37.49%		62.51%

		2		ＩＣＴ事 コト		U103000200		ｼｬｰﾌﾟﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾋ		1500022		DTV開発		2		【15上共通】HDCP/SCS/DTV機能開発評価		6/19/15		SBSS1		佐原S1		697,000		697,000		697,000		439,541		257,459		36.94%		63.06%

		2		ＩＣＴ事 コト		U103000200		ｼｬｰﾌﾟﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾋ		1500022		DTV開発		5		【DL50/DL60/AS99 OSV】DTV/SCS機能開発評価(2015年6-		9/18/15		SBSS1		佐原S1		906,100		906,100		906,100		575,256		330,844		36.51%		63.49%

		2		ＩＣＴ事 コト		U104002000		ｿﾆｰｺﾝﾋﾟｭｰﾀｴﾝﾀﾃ		1400119		[SCE]PSPF次世代サービスSW開発		11		[SCE]PS Nowｸﾗｳﾄﾞｹﾞｰﾐﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽに関わるSWの開発(4月)		4/25/15		NJT12		Ｔ１２		5,400,000		5,400,000		5,400,000		3,402,219		1,997,781		37.00%		63.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U104002000		ｿﾆｰｺﾝﾋﾟｭｰﾀｴﾝﾀﾃ		1500245		[SCE]PS Nowｸﾗｳﾄﾞｹﾞｰﾐﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽに関わるｿﾌﾄｳｪｱの開発		0		[SCE]PS Nowｸﾗｳﾄﾞｹﾞｰﾐﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽに関わる開発(5月)		5/25/15		NJT12		Ｔ１２		5,400,000		5,400,000		5,400,000		3,427,513		1,972,487		36.53%		63.47%

		2		ＩＣＴ事 コト		U104002000		ｿﾆｰｺﾝﾋﾟｭｰﾀｴﾝﾀﾃ		1500245		[SCE]PS Nowｸﾗｳﾄﾞｹﾞｰﾐﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽに関わるｿﾌﾄｳｪｱの開発		4		[SCE]PS Nowｸﾗｳﾄﾞｹﾞｰﾐﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽに関わる開発(9月)		9/25/15		NJT12		Ｔ１２		5,400,000		5,400,000		5,400,000		3,418,938		1,981,062		36.69%		63.31%

		2		ＩＣＴ事 コト		U104002000		ｿﾆｰｺﾝﾋﾟｭｰﾀｴﾝﾀﾃ		1500246		[SCE]PSPFブラウザ開発		3		[SCE]PS4におけるブラウザ開発(8月)		8/25/15		NJT12		Ｔ１２		800,000		800,000		800,000		504,131		295,869		36.98%		63.02%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500039		【SJNKS･支援】代ｼｽオフライン　ＳＥ支援(2015年度）		4		【SJNKS･支援】代ｼｽオフライン　ＳＥ支援(2015年8月）		8/31/15		NJJ21		Ｊ２１		4,770,000		4,770,000		4,770,000		3,010,470		1,759,530		36.89%		63.11%

		3		ＦＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400016		キヤノン医療機器システム開発		12		キヤノン医療機器システム開発		4/20/15		SBCS2		千葉S2		880,775		880,775		880,775		555,749		325,026		36.90%		63.10%

		3		ＦＳ事 コト		U106001900		NTTｺﾑｳｪｱ		1500068		Ａ生命様成長戦略（新契約ＰＴ）の委任		1		Ａ生命様成長戦略（新契約ＰＴ）５月の委任（ＮＩＤ）		5/31/15		NJJ12		Ｊ１２		2,000,000		2,000,000		2,000,000		1,263,115		736,885		36.84%		63.16%

		3		ＦＳ事 コト		U106001900		NTTｺﾑｳｪｱ		1500068		Ａ生命様成長戦略（新契約ＰＴ）の委任		4		Ａ生命様成長戦略（新契約ＰＴ）８月の委任（ＮＩＤ）		8/31/15		NJJ12		Ｊ１２		2,000,000		2,000,000		2,000,000		1,261,004		738,996		36.95%		63.05%

		3		ＦＳ事 コト		U109000500		生協ｺｰﾌﾟﾈｯﾄ		1500083		コープネット JSK保守		4		コープネット JSK保守 08月		8/20/15		SBSS2		佐原S2		80,000		80,000		80,000		50,767		29,233		36.54%		63.46%

		4		ＮＳ事 コト		U095029400		KADOKAWA		1500027		ＫＡＤＯＫＡＷＡ　ＣＣＲ運用管理業務		5		ＫＡＤＯＫＡＷＡ　ＣＣＲ運用管理業務		9/30/15		NJN22		Ｎ２２		3,520,000		3,520,000		3,520,000		2,214,362		1,305,638		37.09%		62.91%

		4		ＮＳ事 コト		U112001400		AIRDO		1500135		H27 AIRDO社内システム保守運用作業		1		H27　AIRDO社内システム保守運用作業		5/31/15		NJNA1		ＮＡ１		1,364,999		1,364,999		1,364,999		866,234		498,765		36.54%		63.46%

		5		その他 タ		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1500036		②【OS】NHK-MT（山本）		1		②【OS】NHKMT/ｼｽﾃﾑ開発（山本）		5/31/15		EBCS		ＣＳ課		650,000		650,000		650,000		412,590		237,410		36.52%		63.48%

		5		その他 タ		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1500037		②【OS】NHK-MT （東）		1		②【OS】NHKMT/運用ヘルプ		5/31/15		EBCS		ＣＳ課		550,000		550,000		550,000		347,163		202,837		36.88%		63.12%

		5		その他 タ		U106000300		長谷工ｱﾈｼｽ		1500025		①【NS】HASEKO/PC運用･技術支援業務		3		①【NS】長谷工/PC運用/技術支援業務		7/31/15		EBCS		ＣＳ課		582,000		582,000		582,000		365,857		216,143		37.14%		62.86%

		1		ＥＳ事 コト		U095026300		ﾌｸﾀﾞ電子		1400468		ＭＥ：DS-8700		5		ＭＥ：DS-8700 68期フェーズ3対応		4/30/15		NJT21		Ｔ２１		2,290,000		2,290,000		2,290,000		1,419,891		870,109		38.00%		62.00%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400573		ｾｷｭﾘﾃｨｿﾌﾄ商談・市場ﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ対応開発(2015年)		5		ｾｷｭﾘﾃｨｿﾌﾄ商談・市場ﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ対応開発(2015年)		7/20/15		NJT22		Ｔ２２		258,300		258,300		258,300		160,423		97,877		37.89%		62.11%

		2		ＩＣＴ事 コト		U104002000		ｿﾆｰｺﾝﾋﾟｭｰﾀｴﾝﾀﾃ		1500244		[SCE]PSPF機器における設定関連機能における開発業務		4		[SCE]PSPF機器における設定関連機能開発(9月)		9/25/15		NJT12		Ｔ１２		2,700,000		2,700,000		2,700,000		1,673,713		1,026,287		38.01%		61.99%

		3		ＦＳ事 コト		U095010700		ちばぎんｺﾝﾋﾟｭｰ		1500013		CCS　障がい者システム対応		5		CCS　MCWEL障がい者V1V2移行　収納業務テスト作業		9/30/15		SBCS2		千葉S2		342,000		342,000		342,000		213,131		128,869		37.68%		62.32%

		3		ＦＳ事 コト		U095020900		みずほ情報総研		1500188		みずほ情報総研（銀行系ｼｽﾃﾑ）		5		基盤更改ユーザー移行サポート（09月度）		9/30/15		NJJ32		Ｊ３２		900,000		900,000		900,000		554,212		345,788		38.42%		61.58%

		3		ＦＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500018		キヤノン医療機器システム開発		4		キヤノン医療機器システム開発		9/20/15		SBCS2		千葉S2		1,601,350		1,601,350		1,601,350		1,000,344		601,006		37.53%		62.47%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1400306		ＺＳ　ｼｽﾃﾑ21（基幹系）保守業務		10		システム２１（基幹系）保守業務(4月)		4/30/15		NJJ11		Ｊ１１		22,561,500		22,561,500		22,561,500		14,097,878		8,463,622		37.51%		62.49%

		3		ＦＳ事 コト		U106001900		NTTｺﾑｳｪｱ		1500069		Ａ生命様契約管理企画部の委任		4		Ａ生命様契約管理企画部８月の委任（ＮＩＤ）		8/31/15		NJJ12		Ｊ１２		980,000		980,000		980,000		603,669		376,331		38.40%		61.60%

		4		ＮＳ事 コト		U095029400		KADOKAWA		1500026		ＫＡＤＯＫＡＷＡシステム部支援業務		1		ＫＡＤＯＫＡＷＡシステム部支援業務		5/31/15		NJN22		Ｎ２２		1,625,000		1,625,000		1,625,000		1,002,881		622,119		38.28%		61.72%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1500066		CTC(SI委託契約)MARISYS_市場系ﾘｽｸ案件支援		1		MARISYS_二次対応&保守支援		5/31/15		NJN21		Ｎ２１		1,550,000		1,550,000		1,550,000		956,994		593,006		38.26%		61.74%

		5		その他 タ		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500080		①【SS】VA/ｿﾌﾄｳェｱ開発業務 (安部)		0		①【SS】VA/ｿﾌﾄｳェｱ開発業務 (安部)		4/30/15		EBCS		ＣＳ課		859,500		859,500		859,500		535,432		324,068		37.70%		62.30%

		5		その他 タ		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500080		①【SS】VA/ｿﾌﾄｳェｱ開発業務 (安部)		2		①【SS】VA/ｿﾌﾄｳェｱ開発業務 (安部)		6/30/15		EBCS		ＣＳ課		1,014,500		1,014,500		1,014,500		627,564		386,936		38.14%		61.86%

		5		その他 タ		U111000400		NHK出版		1500035		②【OS】NHK出版		5		②【OS】NHK出版/ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ(加藤)		9/30/15		EBCS		ＣＳ課		550,000		550,000		550,000		340,487		209,513		38.09%		61.91%

		1		ＥＳ事 コト		U095007203		沖電気工業芝浦		1400612		OKI デジタル無線設計サポート業務[2015]		1		OKI デジタル無線設計サポート業務[2015] 5月		5/29/15		NJT22		Ｔ２２		2,029,050		2,029,050		2,029,050		1,245,781		783,269		38.60%		61.40%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500092		マイナンバー制度導入に伴う人事労務システムの改修		0		マイナンバー制度導入に伴う人事労務システムの改修		8/31/15		TBS1		東北S1		1,280,000		1,280,000		1,280,000		784,785		495,215		38.69%		61.31%

		1		ＥＳ事 コト		U095045000		ｳｪｻﾞｰﾆｭｰｽﾞ		1500025		WNI NEXCO西/中日本iHighwayH27年度保守		1		WNI NEXCO西/中日本iHighwayH27年度保守 5月		5/31/15		SBCS1		千葉S1		750,000		750,000		750,000		460,050		289,950		38.66%		61.34%

		2		ＩＣＴ事 コト		U099004200		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸITS		1500262		PASITS 業務基幹系システム改修		0		PASITS 年度更新サポート		4/10/15		NJJ31		Ｊ３１		190,700		190,700		190,700		116,374		74,326		38.98%		61.02%

		2		ＩＣＴ事 コト		U099004200		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸITS		1500262		PASITS 業務基幹系システム改修		1		PASITS システムリリースサポート		4/10/15		NJJ31		Ｊ３１		124,600		124,600		124,600		76,245		48,355		38.81%		61.19%

		2		ＩＣＴ事 コト		U104002000		ｿﾆｰｺﾝﾋﾟｭｰﾀｴﾝﾀﾃ		1500244		[SCE]PSPF機器における設定関連機能における開発業務		0		[SCE]PSPF機器における設定関連機能開発(5月)		5/25/15		NJT12		Ｔ１２		2,700,000		2,700,000		2,700,000		1,651,715		1,048,285		38.83%		61.17%

		2		ＩＣＴ事 コト		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500026		ソフトウェア開発業務 稲富		2		ソフトウェア開発業務 稲富		6/30/15		SBSS1		佐原S1		1,169,775		1,169,775		1,169,775		710,971		458,804		39.22%		60.78%

		2		ＩＣＴ事 コト		U112000900		ｱｲ･ｴﾑ･ｼﾞｪｲ		1500271		IMJ LEONET運用		4		IMJ LEONET運用 8月		8/31/15		NJT13		Ｔ１３		300,000		300,000		300,000		182,166		117,834		39.28%		60.72%

		2		ＩＣＴ事 コト		U113001900		ｿﾆｰﾃﾞｼﾞﾀﾙ		1500357		[SDNA]Android/iOSアプリ開発		4		[SDNA]iOSプロト開発( 9月)		9/30/15		NJT11		Ｔ１１		495,000		495,000		495,000		302,077		192,923		38.97%		61.03%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500036		【SJNKS･支援】契管第１Ｇ　ＳＥ支援(2015年度）		5		【SJNKS･支援】契管第１Ｇ　ＳＥ支援(2015年98月）		9/30/15		NJJ21		Ｊ２１		3,920,000		3,920,000		3,920,000		2,395,313		1,524,687		38.90%		61.10%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500039		【SJNKS･支援】代ｼｽオフライン　ＳＥ支援(2015年度）		5		【SJNKS･支援】代ｼｽオフライン　ＳＥ支援(2015年9月）		9/30/15		NJJ21		Ｊ２１		4,770,000		4,770,000		4,770,000		2,889,442		1,880,558		39.42%		60.58%

		3		ＦＳ事 コト		U111002800		ｹｰ&ｵｰｴﾅｼﾞｰｸﾞﾙｰ		1500085		BCS 集配信機能改修		0		BCS 集配信機能改修		6/10/15		SBSS2		佐原S2		1,180,000		1,180,000		1,180,000		725,665		454,335		38.50%		61.50%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1500151		H27 ASY国際旅客系ｲﾝﾌﾗ保守・運用		5		H27 ASY国際旅客系ｲﾝﾌﾗ保守・運用		9/30/15		NJNA2		ＮＡ２		810,000		810,000		810,000		496,667		313,333		38.68%		61.32%

		4		ＮＳ事 コト		U108003100		ｴﾑﾕｰﾌﾛﾝﾃｨｱ債権		1500342		システム基盤運用支援スポット案件		0		JP1PFMデータ加工ツール作成		9/18/15		NJN11		Ｎ１１		442,000		442,000		442,000		268,016		173,984		39.36%		60.64%

		5		その他 タ		U095009802		全日本空輸DFDR		1500027		③【NS】ANA/DFDRｼｽﾃﾑ運用管理		5		③【NS】ANA/DFDRｼｽﾃﾑ運用業務		9/30/15		EBCS		ＣＳ課		2,300,000		2,300,000		2,300,000		1,408,681		891,319		38.75%		61.25%

		5		その他 タ		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500080		①【SS】VA/ｿﾌﾄｳェｱ開発業務 (安部)		4		①【SS】VA/ｿﾌﾄｳェｱ開発業務 (安部)		9/30/15		EBCS		ＣＳ課		777,000		777,000		777,000		476,014		300,986		38.74%		61.26%

		5		その他 タ		U111000400		NHK出版		1500035		②【OS】NHK出版		4		②【OS】NHK出版/ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ(加藤)		8/31/15		EBCS		ＣＳ課		536,280		536,280		536,280		329,805		206,475		38.50%		61.50%

		5		その他 タ		U114004400		科学技術振興機		1500026		①【NS】JST/派遣職員		0		①【NS】JST/派遣職員		4/30/15		EBCS		ＣＳ課		1,426,525		1,426,525		1,426,525		871,914		554,611		38.88%		61.12%

		5		その他 タ		U114004400		科学技術振興機		1500026		①【NS】JST/派遣職員		1		①【NS】JST/派遣職員		5/31/15		EBCS		ＣＳ課		1,317,949		1,317,949		1,317,949		806,487		511,462		38.81%		61.19%

		5		その他 タ		U114004400		科学技術振興機		1500026		①【NS】JST/派遣職員		2		①【NS】JST/派遣職員		6/30/15		EBCS		ＣＳ課		1,619,218		1,619,218		1,619,218		991,418		627,800		38.77%		61.23%

		5		その他 タ		U114004400		科学技術振興機		1500026		①【NS】JST/派遣職員		4		①【NS】JST/派遣職員		8/31/15		EBCS		ＣＳ課		1,507,418		1,507,418		1,507,418		926,659		580,759		38.53%		61.47%

		5		その他 タ		U114004400		科学技術振興機		1500026		①【NS】JST/派遣職員		5		①【NS】JST/派遣職員		9/30/15		EBCS		ＣＳ課		714,337		714,337		714,337		435,957		278,380		38.97%		61.03%

		1		ＥＳ事 コト		U095006501		横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻ		1400376		ＹＪＰ：KLTO_30-H 運転用計算機		3		ＹＪＰ：KLTO_30-H 運転用計算機機能　総合検査業務		4/24/15		NJT21		Ｔ２１		1,700,000		1,700,000		1,700,000		1,020,474		679,526		39.97%		60.03%

		1		ＥＳ事 コト		U095045000		ｳｪｻﾞｰﾆｭｰｽﾞ		1500025		WNI NEXCO西/中日本iHighwayH27年度保守		31		WNI NEXCO西/中日本iHighwayH27年度保守 9月K		9/30/15		SBCS1		千葉S1		592,100		592,100		592,100		355,570		236,530		39.95%		60.05%

		1		ＥＳ事 コト		U109000900		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑﾈｯﾄ		1400616		P：ＫＦＣ Ｗｅｂ予約		1		P：ＫＦＣ POS2015 Web予約対応		8/18/15		NJT21		Ｔ２１		12,040,000		12,040,000		12,040,000		7,211,980		4,828,020		40.10%		59.90%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1500073		C-ITS 発注システム開発		4		C-ITS 発注システム開発 08月		8/31/15		SBSS2		佐原S2		1,480,500		1,480,500		1,480,500		882,045		598,455		40.42%		59.58%

		5		その他 タ		U115001800		全土連		1500223		土地改良区決算書変換ソフト開発		0		土地改良区複式会計簡易システム開発		9/15/15		SB01G		ISPR原		1,840,000		1,840,000		1,840,000		1,101,544		738,456		40.13%		59.87%

		1		ＥＳ事 コト		U095006601		日立国際小金井		1400610		HiKE 全国消防(2015)		9		HiKE 全国消防　支援作業（7月度） 		7/31/15		NJT22		Ｔ２２		590,000		590,000		590,000		346,074		243,926		41.34%		58.66%

		1		ＥＳ事 コト		U095007203		沖電気工業芝浦		1400595		OKI 指令台デジタル無線機能の開発(ソフト)		11		OKI 指令台デジタル無線機能の開発(ソフト)		9/30/15		NJT22		Ｔ２２		550,000		550,000		550,000		324,758		225,242		40.95%		59.05%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500017		Ｈ２７年度保守業務に関する作業		4		Ｈ２７年度保守業務に関する作業		8/31/15		TBS1		東北S1		285,250		285,250		285,250		168,442		116,808		40.95%		59.05%

		1		ＥＳ事 コト		U095026000		ｼﾞｮﾝｿﾝｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾞ		1500274		Ｊ：名駅一丁目計画テナントサーバー機能追加発注2		7		Ｊ：ゲートシティ大崎テナントサーバー機能追加対応		9/3/15		NJT21		Ｔ２１		385,000		385,000		385,000		225,587		159,413		41.41%		58.59%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400565		Canon PIPIT COPY 市場フォロー2014-2015		2		Canon PIPIT COPY 市場フォロー[2015] 4月		4/20/15		NJT22		Ｔ２２		59,902		59,902		59,902		35,215		24,687		41.21%		58.79%

		1		ＥＳ事 コト		U113004600		日立ｼｽﾃﾑｽﾞﾊﾟﾜｰ		1500047		東火力事業所ＯＡシステム運用保守業務委託		1		東火力事業所ＯＡシステム運用保守業務委託 5月		5/31/15		SBCS1		千葉S1		723,000		723,000		723,000		429,717		293,283		40.56%		59.44%

		1		ＥＳ事 コト		U114003800		ﾄﾖﾀ自動車		1500235		HVシス担[2015]		3		HVシス担[2015.08]		8/31/15		NJT23		Ｔ２３		2,848,000		2,848,000		2,848,000		1,673,947		1,174,053		41.22%		58.78%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500333		[NMSE]LTE無線基地局 高密度開発		0		[NMSE]LTE無線基地局 高密度開発(7月)		7/20/15		NJT12		Ｔ１２		224,640		224,640		224,640		131,991		92,649		41.24%		58.76%

		3		ＦＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400016		キヤノン医療機器システム開発		31		キヤノン医療機器システム開発		4/20/15		SBCS2		千葉S2		845,350		845,350		845,350		496,917		348,433		41.22%		58.78%

		4		ＮＳ事 コト		U095006805		日立製作情ｼ部		1500030		社保庁維持管理作業		4		社保庁維持管理作業		8/31/15		NJN11		Ｎ１１		1,625,000		1,625,000		1,625,000		965,647		659,353		40.58%		59.42%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1500060		CTC(MHBK　WEB基盤ポータル保守)		1		CTC(MHBK　WEB基盤ポータル保守)		5/31/15		NJN21		Ｎ２１		2,252,000		2,252,000		2,252,000		1,325,000		927,000		41.16%		58.84%

		5		その他 タ		U111000400		NHK出版		1500035		②【OS】NHK出版		1		②【OS】NHK出版/ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ(加藤)		5/31/15		EBCS		ＣＳ課		550,000		550,000		550,000		325,799		224,201		40.76%		59.24%

		1		ＥＳ事 コト		U095006803		日立製作 公共		1500042		T2Kカーネル		2		T2Kカーネル開発作業第１階層15上その３		9/29/15		SBCS1		千葉S1		2,448,600		2,448,600		2,448,600		1,432,391		1,016,209		41.50%		58.50%

		1		ＥＳ事 コト		U095007203		沖電気工業芝浦		1400595		OKI 指令台デジタル無線機能の開発(ソフト)		9		OKI 次期AVM端末・機能仕様書作成作業0716～0731		8/31/15		NJT22		Ｔ２２		571,750		571,750		571,750		328,900		242,850		42.47%		57.53%

		1		ＥＳ事 コト		U107003600		ｸﾞﾛｰﾘｰ		1500196		Ｇ：つり銭機		0		Ｇ：RT/RAD-300ファームソフトの開発委託		5/20/15		NJT21		Ｔ２１		2,100,000		2,100,000		2,100,000		1,209,310		890,690		42.41%		57.59%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1400643		[KC]KA66 Graphics開発(設計)		0		[KC]KA66 Graphics開発(設計)		4/20/15		NJT11		Ｔ１１		1,035,450		1,035,450		1,035,450		599,109		436,341		42.14%		57.86%

		2		ＩＣＴ事 コト		U103000200		ｼｬｰﾌﾟﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾋ		1500046		DL75/GP11D MTF/UM試験		10		DL80 MTF/UM試験		9/24/15		SBSS1		佐原S1		3,226,500		3,226,500		3,226,500		1,864,676		1,361,824		42.21%		57.79%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1500306		ＺＳ　ｼｽﾃﾑ21（基幹系）保守業務		0		ｼｽﾃﾑ21（基幹系）保守業務(6月)		6/30/15		NJJ11		Ｊ１１		22,561,500		22,561,500		22,561,500		13,008,425		9,553,075		42.34%		57.66%

		5		その他 タ		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500078		①【SS】VA/ｿﾌﾄｳェｱ開発業務（齋藤）		1		①【SS】VA/ｿﾌﾄｳェｱ開発業務（齋藤）		5/31/15		EBCS		ＣＳ課		731,500		731,500		731,500		424,607		306,893		41.95%		58.05%

		5		その他 タ		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500078		①【SS】VA/ｿﾌﾄｳェｱ開発業務（齋藤）		3		①【SS】VA/ｿﾌﾄｳェｱ開発業務（齋藤・土屋）		7/31/15		EBCS		ＣＳ課		1,733,812		1,733,812		1,733,812		998,762		735,050		42.40%		57.60%

		5		その他 タ		U114004400		科学技術振興機		1500026		①【NS】JST/派遣職員		3		①【NS】JST/派遣職員		7/31/15		EBCS		ＣＳ課		1,617,336		1,617,336		1,617,336		936,005		681,331		42.13%		57.87%

		1		ＥＳ事 コト		U099004200		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸITS		1400635		PASITS ﾄﾖﾀDA 13CY DA／AVN改善ﾓﾃﾞﾙ開発		4		PASITS ﾄﾖﾀDA 13CY DA／AVN改善ﾓﾃﾞﾙ開発 2Q 追加		9/18/15		NJT22		Ｔ２２		2,900,000		2,900,000		2,900,000		1,647,712		1,252,288		43.18%		56.82%

		1		ＥＳ事 コト		U107003600		ｸﾞﾛｰﾘｰ		1500196		Ｇ：つり銭機		2		Ｇ：RT-360標準化対応 ファームソフト改修		9/18/15		NJT21		Ｔ２１		1,950,000		1,950,000		1,950,000		1,110,423		839,577		43.06%		56.94%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1400363		[NMSE]HD-BDE基地局開発(準委任)		17		[NMSE]HD-BDE開発・LTEソフト開発推進支援開発(9/30)		9/30/15		NJT12		Ｔ１２		3,641,040		3,641,040		3,641,040		2,090,456		1,550,584		42.59%		57.41%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500333		[NMSE]LTE無線基地局 高密度開発		2		[NMSE]LTE無線基地局 高密度開発(9月)		9/18/15		NJT12		Ｔ１２		238,680		238,680		238,680		135,657		103,023		43.16%		56.84%

		2		ＩＣＴ事 コト		U096005700		ｿﾆｰ		1500372		SONY（新規商品ｿﾌﾄｳｪｱ開発ｻﾎﾟｰﾄ業務）		0		SONY（新規商品ｿﾌﾄｳｪｱ開発ｻﾎﾟｰﾄ業務）8月		8/31/15		NJT13		Ｔ１３		591,740		591,740		591,740		339,142		252,598		42.69%		57.31%

		2		ＩＣＴ事 コト		U102002300		京ｾﾗ		1400602		[KC]KA4344 Browser		2		[KC]KA44 Browser/VPN開発(〃)		7/10/15		NJT11		Ｔ１１		448,500		448,500		448,500		256,766		191,734		42.75%		57.25%

		2		ＩＣＴ事 コト		U109003400		東日本電信電話		1500033		平成２７年度　Ｐ－ＮＭＳシステム運用・保守		1		平成２７年度　Ｐ－ＮＭＳシステム運用・保守		5/31/15		TBS2		東北S2		1,740,000		1,740,000		1,740,000		999,295		740,705		42.57%		57.43%

		3		ＦＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500362		ＡＮＡシステムズ（一括請負案件）		0		無線従事者選解任システム　改修作業		9/30/15		NJJ32		Ｊ３２		1,040,000		1,040,000		1,040,000		592,490		447,510		43.03%		56.97%

		3		ＦＳ事 コト		U095034300		全労済		1500320		次世代システム開発プロジェクト業務支援		0		次世代システム化構想業務支援		9/30/15		NJJ11		Ｊ１１		26,695,000		26,695,000		26,695,000		15,344,683		11,350,317		42.52%		57.48%

		3		ＦＳ事 コト		U098003600		慶應義塾中等部		1500363		慶應義塾中等部（一括請負案件）		0		入試：ﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ＆改修		9/30/15		NJJ32		Ｊ３２		1,852,875		1,852,875		1,852,875		1,055,844		797,031		43.02%		56.98%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500239		GalanosNet 2014年EOM対応（2015年度）		0		GalanosNet 2014年EOM対応（2015年度）		9/30/15		NJNA2		ＮＡ２		1,337,100		1,337,100		1,337,100		766,913		570,187		42.64%		57.36%

		4		ＮＳ事 コト		U099001600		富士通ｼｽﾃﾑｽﾞ･ｲ		1500020		（富士通S･E H27）ＧＳサポートデスクセンター業務		99		伊藤忠テクノソリューションズ案件		5/31/15		NJN11		Ｎ１１		1,290,000		1,290,000		1,290,000		740,987		549,013		42.56%		57.44%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1500077		CTC(DF保守関連委託業務)		5		CTC(DF保守関連委託:市場系共通ｲﾝﾌﾗ維持ﾒﾝﾃQ2_9月)		9/30/15		NJN21		Ｎ２１		720,000		720,000		720,000		413,986		306,014		42.50%		57.50%

		5		その他 タ		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500078		①【SS】VA/ｿﾌﾄｳェｱ開発業務（齋藤）		0		①【SS】VA/ｿﾌﾄｳェｱ開発業務（齋藤）		4/30/15		EBCS		ＣＳ課		998,250		998,250		998,250		572,819		425,431		42.62%		57.38%

		5		その他 タ		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500078		①【SS】VA/ｿﾌﾄｳェｱ開発業務（齋藤）		2		①【SS】VA/ｿﾌﾄｳェｱ開発業務（齋藤）		6/30/15		EBCS		ＣＳ課		1,042,800		1,042,800		1,042,800		599,524		443,276		42.51%		57.49%

		5		その他 タ		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500078		①【SS】VA/ｿﾌﾄｳェｱ開発業務（齋藤）		4		①【SS】VA/ｿﾌﾄｳェｱ開発業務（齋藤・土屋）		8/31/15		EBCS		ＣＳ課		1,512,862		1,512,862		1,512,862		863,234		649,628		42.94%		57.06%

		5		その他 タ		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500078		①【SS】VA/ｿﾌﾄｳェｱ開発業務（齋藤）		5		①【SS】VA/ｿﾌﾄｳェｱ開発業務（齋藤・土屋）		9/30/15		EBCS		ＣＳ課		1,444,075		1,444,075		1,444,075		829,186		614,889		42.58%		57.42%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1400434		[NMSE]LTE Verup保守		5		[NMSE]LTE Verup保守(5月)		5/20/15		NJT12		Ｔ１２		924,300		924,300		924,300		521,546		402,754		43.57%		56.43%

		2		ＩＣＴ事 コト		U112000900		ｱｲ･ｴﾑ･ｼﾞｪｲ		1500291		IMJ LEONET開発		2		[IMJ]LEONET 損傷箇所確認届検索画面のｶﾗﾑ変更対応		7/31/15		NJT13		Ｔ１３		180,000		180,000		180,000		101,674		78,326		43.51%		56.49%

		3		ＦＳ事 コト		U095001800		埼玉県		1500014		統合サーバー保守		5		統合サーバー保守		9/30/15		NJJ22		Ｊ２２		2,356,000		2,356,000		2,356,000		1,319,113		1,036,887		44.01%		55.99%

		3		ＦＳ事 コト		U095011401		SOMPOｼｽﾃﾑｽﾞ		1500036		【SJNKS･支援】契管第１Ｇ　ＳＥ支援(2015年度）		1		【SJNKS･支援】契管第１Ｇ　ＳＥ支援(2015年5月）		5/31/15		NJJ21		Ｊ２１		3,920,000		3,920,000		3,920,000		2,181,331		1,738,669		44.35%		55.65%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1500307		ＺＳ　ｼｽﾃﾑ21（ｵｰﾌﾟﾝ系）保守業務		2		ｼｽﾃﾑ21（ｵｰﾌﾟﾝ系）保守業務(8月)		8/31/15		NJJ11		Ｊ１１		9,003,600		9,003,600		9,003,600		5,041,831		3,961,769		44.00%		56.00%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1500373		ゆうゆう共済事務支援システム　２０１５年度年次開発		1		２０１５年度年次開発（９月）		9/30/15		NJJ11		Ｊ１１		2,957,500		2,957,500		2,957,500		1,669,688		1,287,812		43.54%		56.46%

		5		その他 タ		U106000300		長谷工ｱﾈｼｽ		1500025		①【NS】HASEKO/PC運用･技術支援業務		1		①【NS】長谷工/PC運用/技術支援業務		5/31/15		EBCS		ＣＳ課		582,000		582,000		582,000		327,134		254,866		43.79%		56.21%

		5		その他 タ		U106000300		長谷工ｱﾈｼｽ		1500025		①【NS】HASEKO/PC運用･技術支援業務		4		①【NS】長谷工/PC運用/技術支援業務		8/31/15		EBCS		ＣＳ課		582,000		582,000		582,000		328,470		253,530		43.56%		56.44%

		5		その他 タ		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500076		①【SS】VA/ｿﾌﾄｳェｱ開発業務（竹口）		3		①【SS】VA/ｿﾌﾄｳェｱ開発業務（竹口・薄田・安倍）		7/31/15		EBCS		ＣＳ課		2,942,649		2,942,649		2,942,649		1,639,678		1,302,971		44.28%		55.72%

		1		ＥＳ事 コト		U095006803		日立製作 公共		1500212		突風等短時間予測システム開発		2		気象システムの提案書作成（オンライン処理）		9/30/15		SBCS1		千葉S1		5,649,600		5,649,600		5,649,600		3,119,981		2,529,619		44.78%		55.22%

		1		ＥＳ事 コト		U095007203		沖電気工業芝浦		1400595		OKI 指令台デジタル無線機能の開発(ソフト)		8		OKI 次期AVM端末・機能仕様書作成作業0701～0715		7/31/15		NJT22		Ｔ２２		550,000		550,000		550,000		305,194		244,806		44.51%		55.49%

		1		ＥＳ事 コト		U095007203		沖電気工業芝浦		1400595		OKI 指令台デジタル無線機能の開発(ソフト)		10		OKI 次期AVM端末・機能仕様書作成作業0801～0815		8/31/15		NJT22		Ｔ２２		221,875		221,875		221,875		122,273		99,602		44.89%		55.11%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1500306		ＺＳ　ｼｽﾃﾑ21（基幹系）保守業務		1		ｼｽﾃﾑ21（基幹系）保守業務(7月)		7/31/15		NJJ11		Ｊ１１		22,561,500		22,561,500		22,561,500		12,336,085		10,225,415		45.32%		54.68%

		4		ＮＳ事 コト		U095029400		KADOKAWA		1500026		ＫＡＤＯＫＡＷＡシステム部支援業務		4		ＫＡＤＯＫＡＷＡシステム部支援業務		8/31/15		NJN22		Ｎ２２		1,625,000		1,625,000		1,625,000		892,218		732,782		45.09%		54.91%

		4		ＮＳ事 コト		U095029400		KADOKAWA		1500026		ＫＡＤＯＫＡＷＡシステム部支援業務		5		ＫＡＤＯＫＡＷＡシステム部支援業務		9/30/15		NJN22		Ｎ２２		1,625,000		1,625,000		1,625,000		895,677		729,323		44.88%		55.12%

		4		ＮＳ事 コト		U097005100		NHKﾒﾃﾞｨｱﾃｸﾉﾛｼﾞ		1500205		NHKMT　統一地方選スポット作業		0		NHKMT　統一地方選スポット作業		4/27/15		NJN12		Ｎ１２		3,100,000		3,100,000		3,100,000		1,707,905		1,392,095		44.91%		55.09%

		5		その他 タ		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500079		①【SS】VA/ｿﾌﾄｳェｱ開発業務（土屋）		0		①【SS】VA/ｿﾌﾄｳェｱ開発業務（土屋）		4/30/15		EBCS		ＣＳ課		902,399		902,399		902,399		498,713		403,686		44.73%		55.27%

		5		その他 タ		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500079		①【SS】VA/ｿﾌﾄｳェｱ開発業務（土屋）		1		①【SS】VA/ｿﾌﾄｳェｱ開発業務（土屋）		5/31/15		EBCS		ＣＳ課		614,525		614,525		614,525		339,152		275,373		44.81%		55.19%

		1		ＥＳ事 コト		U095007203		沖電気工業芝浦		1400595		OKI 指令台デジタル無線機能の開発(ソフト)		2		OKI 指令台デジタル無線機能の開発(ソフト) 4月-2		4/30/15		NJT22		Ｔ２２		243,750		243,750		243,750		131,077		112,673		46.22%		53.78%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500082		Ⅱ系システム.NETバージョンアップに伴う影響調査委託		1		Ⅱ系システム.NETバージョンアップに伴う影響調査委託		8/31/15		TBS1		東北S1		155,000		155,000		155,000		84,221		70,779		45.66%		54.34%

		2		ＩＣＴ事 コト		U103000200		ｼｬｰﾌﾟﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾋ		1500046		DL75/GP11D MTF/UM試験		2		DL75/GP11D MTF/UM試験		6/23/15		SBSS1		佐原S1		2,520,000		2,520,000		2,520,000		1,362,520		1,157,480		45.93%		54.07%

		2		ＩＣＴ事 コト		U104002000		ｿﾆｰｺﾝﾋﾟｭｰﾀｴﾝﾀﾃ		1500246		[SCE]PSPFブラウザ開発		0		[SCE]PS4におけるブラウザ開発(5月)		5/25/15		NJT12		Ｔ１２		800,000		800,000		800,000		431,719		368,281		46.04%		53.96%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500392		H27  ANALOG支援		0		H27 ANALOG支援		9/30/15		NJNA1		ＮＡ１		750,560		750,560		750,560		409,020		341,540		45.50%		54.50%

		5		その他 タ		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500077		①【SS】VA/ｿﾌﾄｳェｱ開発業務（薄田）		1		①【SS】VA/ｿﾌﾄｳェｱ開発業務（薄田）		5/31/15		EBCS		ＣＳ課		894,762		894,762		894,762		484,693		410,069		45.83%		54.17%

		5		その他 タ		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500077		①【SS】VA/ｿﾌﾄｳェｱ開発業務（薄田）		2		①【SS】VA/ｿﾌﾄｳェｱ開発業務（薄田）		6/30/15		EBCS		ＣＳ課		1,128,587		1,128,587		1,128,587		604,865		523,722		46.41%		53.59%

		5		その他 タ		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500079		①【SS】VA/ｿﾌﾄｳェｱ開発業務（土屋）		2		①【SS】VA/ｿﾌﾄｳェｱ開発業務（土屋）		6/30/15		EBCS		ＣＳ課		1,063,962		1,063,962		1,063,962		576,157		487,805		45.85%		54.15%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500267		[NMSE]移開部ドコモメール関連評価		0		[NMSE]移開部ドコモメール(らくスマ3)評価( 4月)		4/30/15		NJT11		Ｔ１１		895,000		895,000		895,000		471,996		423,004		47.26%		52.74%

		2		ＩＣＴ事 コト		U110000100		NTTﾄﾞｺﾓ		1500253		[DCM]パノラマカメラSE支援		1		[DCM]パノラマカメラSE支援(5月)		5/31/15		NJT12		Ｔ１２		950,000		950,000		950,000		498,631		451,369		47.51%		52.49%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1500307		ＺＳ　ｼｽﾃﾑ21（ｵｰﾌﾟﾝ系）保守業務		3		ｼｽﾃﾑ21（ｵｰﾌﾟﾝ系）保守業務(9月)		9/30/15		NJJ11		Ｊ１１		9,003,600		9,003,600		9,003,600		4,663,881		4,339,719		48.20%		51.80%

		5		その他 タ		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500077		①【SS】VA/ｿﾌﾄｳェｱ開発業務（薄田）		0		①【SS】VA/ｿﾌﾄｳェｱ開発業務（薄田）		4/30/15		EBCS		ＣＳ課		1,172,062		1,172,062		1,172,062		607,535		564,527		48.17%		51.83%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500100		工事予算管理業務システム設備更新		0		工事予算管理業務システム設備更新		8/31/15		TBS1		東北S1		60,000		60,000		60,000		30,626		29,374		48.96%		51.04%

		5		その他 タ		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500076		①【SS】VA/ｿﾌﾄｳェｱ開発業務（竹口）		4		①【SS】VA/ｿﾌﾄｳェｱ開発業務（竹口・薄田）		8/31/15		EBCS		ＣＳ課		1,695,587		1,695,587		1,695,587		871,914		823,673		48.58%		51.42%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1400456		JP共済生協火災共済･自然災害共済等の契約移管対応		1		ＪＰ共済生協の全労済への事業統合		4/30/15		NJJ11		Ｊ１１		2,173,000		2,173,000		2,173,000		1,090,000		1,083,000		49.84%		50.16%

		4		ＮＳ事 コト		U111003600		ｲﾝﾌｨﾆ		1400270		INFINI Tripple再構築		1		INFINI Tripple再構築		5/29/15		NJNA2		ＮＡ２		5,696,000		5,696,000		5,696,000		2,830,301		2,865,699		50.31%		49.69%

		5		その他 タ		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500076		①【SS】VA/ｿﾌﾄｳェｱ開発業務（竹口）		5		①【SS】VA/ｿﾌﾄｳェｱ開発業務（竹口・薄田）		9/30/15		EBCS		ＣＳ課		2,303,062		2,303,062		2,303,062		1,142,968		1,160,094		50.37%		49.63%

		5		その他 タ		U113003100		道前平野土地		1500183		賦課金カスタマイズ　道前平野土地改良区		0		賦課金カスタマイズ　道前平野土地改良区		7/30/15		SB01G		ISPR原		532,000		532,000		532,000		268,512		263,488		49.53%		50.47%

		5		その他 タ		U114004300		ｼﾐｯｸPMS		1500131		②【OS】ｼﾐｯｸPMS ｼｽﾃﾑ開発（普入克俊）		0		②【OS】ｼﾐｯｸPMS ｼｽﾃﾑ開発（普入克俊）		8/31/15		EBCS		ＣＳ課		242,857		242,857		242,857		122,175		120,682		49.69%		50.31%

		3		ＦＳ事 コト		U095032200		東京情報大学		1500014		東京情報大学　システム保守		4		東京情報大学　システム保守		8/31/15		SBCS2		千葉S2		670,000		670,000		670,000		328,927		341,073		50.91%		49.09%

		3		ＦＳ事 コト		U115002300		上田ｶﾞｽ		1500234		カロリーアップ作業支援システム導入		0		カロリーアップ作業支援システム導入		9/30/15		SBSS2		佐原S2		94,593		94,593		94,593		46,066		48,527		51.30%		48.70%

		5		その他 タ		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500076		①【SS】VA/ｿﾌﾄｳェｱ開発業務（竹口）		1		①【SS】VA/ｿﾌﾄｳェｱ開発業務（竹口）		5/31/15		EBCS		ＣＳ課		849,987		849,987		849,987		412,590		437,397		51.46%		48.54%

		5		その他 タ		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500076		①【SS】VA/ｿﾌﾄｳェｱ開発業務（竹口）		2		①【SS】VA/ｿﾌﾄｳェｱ開発業務（竹口）		6/30/15		EBCS		ＣＳ課		863,237		863,237		863,237		427,278		435,959		50.50%		49.50%

		1		ＥＳ事 コト		U095006601		日立国際小金井		1400610		HiKE 全国消防(2015)		8		HiKE 全国消防　セレコール対応		7/31/15		NJT22		Ｔ２２		320,000		320,000		320,000		153,000		167,000		52.19%		47.81%

		1		ＥＳ事 コト		U095006601		日立国際小金井		1400610		HiKE 全国消防(2015)		10		HiKE 全国消防2014年度案件群運用切替追加対応作業		8/31/15		NJT22		Ｔ２２		650,000		650,000		650,000		313,020		336,980		51.84%		48.16%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500018		全社業務ｼｽﾃﾑ(資材､人労等)他保守管理業務委託		4		全社業務ｼｽﾃﾑ(資材､人労等)他保守管理業務委託		8/31/15		TBS1		東北S1		750,000		750,000		750,000		363,681		386,319		51.51%		48.49%

		5		その他 タ		U109001400		ｳﾞｨｼﾞｮﾝｱｰﾂ		1500076		①【SS】VA/ｿﾌﾄｳェｱ開発業務（竹口）		0		①【SS】VA/ｿﾌﾄｳェｱ開発業務（竹口）		4/30/15		EBCS		ＣＳ課		872,512		872,512		872,512		421,937		450,575		51.64%		48.36%

		5		その他 タ		U114004300		ｼﾐｯｸPMS		1500131		②【OS】ｼﾐｯｸPMS ｼｽﾃﾑ開発（普入克俊）		1		②【OS】ｼﾐｯｸPMS ｼｽﾃﾑ開発（普入克俊）		9/30/15		EBCS		ＣＳ課		850,000		850,000		850,000		411,255		438,745		51.62%		48.38%

		1		ＥＳ事 コト		U095026300		ﾌｸﾀﾞ電子		1500296		ＭＩＲ：MyExport機能追加・改修支援		3		ＭＩＲ：CardioSave ME機器ドライバ開発		9/18/15		NJT21		Ｔ２１		671,000		671,000		671,000		316,234		354,766		52.87%		47.13%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1400015		医療機器ソフトウェア開発業務（岡部悟）		11		医療機器ソフトウェア開発業務（岡部悟）		4/20/15		TBS1		東北S1		235,000		235,000		235,000		110,363		124,637		53.04%		46.96%

		1		ＥＳ事 コト		U104002700		扇屋商事		1500015		平成２７年度　営業日報システム保守		4		平成２７年度　営業日報システム保守		8/31/15		TBS1		東北S1		105,800		105,800		105,800		49,767		56,033		52.96%		47.04%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1400355		[NMSE]LTE無線基地局Verup開発 負荷試験		9		[NMSE]LTE無線基地局 高密度開発(2015年5月)		5/20/15		NJT12		Ｔ１２		154,440		154,440		154,440		73,328		81,112		52.52%		47.48%

		4		ＮＳ事 コト		U106002100		伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼ		1500060		CTC(MHBK　WEB基盤ポータル保守)		0		CTC(MHBK　WEB基盤ポータル保守)		4/30/15		NJN21		Ｎ２１		2,267,000		2,267,000		2,267,000		1,056,375		1,210,625		53.40%		46.60%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500017		Ｈ２７年度保守業務に関する作業		5		Ｈ２７年度保守業務に関する作業		9/30/15		TBS1		東北S1		291,547		291,547		291,547		134,850		156,697		53.75%		46.25%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1500225		Canon デバイスセキュリティー市場フォロー[2015]		5		Canon デバイスセキュリティー市場フォロー[2015] 9月		9/20/15		NJT22		Ｔ２２		135,240		135,240		135,240		62,604		72,636		53.71%		46.29%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1400306		ＺＳ　ｼｽﾃﾑ21（基幹系）保守業務		11		システム２１（基幹系）保守業務(5月)		5/31/15		NJJ11		Ｊ１１		22,561,500		22,561,500		22,561,500		10,455,815		12,105,685		53.66%		46.34%

		4		ＮＳ事 コト		U112000700		ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ･ﾌﾞｯｸ		1500021		OA端末ﾘﾌﾟﾚｰｽ(Win7対応)作業(ｽﾎﾟｯﾄ案件)		0		OA端末ﾘﾌﾟﾚｰｽ(Win7対応)作業(ｽﾎﾟｯﾄ案件)		4/25/15		NJN22		Ｎ２２		120,000		120,000		120,000		55,331		64,669		53.89%		46.11%

		4		ＮＳ事 コト		U112000700		ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ･ﾌﾞｯｸ		1500021		OA端末ﾘﾌﾟﾚｰｽ(Win7対応)作業(ｽﾎﾟｯﾄ案件)		2		OA端末ﾘﾌﾟﾚｰｽ(Win7対応)作業(ｽﾎﾟｯﾄ案件)		8/25/15		NJN22		Ｎ２２		90,000		90,000		90,000		41,499		48,501		53.89%		46.11%

		1		ＥＳ事 コト		U095006601		日立国際小金井		1400610		HiKE 全国消防(2015)		2		HiKE 全国消防2014　杵藤消防対応_SCTSMT 		4/30/15		NJT22		Ｔ２２		550,000		550,000		550,000		246,503		303,497		55.18%		44.82%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095017100		富士ｾﾞﾛｯｸｽ情報		1500097		文科省次期情報基盤システム構築支援		1		文科省次期情報基盤システム構築支援		9/30/15		TBS2		東北S2		1,920,000		1,920,000		1,920,000		873,541		1,046,459		54.50%		45.50%

		1		ＥＳ事 コト		U095006601		日立国際小金井		1400610		HiKE 全国消防(2015)		11		全国消防2014年度案件BU切替通知対応作業（SCT・SMT）		9/30/15		NJT22		Ｔ２２		570,000		570,000		570,000		251,426		318,574		55.89%		44.11%

		2		ＩＣＴ事 コト		U103000200		ｼｬｰﾌﾟﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾋ		1500022		DTV開発		6		【DL50/DL60/AS99 OSV】DTV協業機能開発評価(2015年6-		9/18/15		SBSS1		佐原S1		191,675		191,675		191,675		84,056		107,619		56.15%		43.85%

		2		ＩＣＴ事 コト		U103000200		ｼｬｰﾌﾟﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾋ		1500022		DTV開発		10		Squash/Volley-OSV 地デジミドル機能開発		9/7/15		SBSS1		佐原S1		191,675		191,675		191,675		84,056		107,619		56.15%		43.85%

		4		ＮＳ事 コト		U095017400		ANAｼｽﾃﾑｽﾞ		1500140		H27 ウイルス対応運用		0		H27 ウイルス対応運用		6/30/15		NJNA2		ＮＡ２		5,931,600		5,931,600		5,931,600		2,623,938		3,307,662		55.76%		44.24%

		1		ＥＳ事 コト		U098003100		ｱｽﾞﾋﾞﾙﾋﾞﾙｼｽﾃﾑｶ		1500216		Ａ：拠点通信確認ツール		0		Ａ：拠点通信確認ツール		6/23/15		NJT21		Ｔ２１		1,870,000		1,870,000		1,870,000		796,000		1,074,000		57.43%		42.57%

		4		ＮＳ事 コト		U112000700		ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ･ﾌﾞｯｸ		1500021		OA端末ﾘﾌﾟﾚｰｽ(Win7対応)作業(ｽﾎﾟｯﾄ案件)		1		OA端末ﾘﾌﾟﾚｰｽ(Win7対応)作業(ｽﾎﾟｯﾄ案件)		6/25/15		NJN22		Ｎ２２		145,000		145,000		145,000		62,248		82,752		57.07%		42.93%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500019		妨害破壊行為等対応システム年間保守		5		妨害破壊行為等対応システム年間保守		9/30/15		TBS1		東北S1		164,899		164,899		164,899		68,551		96,348		58.43%		41.57%

		1		ＥＳ事 コト		U098003100		ｱｽﾞﾋﾞﾙﾋﾞﾙｼｽﾃﾑｶ		1400419		Ａ：DMSバルブ診断ツール		4		Ａ：空調エネルギー報告書作成ツール開発（報告書）		5/25/15		NJT21		Ｔ２１		1,566,000		1,566,000		1,566,000		661,772		904,228		57.74%		42.26%

		2		ＩＣＴ事 コト		U097001401		富士通(川崎)		1500255		[MTC]高密度BDE FLIｶｰﾄﾞCPRIﾌｧｰﾑ設計		5		[MTC]高密度BDE DEM_TRXINFﾌｧｰﾑｴﾝﾊﾝｽ開発(9月)		9/30/15		NJT12		Ｔ１２		1,600,000		1,600,000		1,600,000		669,352		930,648		58.17%		41.83%

		2		ＩＣＴ事 コト		U103000200		ｼｬｰﾌﾟﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾋ		1500022		DTV開発		3		【15下共通】DTV機能開発評価		6/19/15		SBSS1		佐原S1		470,475		470,475		470,475		196,130		274,345		58.31%		41.69%

		1		ＥＳ事 コト		U095006803		日立製作 公共		1500207		千葉県警保守 24H SE業務支援		0		千葉県警保守 24H SE業務支援 7,8月		8/31/15		SBCS1		千葉S1		6,991,000		6,991,000		6,991,000		2,869,591		4,121,409		58.95%		41.05%

		1		ＥＳ事 コト		U095007203		沖電気工業芝浦		1400595		OKI 指令台デジタル無線機能の開発(ソフト)		4		OKI 指令台デジタル無線機能の開発(ソフト) 5月-2		5/29/15		NJT22		Ｔ２２		118,750		118,750		118,750		48,909		69,841		58.81%		41.19%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095028800		富国生命保険		1400552		富国生命　診断書査定支援（2015年保守サポート）		6		富国生命　診断書査定支援（2015年保守サポート）7月		7/31/15		NJJ31		Ｊ３１		200,000		200,000		200,000		80,258		119,742		59.87%		40.13%

		5		その他 タ		U095018500		ｽﾊﾞﾙｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ		1500083		②【SS】SSS/ﾃﾞｰﾀ入力（小林)		0		②【SS】SSS/ﾃﾞｰﾀ入力（小林)		4/30/15		EBCS		ＣＳ課		105,760		105,760		105,760		42,728		63,032		59.60%		40.40%

		2		ＩＣＴ事 コト		U108001200		ﾄﾞｺﾓｼｽﾃﾑｽﾞ		1500276		[DCM]ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ鍵管理ｻｰﾊﾞ保守作業		3		[DCM]ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ鍵管理ｻｰﾊﾞ保守作業(7月)		7/31/15		NJT12		Ｔ１２		28,000		28,000		28,000		10,999		17,001		60.72%		39.28%

		2		ＩＣＴ事 コト		U112000900		ｱｲ･ｴﾑ･ｼﾞｪｲ		1500291		IMJ LEONET開発		3		[IMJ]LEONET LINE連携ﾃﾞｰﾀﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ機能追加対応		7/31/15		NJT13		Ｔ１３		180,000		180,000		180,000		67,783		112,217		62.34%		37.66%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1500306		ＺＳ　ｼｽﾃﾑ21（基幹系）保守業務		3		ｼｽﾃﾑ21（基幹系）保守業務(9月)		9/30/15		NJJ11		Ｊ１１		22,561,500		22,561,500		22,561,500		8,685,506		13,875,994		61.50%		38.50%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500082		Ⅱ系システム.NETバージョンアップに伴う影響調査委託		2		Ⅱ系システム.NETバージョンアップに伴う影響調査委託		9/30/15		TBS1		東北S1		62,000		62,000		62,000		22,969		39,031		62.95%		37.05%

		2		ＩＣＴ事 コト		U103000200		ｼｬｰﾌﾟﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾋ		1500063		AQUOSサーバー開発		2		AQUOSインフォメーション向け配信補助ツール開発		9/15/15		SBSS1		佐原S1		1,494,000		1,494,000		1,494,000		548,113		945,887		63.31%		36.69%

		2		ＩＣＴ事 コト		U103000200		ｼｬｰﾌﾟﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾋ		1500182		健康コックピットのソフトウェア開発		0		健康コックピットのソフトウェア開発に係るコーディン		6/15/15		SBSS1		佐原S1		1,050,000		1,050,000		1,050,000		392,260		657,740		62.64%		37.36%

		1		ＥＳ事 コト		U095026000		ｼﾞｮﾝｿﾝｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾞ		1500274		Ｊ：名駅一丁目計画テナントサーバー機能追加発注2		3		Ｊ：名駅一丁目テナントサーバーコアタイム基準温度DL		8/18/15		NJT21		Ｔ２１		1,309,000		1,309,000		1,309,000		467,655		841,345		64.27%		35.73%

		2		ＩＣＴ事 コト		U103000200		ｼｬｰﾌﾟﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾋ		1500182		健康コックピットのソフトウェア開発		2		ケアローソン向け健康コックピット開発に係るコーディ		9/18/15		SBSS1		佐原S1		1,494,000		1,494,000		1,494,000		534,104		959,896		64.25%		35.75%

		3		ＦＳ事 コト		U101003900		全労済ｼｽﾃﾑｽﾞ		1500306		ＺＳ　ｼｽﾃﾑ21（基幹系）保守業務		2		ｼｽﾃﾑ21（基幹系）保守業務(8月)		8/31/15		NJJ11		Ｊ１１		22,561,500		22,561,500		22,561,500		8,146,678		14,414,822		63.89%		36.11%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500081		福祉共済会ｼｽﾃﾑﾒﾝﾃﾅﾝｽ対応		2		福祉共済会ｼｽﾃﾑﾒﾝﾃﾅﾝｽ対応		9/30/15		TBS1		東北S1		120,000		120,000		120,000		42,110		77,890		64.91%		35.09%

		1		ＥＳ事 コト		U095026300		ﾌｸﾀﾞ電子		1400395		ＣＶＷ：次期DynaBase調査支援作業		10		ＣＶＷ：アラーム設定保存アプリ改造		7/29/15		NJT21		Ｔ２１		200,000		200,000		200,000		65,925		134,075		67.04%		32.96%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095014800		ﾃﾌﾟｺｼｽﾃﾑｽﾞ		1500181		Tepsys システム開発		5		開発環境へのセキュアな接続方式のプロトタイプ環境整		9/30/15		SBSS1		佐原S1		1,550,000		1,550,000		1,550,000		509,149		1,040,851		67.15%		32.85%

		4		ＮＳ事 コト		U112000700		ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ･ﾌﾞｯｸ		1500021		OA端末ﾘﾌﾟﾚｰｽ(Win7対応)作業(ｽﾎﾟｯﾄ案件)		3		OA端末ﾘﾌﾟﾚｰｽ(Win7対応)作業(ｽﾎﾟｯﾄ案件)		9/30/15		NJN22		Ｎ２２		315,000		315,000		315,000		103,746		211,254		67.06%		32.94%

		1		ＥＳ事 コト		U096006000		ｷﾔﾉﾝ		1300682		COPY 複合複写機CopyDevice開発[2014]		2		Canon コントローラソフト開発COPY機能2014-2-2		6/29/15		NJT22		Ｔ２２		8,800,000		8,800,000		8,800,000		2,806,490		5,993,510		68.11%		31.89%

		2		ＩＣＴ事 コト		U103000200		ｼｬｰﾌﾟﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾋ		1500022		DTV開発		9		DL50,DL60,AS99 LP_OSV ソフト設計7月-9月度作業		9/14/15		SBSS1		佐原S1		1,115,200		1,115,200		1,115,200		351,983		763,217		68.44%		31.56%

		2		ＩＣＴ事 コト		U103000200		ｼｬｰﾌﾟﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾋ		1500022		DTV開発		4		【15下共通】HDCP/SCS機能開発評価		6/19/15		SBSS1		佐原S1		331,075		331,075		331,075		102,443		228,632		69.06%		30.94%

		1		ＥＳ事 コト		U095026300		ﾌｸﾀﾞ電子		1500173		ＭＥ：DS-8700 69期対応		9		ＭＥ：DS-7200 DS-LAN3機能拡張に関する開発		8/31/15		NJT21		Ｔ２１		700,000		700,000		700,000		193,654		506,346		72.34%		27.66%

		1		ＥＳ事 コト		U104002700		扇屋商事		1500015		平成２７年度　営業日報システム保守		5		平成２７年度　営業日報システム保守		9/30/15		TBS1		東北S1		105,800		105,800		105,800		26,798		79,002		74.67%		25.33%

		1		ＥＳ事 コト		U095026300		ﾌｸﾀﾞ電子		1500295		ＭＢＦ：MBF-1000		0		ＭＢＦ：MBF-1000 兵庫県立尼崎総合医療センター対応		7/10/15		NJT21		Ｔ２１		2,800,000		2,800,000		2,800,000		669,550		2,130,450		76.09%		23.91%

		5		その他 タ		U097001800		ｼｰｴｰｼｰﾅﾚｯｼﾞ		1500129		②【OS】ＣＡＣ（アンケート入力）		0		②【OS】ＣＡＣ（2015ＧＦアンケート）		8/10/15		EBCS		ＣＳ課		105,655		105,655		105,655		21,885		83,770		79.29%		20.71%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1400355		[NMSE]LTE無線基地局Verup開発 負荷試験		10		[NMSE]LTE無線基地局 高密度開発(2015年6月)		6/20/15		NJT12		Ｔ１２		182,520		182,520		182,520		36,664		145,856		79.91%		20.09%

		5		その他 タ		U115001400		土地改良区保守		1500204		保守　土地改良区		0		保守　土地改良区　04月～06月		6/30/15		SB01G		ISPR原		3,555,575		3,555,575		3,555,575		676,356		2,879,219		80.98%		19.02%

		1		ＥＳ事 コト		U095022700		東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ		1500100		工事予算管理業務システム設備更新		1		工事予算管理業務システム設備更新		9/30/15		TBS1		東北S1		240,000		240,000		240,000		42,110		197,890		82.45%		17.55%

		2		ＩＣＴ事 コト		U112000900		ｱｲ･ｴﾑ･ｼﾞｪｲ		1500291		IMJ LEONET開発		7		[IMJ]LEONETｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ PickUp情報の指定ﾚｸﾀﾌﾞﾙ先修正		9/30/15		NJT13		Ｔ１３		270,000		270,000		270,000		44,482		225,518		83.53%		16.47%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500264		[NMSE]2015年度上期iBodymoｱﾌﾟﾘ試験		0		[NMSE]2015年度上期iBodymoｱﾌﾟﾘ試験( 4月)		4/30/15		NJT11		Ｔ１１		943,900		943,900		943,900		144,800		799,100		84.66%		15.34%

		1		ＥＳ事 コト		U095006803		日立製作 公共		1500207		千葉県警保守 24H SE業務支援		1		千葉県警保守 24H SE業務支援 9月		9/30/15		SBCS1		千葉S1		3,498,000		3,498,000		3,498,000		481,488		3,016,512		86.24%		13.76%

		3		ＦＳ事 コト		U109000500		生協ｺｰﾌﾟﾈｯﾄ		1500083		コープネット JSK保守		1		コープネット JSK保守 05月		5/20/15		SBSS2		佐原S2		80,000		80,000		80,000		7,586		72,414		90.52%		9.48%

		5		その他 タ		U115001100		奥出雲町土地		1500185		会計販売　奥出雲町土地改良区		0		会計販売　奥出雲町土地改良区		5/31/15		SB01G		ISPR原		326,000		326,000		326,000		24,500		301,500		92.48%		7.52%

		1		ＥＳ事 コト		U095017100		富士ｾﾞﾛｯｸｽ情報		1400092		文科省様 調査統計システム導入開発作業		8		文科省様 調査統計システム導入開発作業		4/7/15		TBS1		東北S1		237,300		237,300		237,300		0		237,300		100.00%		0.00%

		1		ＥＳ事 コト		U095017100		富士ｾﾞﾛｯｸｽ情報		1500005		新・審査登録業務支援システム開発		1		新・審査登録業務支援システム開発にかかわる諸経費		4/30/15		TBS1		東北S1		145,000		145,000		145,000		0		145,000		100.00%		0.00%

		1		ＥＳ事 コト		U095017100		富士ｾﾞﾛｯｸｽ情報		1500005		新・審査登録業務支援システム開発		6		JSA様新審査登録支援ｼｽﾃﾑ ﾏｽﾀｰ整備(ﾃﾞｰﾀ整備)		7/2/15		TBS1		東北S1		63,011		63,011		63,011		0		63,011		100.00%		0.00%

		1		ＥＳ事 コト		U095017100		富士ｾﾞﾛｯｸｽ情報		1500080		NECネッツSI様向け　教育支援システム導入(STEP2) 		2		NECネッツSI様向け　教育支援システム導入(STEP2) 		8/31/15		TBS1		東北S1		168,911		168,911		168,911		0		168,911		100.00%		0.00%

		1		ＥＳ事 コト		U095017100		富士ｾﾞﾛｯｸｽ情報		1500080		NECネッツSI様向け　教育支援システム導入(STEP2) 		3		NECネッツSI様向け　教育支援システム導入(STEP2) 		9/4/15		TBS1		東北S1		148,656		148,656		148,656		0		148,656		100.00%		0.00%

		1		ＥＳ事 コト		U095026300		ﾌｸﾀﾞ電子		1400395		ＣＶＷ：次期DynaBase調査支援作業		9		ＣＶＷ：CVW-7000 患者属性コネクション仕様変更		6/23/15		NJT21		Ｔ２１		120,000		120,000		120,000		0		120,000		100.00%		0.00%

		1		ＥＳ事 コト		U095026300		ﾌｸﾀﾞ電子		1400395		ＣＶＷ：次期DynaBase調査支援作業		11		ＣＶＷ：CVW-7000 岡谷市民病院患者属性連携特注開発		9/17/15		NJT21		Ｔ２１		280,000		280,000		280,000		0		280,000		100.00%		0.00%

		1		ＥＳ事 コト		U109000900		ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑﾈｯﾄ		1400557		P：ＫＦＣ　ＳＢギフト対応		6		P：２ｎｄディスプレイ複数動画表示対応		9/25/15		NJT21		Ｔ２１		70,000		70,000		70,000		0		70,000		100.00%		0.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095007200		沖電気工業		1400465		沖電気　消火器リサイクルWebシステム		99		沖電気　消火器リサイクルWebシステム（差額分計上）		4/1/15		NJJ31		Ｊ３１		180,625		180,625		180,625		0		180,625		100.00%		0.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500247		[NMSE]CB推アプリ試験		6		[NMSE]CB推アプリ試験 ﾛｯｸ関連評価( 6月)		6/30/15		NJT11		Ｔ１１		872,000		872,000		872,000		0		872,000		100.00%		0.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500247		[NMSE]CB推アプリ試験		7		[NMSE]CB推アプリ試験 新ﾄﾞｺﾓﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ評価( 6月)		6/30/15		NJT11		Ｔ１１		313,500		313,500		313,500		0		313,500		100.00%		0.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500263		[NMSE]カラダのキモチアプリ評価		0		[NMSE]カラダのキモチアプリ評価( 4月)		4/30/15		NJT11		Ｔ１１		342,500		342,500		342,500		0		342,500		100.00%		0.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500263		[NMSE]カラダのキモチアプリ評価		2		[NMSE]カラダのキモチアプリ評価( 6月)		6/30/15		NJT11		Ｔ１１		138,800		138,800		138,800		0		138,800		100.00%		0.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500263		[NMSE]カラダのキモチアプリ評価		4		[NMSE]カラダのキモチアプリ評価( 8月)		8/31/15		NJT11		Ｔ１１		138,800		138,800		138,800		0		138,800		100.00%		0.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500264		[NMSE]2015年度上期iBodymoｱﾌﾟﾘ試験		2		[NMSE]2015年度上期iBodymoｱﾌﾟﾘ試験( 6月)		6/30/15		NJT11		Ｔ１１		245,000		245,000		245,000		0		245,000		100.00%		0.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500265		[NMSE]KM見守りテストマーケ版評価		0		[NMSE]KM見守りテストマーケ版評価		4/30/15		NJT11		Ｔ１１		432,000		432,000		432,000		0		432,000		100.00%		0.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500265		[NMSE]KM見守りテストマーケ版評価		1		[NMSE]WMアプリ（2015年度）( 6月)		6/30/15		NJT11		Ｔ１１		172,400		172,400		172,400		0		172,400		100.00%		0.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500266		[NMSE]2015上期SL推アプリ試験		0		[NMSE]2015上期SL推アプリ試験(電話帳)( 4月)		4/30/15		NJT11		Ｔ１１		807,000		807,000		807,000		0		807,000		100.00%		0.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1500266		[NMSE]2015上期SL推アプリ試験		4		[NMSE]2015上期SL推アプリ試験(電話帳)( 8月)		8/31/15		NJT11		Ｔ１１		104,500		104,500		104,500		0		104,500		100.00%		0.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095010200		NTTﾃﾞｰﾀMSE		1400607		[NMSE]イエナカアプリ開発		0		[NMSE]イエナカアプリ開発		5/20/15		NJT12		Ｔ１２		650,000		650,000		650,000		0		650,000		100.00%		0.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095028800		富国生命保険		1400552		富国生命　診断書査定支援（2015年保守サポート）		3		富国生命　診断書査定支援（2015年保守サポート）04月		4/30/15		NJJ31		Ｊ３１		200,000		200,000		200,000		0		200,000		100.00%		0.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095028800		富国生命保険		1400552		富国生命　診断書査定支援（2015年保守サポート）		5		富国生命　診断書査定支援（2015年保守サポート）6月		6/30/15		NJJ31		Ｊ３１		200,000		200,000		200,000		0		200,000		100.00%		0.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U095028800		富国生命保険		1400552		富国生命　診断書査定支援（2015年保守サポート）		7		富国生命　診断書査定支援（2015年保守サポート）8月		8/31/15		NJJ31		Ｊ３１		200,000		200,000		200,000		0		200,000		100.00%		0.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U108001200		ﾄﾞｺﾓｼｽﾃﾑｽﾞ		1500276		[DCM]ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ鍵管理ｻｰﾊﾞ保守作業		0		[DCM]ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ鍵管理ｻｰﾊﾞ保守作業(4月)		4/30/15		NJT12		Ｔ１２		13,000		13,000		13,000		0		13,000		100.00%		0.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U108001200		ﾄﾞｺﾓｼｽﾃﾑｽﾞ		1500276		[DCM]ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ鍵管理ｻｰﾊﾞ保守作業		1		[DCM]ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ鍵管理ｻｰﾊﾞ保守作業(5月)		5/31/15		NJT12		Ｔ１２		13,000		13,000		13,000		0		13,000		100.00%		0.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U108001200		ﾄﾞｺﾓｼｽﾃﾑｽﾞ		1500276		[DCM]ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ鍵管理ｻｰﾊﾞ保守作業		2		[DCM]ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ鍵管理ｻｰﾊﾞ保守作業(6月)		6/30/15		NJT12		Ｔ１２		13,000		13,000		13,000		0		13,000		100.00%		0.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U108001200		ﾄﾞｺﾓｼｽﾃﾑｽﾞ		1500276		[DCM]ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ鍵管理ｻｰﾊﾞ保守作業		4		[DCM]ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ鍵管理ｻｰﾊﾞ保守作業(8月)		8/31/15		NJT12		Ｔ１２		13,000		13,000		13,000		0		13,000		100.00%		0.00%

		2		ＩＣＴ事 コト		U108001200		ﾄﾞｺﾓｼｽﾃﾑｽﾞ		1500276		[DCM]ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ鍵管理ｻｰﾊﾞ保守作業		5		[DCM]ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ鍵管理ｻｰﾊﾞ保守作業(9月)		9/30/15		NJT12		Ｔ１２		13,000		13,000		13,000		0		13,000		100.00%		0.00%

		3		ＦＳ事 コト		U095016401		ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽ		1500075		C-ITS Bestway		90		C-ITS Bestway 09月交通費		9/16/15		SBSS2		佐原S2		17,222		17,222		17,222		0		17,222		100.00%		0.00%

		3		ＦＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1500080		IBM　生産管理		90		IBM　生産管理 交通費		9/30/15		SBSS2		佐原S2		35,241		35,241		35,241		0		35,241		100.00%		0.00%

		3		ＦＳ事 コト		U109000500		生協ｺｰﾌﾟﾈｯﾄ		1500082		コープネット CNDB02保守		0		コープネット CNDB02保守 04月		4/20/15		SBSS2		佐原S2		40,000		40,000		40,000		0		40,000		100.00%		0.00%

		3		ＦＳ事 コト		U109000500		生協ｺｰﾌﾟﾈｯﾄ		1500082		コープネット CNDB02保守		1		コープネット CNDB02保守 05月		5/20/15		SBSS2		佐原S2		40,000		40,000		40,000		0		40,000		100.00%		0.00%

		3		ＦＳ事 コト		U109000500		生協ｺｰﾌﾟﾈｯﾄ		1500082		コープネット CNDB02保守		3		コープネット CNDB02保守 07月		7/20/15		SBSS2		佐原S2		40,000		40,000		40,000		0		40,000		100.00%		0.00%

		3		ＦＳ事 コト		U109000500		生協ｺｰﾌﾟﾈｯﾄ		1500082		コープネット CNDB02保守		4		コープネット CNDB02保守 08月		8/20/15		SBSS2		佐原S2		40,000		40,000		40,000		0		40,000		100.00%		0.00%

		3		ＦＳ事 コト		U109000500		生協ｺｰﾌﾟﾈｯﾄ		1500082		コープネット CNDB02保守		5		コープネット CNDB02保守 09月		9/20/15		SBSS2		佐原S2		40,000		40,000		40,000		0		40,000		100.00%		0.00%

		3		ＦＳ事 コト		U109000500		生協ｺｰﾌﾟﾈｯﾄ		1500083		コープネット JSK保守		0		コープネット JSK保守 04月		4/20/15		SBSS2		佐原S2		80,000		80,000		80,000		0		80,000		100.00%		0.00%

		3		ＦＳ事 コト		U109000500		生協ｺｰﾌﾟﾈｯﾄ		1500083		コープネット JSK保守		5		コープネット JSK保守 09月		9/20/15		SBSS2		佐原S2		80,000		80,000		80,000		0		80,000		100.00%		0.00%

		4		ＮＳ事 コト		U096005200		日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ		1500156		IBM)ＮＫひばりヘルプ		20		IBM)ＮＫひばりヘルプ		5/1/15		NJN23		Ｎ２３		255,000		255,000		255,000		0		255,000		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U097001600		ｼﾞｪｲｱｲ傷害火災		1500042		②【OS】JI傷害 ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ/NW運用（表･飯塚）		1		②【OS】ｼﾞｪｲｱｲ※九州支店出張費別請求分		4/15/15		EBCS		ＣＳ課		81,598		81,598		81,598		0		81,598		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U103002400		明治安田ｼｽﾃﾑﾃｸ		1400208		MIEL ASPサービス　明治安田システム・テクノロジー		3		MIEL ASPサービス　明治安田　04月～06月		6/1/15		SB01G		ISPR原		119,100		119,100		119,100		0		119,100		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U103002400		明治安田ｼｽﾃﾑﾃｸ		1400208		MIEL ASPサービス　明治安田システム・テクノロジー		4		MIEL ASPサービス　明治安田　07月～08月		8/1/15		SB01G		ISPR原		79,400		79,400		79,400		0		79,400		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U103002400		明治安田ｼｽﾃﾑﾃｸ		1500231		MIEL ASPサービス　明治安田システム・テクノロジー		0		MIEL ASPサービス　明治安田　09月		9/1/15		SB01G		ISPR原		40,152		40,152		40,152		0		40,152		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U106000100		えりーとあい		1500098		えりーとあい販売		0		えりーとあい年間利用料　知能教育センターうなかみ		5/31/15		SB01G		ISPR原		190,000		190,000		190,000		0		190,000		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U106000100		えりーとあい		1500098		えりーとあい販売		1		えりーとあい年間利用料　知能教育センターうなかみ		9/30/15		SB01G		ISPR原		10,000		10,000		10,000		0		10,000		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U106000500		NSSLCｻｰﾋﾞｽ		1400130		【NS】ネットワーク運用管理及び小規模構築		9		【NS】SE業務(3月分交通費)		4/30/15		EBCS		ＣＳ課		178,750		178,750		178,750		0		178,750		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U108000100		稲沢厚生病院		1500103		MIEL ASPサービス　稲沢厚生病院		0		MIEL ASPサービス　稲沢厚生病院　04月～06月		6/1/15		SB01G		ISPR原		71,528		71,528		71,528		0		71,528		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U108000100		稲沢厚生病院		1500103		MIEL ASPサービス　稲沢厚生病院		1		MIEL ASPサービス　稲沢厚生病院　07月～09月		9/1/15		SB01G		ISPR原		71,528		71,528		71,528		0		71,528		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U108000800		TJK		1400141		MIEL ASPサービス　TJK		11		MIEL ASPサービス　TJK　04月		4/1/15		SB01G		ISPR原		39,500		39,500		39,500		0		39,500		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U108000800		TJK		1500109		MIEL ASPサービス　TJK		0		MIEL ASPサービス　TJK　05月		5/1/15		SB01G		ISPR原		42,352		42,352		42,352		0		42,352		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U108000800		TJK		1500109		MIEL ASPサービス　TJK		1		MIEL ASPサービス　TJK　06月		6/1/15		SB01G		ISPR原		39,500		39,500		39,500		0		39,500		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U108000800		TJK		1500109		MIEL ASPサービス　TJK		2		MIEL ASPサービス　TJK　07月		7/1/15		SB01G		ISPR原		39,500		39,500		39,500		0		39,500		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U108000800		TJK		1500109		MIEL ASPサービス　TJK		3		MIEL ASPサービス　TJK　08月		8/1/15		SB01G		ISPR原		39,500		39,500		39,500		0		39,500		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U108000800		TJK		1500109		MIEL ASPサービス　TJK		4		MIEL ASPサービス　TJK　09月		9/1/15		SB01G		ISPR原		39,500		39,500		39,500		0		39,500		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U108001800		MIEL顧客販売		1500385		MIEL顧客向け販売プロジェクト		1		MIEL(明治安田ST)向け販売プロジェクト		9/30/15		NEEPJ		プ仕販		476,852		476,852		476,852		0		476,852		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U108002200		ﾕｳｼｭｳｹｱｻｰﾋﾞｽ		1400231		MIEL ASPサービス　ユウシュウケアサービス		2		MIEL ASPサービス　ユウシュウケア　04月～06月		6/1/15		SB01G		ISPR原		119,213		119,213		119,213		0		119,213		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U108002200		ﾕｳｼｭｳｹｱｻｰﾋﾞｽ		1400231		MIEL ASPサービス　ユウシュウケアサービス		3		MIEL ASPサービス　ユウシュウケア　07月～09月		9/1/15		SB01G		ISPR原		119,213		119,213		119,213		0		119,213		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U108002900		中島ｸﾘﾆｯｸ		1400259		MIEL ASPサービス　中島クリニック		1		MIEL ASPサービス　中島クリニック　04月～06月		6/1/15		SB01G		ISPR原		119,213		119,213		119,213		0		119,213		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U108002900		中島ｸﾘﾆｯｸ		1400259		MIEL ASPサービス　中島クリニック		2		MIEL ASPサービス　中島クリニック　07月～09月		9/1/15		SB01G		ISPR原		119,213		119,213		119,213		0		119,213		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U108003500		関東IT健保組合		1500104		MIEL ASPサービス　関東ITソフトウェア健康保険組合		0		MIEL ASPサービス　関東ITS健診センター　04月		4/1/15		SB01G		ISPR原		250,000		250,000		250,000		0		250,000		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U108003500		関東IT健保組合		1500104		MIEL ASPサービス　関東ITソフトウェア健康保険組合		1		MIEL ASPサービス　関東ITS健診センター　05月		5/1/15		SB01G		ISPR原		250,000		250,000		250,000		0		250,000		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U108003500		関東IT健保組合		1500104		MIEL ASPサービス　関東ITソフトウェア健康保険組合		2		MIEL ASPサービス　関東ITS健診センター　06月		6/1/15		SB01G		ISPR原		250,000		250,000		250,000		0		250,000		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U108003500		関東IT健保組合		1500104		MIEL ASPサービス　関東ITソフトウェア健康保険組合		3		MIEL ASPサービス　関東ITS健診センター　07月		7/1/15		SB01G		ISPR原		250,000		250,000		250,000		0		250,000		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U108003500		関東IT健保組合		1500104		MIEL ASPサービス　関東ITソフトウェア健康保険組合		4		MIEL ASPサービス　関東ITS健診センター　08月		8/1/15		SB01G		ISPR原		250,000		250,000		250,000		0		250,000		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U108003500		関東IT健保組合		1500104		MIEL ASPサービス　関東ITソフトウェア健康保険組合		5		MIEL ASPサービス　関東ITS健診センター　09月		9/1/15		SB01G		ISPR原		250,000		250,000		250,000		0		250,000		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U108003500		関東IT健保組合		1500105		MIEL ASPサービス　関東ITS健保組合　保健指導支援室		0		MIEL ASPサービス　関東ITS支援室　04月～06月		6/1/15		SB01G		ISPR原		119,213		119,213		119,213		0		119,213		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U108003500		関東IT健保組合		1500105		MIEL ASPサービス　関東ITS健保組合　保健指導支援室		1		MIEL ASPサービス　関東ITS支援室　07月～09月		9/1/15		SB01G		ISPR原		119,213		119,213		119,213		0		119,213		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U109003000		iPhone販売		1500101		iPhoneアプリ販売		0		iPhoneアプリ販売　04月売上		4/30/15		SB01G		ISPR原		1,678		1,678		1,678		0		1,678		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U109003000		iPhone販売		1500101		iPhoneアプリ販売		1		iPhoneアプリ販売　05月売上		5/31/15		SB01G		ISPR原		1,475		1,475		1,475		0		1,475		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U109003000		iPhone販売		1500101		iPhoneアプリ販売		2		iPhoneアプリ販売　06月売上		6/30/15		SB01G		ISPR原		3,163		3,163		3,163		0		3,163		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U109003000		iPhone販売		1500101		iPhoneアプリ販売		3		iPhoneアプリ販売　07月売上		7/31/15		SB01G		ISPR原		1,482		1,482		1,482		0		1,482		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U109003000		iPhone販売		1500101		iPhoneアプリ販売		4		iPhoneアプリ販売　08月売上		8/31/15		SB01G		ISPR原		1,351		1,351		1,351		0		1,351		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U109003000		iPhone販売		1500101		iPhoneアプリ販売		5		iPhoneアプリ販売　09月売上		9/30/15		SB01G		ISPR原		1,730		1,730		1,730		0		1,730		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U109003000		iPhone販売		1500102		iAdモバイル広告		0		iAdモバイル広告　04月売上		4/30/15		SB01G		ISPR原		429		429		429		0		429		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U109003000		iPhone販売		1500102		iAdモバイル広告		1		iAdモバイル広告　05月売上		5/31/15		SB01G		ISPR原		587		587		587		0		587		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U109003000		iPhone販売		1500102		iAdモバイル広告		2		iAdモバイル広告　06月売上		6/30/15		SB01G		ISPR原		1,829		1,829		1,829		0		1,829		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U109003000		iPhone販売		1500102		iAdモバイル広告		3		iAdモバイル広告　07月売上		7/31/15		SB01G		ISPR原		511		511		511		0		511		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U109003000		iPhone販売		1500102		iAdモバイル広告		4		iAdモバイル広告　08月売上		8/31/15		SB01G		ISPR原		491		491		491		0		491		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U109003000		iPhone販売		1500102		iAdモバイル広告		5		iAdモバイル広告　09月売上		9/30/15		SB01G		ISPR原		571		571		571		0		571		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U110000700		ｸﾞｰｸﾞﾙ		1500225		Androidアプリ販売		0		Androidアプリ販売　08月売上		8/31/15		SB01G		ISPR原		538		538		538		0		538		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U111001100		日新		1500256		NICE営業物語 ソフトウェア年間保守料（日新向け）		0		NICE営業物語 ソフトウェア年間保守料（４月分）		4/30/15		NEEPJ		プ仕販		66,667		66,667		66,667		0		66,667		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U111001100		日新		1500256		NICE営業物語 ソフトウェア年間保守料（日新向け）		1		NICE営業物語 ソフトウェア年間保守料（５月分）		5/31/15		NEEPJ		プ仕販		66,667		66,667		66,667		0		66,667		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U111001100		日新		1500256		NICE営業物語 ソフトウェア年間保守料（日新向け）		2		NICE営業物語 ソフトウェア年間保守料（６月分）		6/30/15		NEEPJ		プ仕販		66,667		66,667		66,667		0		66,667		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U111001100		日新		1500256		NICE営業物語 ソフトウェア年間保守料（日新向け）		3		NICE営業物語 ソフトウェア年間保守料（７月分）		7/31/15		NEEPJ		プ仕販		66,667		66,667		66,667		0		66,667		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U111001100		日新		1500256		NICE営業物語 ソフトウェア年間保守料（日新向け）		4		NICE営業物語 ソフトウェア年間保守料（８月分）		8/31/15		NEEPJ		プ仕販		66,667		66,667		66,667		0		66,667		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U111001100		日新		1500256		NICE営業物語 ソフトウェア年間保守料（日新向け）		5		NICE営業物語 ソフトウェア年間保守料（９月分）		9/30/15		NEEPJ		プ仕販		66,667		66,667		66,667		0		66,667		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U111002100		ｼﾞｪｲｴﾑｼｰ		1500108		MIEL ASPサービス　ジェイエムシー		0		MIEL ASPサービス　JMC　04月		4/1/15		SB01G		ISPR原		20,000		20,000		20,000		0		20,000		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U111002100		ｼﾞｪｲｴﾑｼｰ		1500108		MIEL ASPサービス　ジェイエムシー		1		MIEL ASPサービス　JMC　05月		5/1/15		SB01G		ISPR原		20,000		20,000		20,000		0		20,000		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U111002100		ｼﾞｪｲｴﾑｼｰ		1500108		MIEL ASPサービス　ジェイエムシー		2		MIEL ASPサービス　JMC　06月		6/1/15		SB01G		ISPR原		20,000		20,000		20,000		0		20,000		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U111002100		ｼﾞｪｲｴﾑｼｰ		1500108		MIEL ASPサービス　ジェイエムシー		3		MIEL ASPサービス　JMC　07月		7/1/15		SB01G		ISPR原		20,000		20,000		20,000		0		20,000		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U111002100		ｼﾞｪｲｴﾑｼｰ		1500108		MIEL ASPサービス　ジェイエムシー		4		MIEL ASPサービス　JMC　08月		8/1/15		SB01G		ISPR原		20,000		20,000		20,000		0		20,000		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U111002100		ｼﾞｪｲｴﾑｼｰ		1500108		MIEL ASPサービス　ジェイエムシー		5		MIEL ASPサービス　JMC　09月		9/1/15		SB01G		ISPR原		20,000		20,000		20,000		0		20,000		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U112003500		日本ﾃｸﾄ		1500258		MediPacママレンタル		0		MediPacママレンタル（3月分）		4/30/15		NEEPJ		プ仕販		33,600		33,600		33,600		0		33,600		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U112003500		日本ﾃｸﾄ		1500258		MediPacママレンタル		1		MediPacママレンタル（4月分）		5/31/15		NEEPJ		プ仕販		31,500		31,500		31,500		0		31,500		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U113001300		鉾田土地		1500110		会計カスタマイズ　鉾田土地改良区		0		会計カスタマイズ　鉾田土地改良区		4/17/15		SB01G		ISPR原		40,000		40,000		40,000		0		40,000		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U113004700		京西ﾃｸﾉｽ		1500259		京西グループ販売管理システム年間保守		0		京西グループ販売管理システム年間保守（4月分7/12）		4/30/15		NEEPS		プＳＩ		88,300		88,300		88,300		0		88,300		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U113004700		京西ﾃｸﾉｽ		1500259		京西グループ販売管理システム年間保守		1		京西グループ販売管理システム年間保守（5月分8/12）		5/31/15		NEEPS		プＳＩ		88,300		88,300		88,300		0		88,300		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U113004700		京西ﾃｸﾉｽ		1500259		京西グループ販売管理システム年間保守		2		京西グループ販売管理システム年間保守（6月分9/12）		6/30/15		NEEPS		プＳＩ		88,300		88,300		88,300		0		88,300		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U113004700		京西ﾃｸﾉｽ		1500259		京西グループ販売管理システム年間保守		3		京西グループ販売管理システム年間保守（7月分10/12）		7/31/15		NEEPS		プＳＩ		88,300		88,300		88,300		0		88,300		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U113004700		京西ﾃｸﾉｽ		1500259		京西グループ販売管理システム年間保守		4		京西グループ販売管理システム年間保守（8月分11/12）		8/31/15		NEEPS		プＳＩ		88,300		88,300		88,300		0		88,300		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U113004700		京西ﾃｸﾉｽ		1500259		京西グループ販売管理システム年間保守		5		京西グループ販売管理システム年間保守（9月分12/12）		9/30/15		NEEPS		プＳＩ		88,300		88,300		88,300		0		88,300		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U113004700		京西ﾃｸﾉｽ		1500288		統合基幹システムハードウェアリプレース対応作業		0		統合基幹システムハードウェアリプレース対応作業		7/10/15		NEEPS		プＳＩ		900,000		900,000		900,000		0		900,000		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U113004900		員弁川第二土地		1500205		会計カスタマイズ　員弁川用水第二土地改良区		0		会計カスタマイズ　員弁川用水第二土地改良区		6/17/15		SB01G		ISPR原		30,000		30,000		30,000		0		30,000		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U114001600		ｷｬｯﾂ		1500257		TERASロイヤルティ		0		TERASロイヤルティ（2015年1月-3月分）		4/1/15		NEEPJ		プ仕販		245,846		245,846		245,846		0		245,846		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U114001600		ｷｬｯﾂ		1500257		TERASロイヤルティ		1		TERASロイヤルティ（2015年4月-6月分）		7/31/15		NEEPJ		プ仕販		23,538		23,538		23,538		0		23,538		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U114003100		美田東部土地		1500242		賦課金販売　小山市美田東部土地改良区		0		賦課金販売　小山市美田東部土地改良区		9/30/15		SB01G		ISPR原		468,000		468,000		468,000		0		468,000		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U114003600		富良野土地		1400260		会計販売　富良野土地改良区		0		会計販売　富良野土地改良区		4/10/15		SB01G		ISPR原		300,000		300,000		300,000		0		300,000		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U114004100		石狩土地		1500241		出納例月検査書販売　石狩土地改良区		0		出納例月検査書販売　石狩土地改良区		9/21/15		SB01G		ISPR原		25,000		25,000		25,000		0		25,000		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U115000400		明治大分土地		1500114		会計販売　明治大分水路土地改良区		0		会計販売　明治大分水路土地改良区		4/17/15		SB01G		ISPR原		300,000		300,000		300,000		0		300,000		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U115000500		鮎屋川土地		1500111		会計販売　兵庫県鮎屋川土地改良区		0		会計販売　兵庫県鮎屋川土地改良区		4/30/15		SB01G		ISPR原		300,000		300,000		300,000		0		300,000		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U115000600		北淡路土地 		1500113		会計販売　北淡路土地改良区		0		会計販売　北淡路土地改良区		4/30/15		SB01G		ISPR原		300,000		300,000		300,000		0		300,000		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U115000700		兵庫県東播土地		1500112		会計販売　兵庫県東播土地改良区		0		会計販売　兵庫県東播土地改良区		4/10/15		SB01G		ISPR原		300,000		300,000		300,000		0		300,000		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U115001000		母畑地区土地		1500180		賦課金カスタマイズ　母畑地区土地改良区		0		賦課金販売　母畑地区土地改良区		6/19/15		SB01G		ISPR原		700,000		700,000		700,000		0		700,000		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U115001200		空知川上流土地		1500192		会計販売　空知川上流土地改良区		0		会計販売　空知川上流土地改良区		5/20/15		SB01G		ISPR原		300,000		300,000		300,000		0		300,000		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U115001500		新丹谷土地		1500208		会計販売　新丹谷土地改良区		0		会計販売　新丹谷土地改良区		6/23/15		SB01G		ISPR原		300,000		300,000		300,000		0		300,000		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U115001600		庄川上流土地		1500221		会計販売　庄川上流用水土地改良区		0		会計販売　庄川上流用水土地改良区		8/31/15		SB01G		ISPR原		270,000		270,000		270,000		0		270,000		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U115001700		庄東用水土地		1500220		会計販売　庄東用水土地改良区		0		会計販売　庄東用水土地改良区		8/31/15		SB01G		ISPR原		270,000		270,000		270,000		0		270,000		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U115002000		小矢部川土地		1500235		会計販売　小矢部川上流用水土地改良区		0		会計販売　小矢部川上流用水土地改良区		9/30/15		SB01G		ISPR原		270,000		270,000		270,000		0		270,000		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U115002100		空知土地		1500236		会計販売　空知土地改良区		0		会計販売　空知土地改良区		9/15/15		SB01G		ISPR原		300,000		300,000		300,000		0		300,000		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U115002100		空知土地		1500236		会計販売　空知土地改良区		1		出納例月検査書販売　空知土地改良区		9/15/15		SB01G		ISPR原		25,000		25,000		25,000		0		25,000		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U115002200		多度志土地		1500237		会計販売　多度志土地改良区		0		会計販売　多度志土地改良区		9/17/15		SB01G		ISPR原		300,000		300,000		300,000		0		300,000		100.00%		0.00%

		5		その他 タ		U115002200		多度志土地		1500237		会計販売　多度志土地改良区		1		出納例月検査書販売　多度志土地改良区		9/17/15		SB01G		ISPR原		25,000		25,000		25,000		0		25,000		100.00%		0.00%

																								7,633,258,965		7,633,258,965		7,633,258,965		6,041,184,711		1,592,074,244		20.86%		79.14%







copyright (c) 2016 NID all right reserved 

連結貸借対照表 /連結CF 

8 

（単位：百万円）

キャッシュ・フロー計算書
2015年
4－9月

2016年
4－9月

営業活動によるＣＦ 105 576

投資活動によるＣＦ △ 29 △ 155

財務活動によるＣＦ △ 179 △ 191

現金及び現金同等物期末残高 6,170 6,703

未払消費税等の増減額　　　　　　　　 　△45（△274）

投資有価証券の取得による支出　 　　　　△298（△496）
投資有価証券の売却及び償還による収入 　＋203（＋493）

配当金の支払額　　　　　 　　　　　　　△188（△176）

主な増減要因（カッコ内は前期数値）

（単位：百万円）

貸借対照表
2016年
３月末

2016年
９月末

増減額 主な増減要因

流動資産合計 10,268 10,396 +128
現金及び預金　　　　　＋229
仕掛品　　　　　　　　+262
受取手形及び売掛金　　△297

固定資産合計 3,857 4,017 +159

資産合計 14,126 14,413 +287

負債合計 5,083 4,993 △90

純資産合計 9,042 9,420 +378 利益剰余金　　　　　＋385

負債純資産合計 14,126 14,413 +287


2017年３月期第２四半期決算の概況

																		（単位：円） タンイ エン

										2016年3月期
第２四半期 ネン ガツキ ダイ シ ハンキ				2017年3月期
第２四半期 ネン ガツキ ダイ シ ハンキ				前期比 ゼンキ ヒ

						売上高 ウリアゲ ダカ				8,154,232,273				8,247,553,141				1.14%

						営業利益 エイギョウ リエキ				557,738,852				753,182,873				35.04%

										6.84%				9.13%

						経常利益 ケイジョウ リエキ				669,807,036				806,957,815				20.48%

										8.21%				9.78%

						親会社株式に帰属する
当期純利益 オヤガイシャ カブシキ キゾク トウキ ジュンリエキ				464,758,834				538,820,333				15.94%

										5.70%				6.53%



																		（単位：百万円） タンイ ヒャク マンエン

										2016年3月期
第２四半期 ネン ガツキ ダイ シ ハンキ				2017年3月期
第２四半期 ネン ガツキ ダイ シ ハンキ				前期比 ゼンキ ヒ

						売上高 ウリアゲ ダカ				8,154				8,247				+1.1％

						営業利益 エイギョウ リエキ				557				753				+35.0％

										(6.8%)				(9.1%)

						経常利益 ケイジョウ リエキ				669				806				+20.5％

										(8.2%)				(9.8%)

						親会社株主に帰属する
四半期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク シ ハンキ ジュンリエキ				464				538				+15.9％

										(5.7%)				(6.5%)





連結貸借対照表　連結ＣＦ

																						（単位：円） タンイ エン

						貸借対照表 タイシャク タイショウヒョウ				２０１６年
３月末 ネン ガツマツ				２０16年
９月末 ネン ガツ マツ				増減額 ゾウゲン ガク				主な増減要因 オモ ゾウゲン ヨウイン

						流動資産合計 リュウドウ シサン ゴウケイ				10,268,478,722				10,396,584,358				128,105,636

						固定資産合計 コテイ シサン ゴウケイ				3,857,805,104				4,017,398,517				159,593,413

						資産合計 シサン ゴウケイ				14,126,283,826				14,413,982,875				287,699,049

						負債合計 フサイ ゴウケイ				5,083,908,798				4,993,520,006				(90,388,792)

						純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ				9,042,375,028				9,420,462,869				378,087,841

						負債純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ				14,126,283,826				14,413,982,875				287,699,049

						キャッシュ・フロー計算書 ケイサンショ				2015年
4－9月 ネン ガツ				2016年
4－9月 ネン ガツ				主な増減要因（カッコ内は前期数値） オモ ゾウゲン ヨウイン ナイ ゼンキ スウチ

						営業活動によるＣＦ エイギョウ カツドウ				105,538,000				576,099,000

						投資活動によるＣＦ トウシ カツドウ				(29,453,000)				(155,221,000)

						財務活動によるＣＦ ザイム カツドウ				(179,026,000)				(191,549,000)

						現金及び現金同等物期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ				6,170,202,000				6,703,501,000



																						（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

						貸借対照表 タイシャク タイショウヒョウ				２０１６年
３月末 ネン ガツマツ				２０16年
９月末 ネン ガツ マツ				増減額 ゾウゲン ガク				主な増減要因 オモ ゾウゲン ヨウイン

						流動資産合計 リュウドウ シサン ゴウケイ				10,268				10,396				+128				現金及び預金　　　　　＋229
仕掛品　　　　　　　　+262
受取手形及び売掛金　　△297 ゲンキン オヨ ヨキン シカカリ ヒン ウケトリ テガタ オヨ ウリカケ キン

						固定資産合計 コテイ シサン ゴウケイ				3,857				4,017				+159

						資産合計 シサン ゴウケイ				14,126				14,413				+287

						負債合計 フサイ ゴウケイ				5,083				4,993				△90

						純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ				9,042				9,420				+378				利益剰余金　　　　　＋385 リエキ ジョウヨキン

						負債純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ				14,126				14,413				+287

																						（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

						キャッシュ・フロー計算書 ケイサンショ				2015年
4－9月 ネン ガツ				2016年
4－9月 ネン ガツ				主な増減要因（カッコ内は前期数値） オモ ゾウゲン ヨウイン ナイ ゼンキ スウチ

						営業活動によるＣＦ エイギョウ カツドウ				105				576				未払消費税等の増減額　　　　　　　　 　△45（△274） ミハライ ショウヒゼイ トウ ゾウゲンガク ショウガク

						投資活動によるＣＦ トウシ カツドウ				△ 29				△ 155				投資有価証券の取得による支出　 　　　　△298（△496）
投資有価証券の売却及び償還による収入 　＋203（＋493） トウシ ユウカ ショウケン シュトク シシュツ バイキャク オヨ ショウカン シュウニュウ

						財務活動によるＣＦ ザイム カツドウ				△ 179				△ 191				配当金の支払額　　　　　 　　　　　　　△188（△176） ハイトウキン シハラ ガク

						現金及び現金同等物期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ				6,170				6,703





ｾｸﾞﾒﾝﾄ_2017年3月期_2Q実績

																				（単位：円） タンイ エン

						セグメント名 メイ		２０１6年３月期
第2四半期 ネン ガツキ ダイ シ ハンキ				２０１７年３月期
第2四半期 ネン ガツキ ダイ シ ハンキ				前期比 ゼンキ ヒ				営業
利益率 エイギョウ リエキ リツ

								売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ

						エンベデッド
ソリューション事業 ジギョウ		1,563,233,918		156,068,386		1,280,041,574		69,947,387		-18.12%		-55.18%		5.46%

						ＩＣＴ
イノベーション事業 ジギョウ		1,424,341,430		20,850,124		1,663,585,306		140,140,669		16.80%		572.13%		8.42%

						フィナンシャル
システム事業 ジギョウ		2,012,550,562		243,165,792		2,029,805,932		277,972,718		0.86%		14.31%		13.69%

						ネットワーク
ソリューション事業 ジギョウ		2,428,202,518		174,723,946		2,532,564,963		229,663,605		4.30%		31.44%		9.07%

						データソリューション
プロダクト
人材派遣 ジンザイ ハケン		725,903,845		(38,372,479)		741,555,366		23,217,008		2.16%		－		3.13%

						連結計 レンケツ ケイ		8,154,232,273		557,738,852		8,247,553,141		753,182,873		1.14%		35.04%		9.13%

																				（単位：百万円） タンイ ヒャクマン エン

						セグメント名 メイ		２０１6年３月期
第2四半期 ネン ガツキ ダイ シ ハンキ				２０１７年３月期
第2四半期 ネン ガツキ ダイ シ ハンキ				前期比 ゼンキ ヒ				営業
利益率 エイギョウ リエキ リツ

								売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ

						エンベデッド
ソリューション事業 ジギョウ		1,563		156		1,280		69		△18.1%		△55.2％		5.5%

						ＩＣＴ
イノベーション事業 ジギョウ		1,424		20		1,663		140		+16.8%		+572.1％		8.4%

						フィナンシャル
システム事業 ジギョウ		2,012		243		2,029		277		+0.9%		+14.3％		13.7%

						ネットワーク
ソリューション事業 ジギョウ		2,428		174		2,532		229		+4.3％		+31.4％		9.1%

						データソリューション
プロダクト
人材派遣 ジンザイ ハケン		725		△ 38		741		23		+2.2％		－		3.1%

						連結計 レンケツ ケイ		8,154		557		8,247		753		+1.1％		+35.0％		9.1%





ｾｸﾞﾒﾝﾄ_2017年3月期_通期計画

																				（単位：円） タンイ エン

						セグメント名 メイ		２０１6年３月期
実績 ネン ガツキ ジッセキ				２０１７年３月期
計画 ネン ガツキ ケイカク				前期比 ゼンキ ヒ				営業
利益率 エイギョウ リエキ リツ

								売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ

						エンベデッド
ソリューション事業 ジギョウ		3,241,120,207		379,574,925		2,947,041,574		232,521,580		-9.07%		-38.74%		7.89%

						ＩＣＴ
イノベーション事業 ジギョウ		3,150,303,023		242,800,105		3,700,585,306		373,759,116		17.47%		53.94%		10.10%

						フィナンシャル
システム事業 ジギョウ		4,256,358,255		595,697,854		4,201,305,932		495,754,100		-1.29%		-16.78%		11.80%

						ネットワーク
ソリューション事業 ジギョウ		4,911,385,716		377,287,138		5,100,564,963		407,535,141		3.85%		8.02%		7.99%

						データソリューション
プロダクト
人材派遣 ジンザイ ハケン		1,543,525,845		(6,451,594)		1,550,555,366		53,959,327		0.46%		－		3.48%

						連結計 レンケツ ケイ		17,102,693,046		1,544,636,455		17,500,053,141		1,575,770,749		2.32%		2.02%		9.00%

																				（単位：百万円） タンイ ヒャクマン エン

						セグメント名 メイ		２０１6年３月期
実績 ネン ガツキ ジッセキ				２０１７年３月期
計画 ネン ガツキ ケイカク				前期比 ゼンキ ヒ				営業
利益率 エイギョウ リエキ リツ

								売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ

						エンベデッド
ソリューション事業 ジギョウ		3,241		379		2,947		232		△9.1%		△38.4％		7.9%

						ＩＣＴ
イノベーション事業 ジギョウ		3,150		242		3,701		373		+17.5%		+53.9％		10.1％

						フィナンシャル
システム事業 ジギョウ		4,256		595		4,201		495		△1.3%		△16.8％		11.8%

						ネットワーク
ソリューション事業 ジギョウ		4,911		377		5,101		407		+3.9％		+8.0%		8.0％

						データソリューション
プロダクト
人材派遣 ジンザイ ハケン		1,543		△ 6		1,550		53		+0.5％		－		3.5％

						連結計 レンケツ ケイ		17,102		1,544		17,500		1,575		+2.3％		+2.0％		9.0%





主要な経営指標推移

																						（単位：百万円） タンイ ヒャクマン エン

						12年３月期 ネン ガツキ		13年３月期 ネン ガツキ		14年３月期 ネン ガツキ		15年３月期 ネン ガツキ		16年３月期 ネン ガツキ		17年3月期
（計画） ネン ガツキ ケイカク				16年３月期
第2四半期 ネン ガツキ ダイ シ ハンキ		17年３月期
第2四半期 ネン ガツキ ダイ シ ハンキ						H16年3月期２Ｑ ネン ガツキ		H17年3月期２Ｑ ネン ガツキ

				売上高 ウリアゲ ダカ		14,824		15,531		16,119		16,228		17,102		17,500				8,154		8,247						8,154,232,273		8,247,553,141

				　伸　長　率 シン ナガ リツ		(1.3)		(4.8)		(3.8)		(0.7)		(5.4)		(2.3)				(4.9)		(1.1)								1.14%

				営業利益 エイギョウ リエキ		871		1,011		1,441		1,415		1,544		1,575				557		753						557,738,852		753,182,873

				　率（対売上高） リツ タイ ウリアゲ ダカ		(5.9)		(6.5)		(8.9)		(8.7)		(9.0)		(9.0)				(6.8)		(9.1)						6.84%		9.13%

				　伸　長　率 シン ナガ リツ		(△6.8)		(16.2)		(42.4)		(△1.8)		(9.1)		(2.0)				(△17.7)		(35.0)								35.04%

				経常利益 ケイジョウ リエキ		899		1,090		1,500		1,558		1,717		1,675				669		806						669,807,036		806,957,815

				親会社株主に帰属する
当期（四半期）純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ シ ハンキ ジュンリエキ		328		585		646		791		957		1,150				464		538						464,758,834		538,820,333

				　率（対売上高） リツ タイ ウリアゲ ダカ		(2.2)		(3.8)		(4.0)		(4.9)		(5.6)		(6.6)				(5.7)		(6.5)						5.70%		6.53%

				　伸　長　率 シン ナガ リツ		(△26.5)		(78.1)		(10.4)		(22.3)		(21.0)		(20.2)				(9.9)		(15.9)								15.94%

				１株あたり当期
（四半期）純利益（ＥＰＳ） カブ トウキ シ ハンキ ジュンリエキ		86.89		154.77		170.86		209.00		252.82		303.80				122.77		142.34								142.34

				純資産 ジュンシサン		6,264		6,929		7,386		7,348		9,042						8,492		9,420

				株主資本利益率（ＲＯＥ） カブヌシ シホン リエキ リツ		5.3		8.9		9.0		10.2		11.0

				１株あたり配当額 カブ ハイトウ ガク		5.3		8.9		45円 エン		47円 エン		50円 エン		50円 エン










2017年３月期第２四半期決算の概況

																		（単位：円） タンイ エン

										2016年3月期
第２四半期 ネン ガツキ ダイ シ ハンキ				2017年3月期
第２四半期 ネン ガツキ ダイ シ ハンキ				前期比 ゼンキ ヒ

						売上高 ウリアゲ ダカ				8,154,232,273				8,247,553,141				1.14%

						営業利益 エイギョウ リエキ				557,738,852				753,182,873				35.04%

										6.84%				9.13%

						経常利益 ケイジョウ リエキ				669,807,036				806,957,815				20.48%

										8.21%				9.78%

						親会社株式に帰属する
当期純利益 オヤガイシャ カブシキ キゾク トウキ ジュンリエキ				464,758,834				538,820,333				15.94%

										5.70%				6.53%



																		（単位：百万円） タンイ ヒャク マンエン

										2016年3月期
第２四半期 ネン ガツキ ダイ シ ハンキ				2017年3月期
第２四半期 ネン ガツキ ダイ シ ハンキ				前期比 ゼンキ ヒ

						売上高 ウリアゲ ダカ				8,154				8,247				+1.1％

						営業利益 エイギョウ リエキ				557				753				+35.0％

										(6.8%)				(9.1%)

						経常利益 ケイジョウ リエキ				669				806				+20.5％

										(8.2%)				(9.8%)

						親会社株式に帰属する
四半期純利益 オヤガイシャ カブシキ キゾク シ ハンキ ジュンリエキ				464				538				+15.9％

										(5.7%)				(6.5%)





連結貸借対照表　連結ＣＦ

																						（単位：円） タンイ エン

						貸借対照表 タイシャク タイショウヒョウ				２０１６年
３月末 ネン ガツマツ				２０16年
９月末 ネン ガツ マツ				増減額 ゾウゲン ガク				主な増減要因 オモ ゾウゲン ヨウイン

						流動資産合計 リュウドウ シサン ゴウケイ				10,268,478,722				10,396,584,358				128,105,636

						固定資産合計 コテイ シサン ゴウケイ				3,857,805,104				4,017,398,517				159,593,413

						資産合計 シサン ゴウケイ				14,126,283,826				14,413,982,875				287,699,049

						負債合計 フサイ ゴウケイ				5,083,908,798				4,993,520,006				(90,388,792)

						純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ				9,042,375,028				9,420,462,869				378,087,841

						負債純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ				14,126,283,826				14,413,982,875				287,699,049

						キャッシュ・フロー計算書 ケイサンショ				2015年
4－9月 ネン ガツ				2016年
4－9月 ネン ガツ				主な増減要因（カッコ内は前期数値） オモ ゾウゲン ヨウイン ナイ ゼンキ スウチ

						営業活動によるＣＦ エイギョウ カツドウ				105,538,000				576,099,000

						投資活動によるＣＦ トウシ カツドウ				(29,453,000)				(155,221,000)

						財務活動によるＣＦ ザイム カツドウ				(179,026,000)				(191,549,000)

						現金及び現金同等物期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ				6,170,202,000				6,703,501,000



																						（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

						貸借対照表 タイシャク タイショウヒョウ				2016年
３月末 ネン ガツマツ				2016年
９月末 ネン ガツ マツ				増減額 ゾウゲン ガク				主な増減要因 オモ ゾウゲン ヨウイン

						流動資産合計 リュウドウ シサン ゴウケイ				10,268				10,396				+128				現金及び預金　　　　　＋229
仕掛品　　　　　　　　+262
受取手形及び売掛金　　△297 ゲンキン オヨ ヨキン シカカリ ヒン ウケトリ テガタ オヨ ウリカケ キン

						固定資産合計 コテイ シサン ゴウケイ				3,857				4,017				+159

						資産合計 シサン ゴウケイ				14,126				14,413				+287

						負債合計 フサイ ゴウケイ				5,083				4,993				△90

						純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ				9,042				9,420				+378				利益剰余金　　　　　＋385 リエキ ジョウヨキン

						負債純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ				14,126				14,413				+287

																						（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

						キャッシュ・フロー計算書 ケイサンショ				2015年
4－9月 ネン ガツ				2016年
4－9月 ネン ガツ				主な増減要因（カッコ内は前期数値） オモ ゾウゲン ヨウイン ナイ ゼンキ スウチ

						営業活動によるＣＦ エイギョウ カツドウ				105				576				未払消費税等の増減額　　　　　　　　 　△45（△274） ミハライ ショウヒゼイ トウ ゾウゲンガク ショウガク

						投資活動によるＣＦ トウシ カツドウ				△ 29				△ 155				投資有価証券の取得による支出　 　　　　△298（△496）
投資有価証券の売却及び償還による収入 　＋203（＋493） トウシ ユウカ ショウケン シュトク シシュツ バイキャク オヨ ショウカン シュウニュウ

						財務活動によるＣＦ ザイム カツドウ				△ 179				△ 191				配当金の支払額　　　　　 　　　　　　　△188（△176） ハイトウキン シハラ ガク

						現金及び現金同等物期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ				6,170				6,703





ｾｸﾞﾒﾝﾄ_2017年3月期_2Q実績

																				（単位：円） タンイ エン

						セグメント名 メイ		２０１6年３月期
第2四半期 ネン ガツキ ダイ シ ハンキ				２０１７年３月期
第2四半期 ネン ガツキ ダイ シ ハンキ				前期比 ゼンキ ヒ				営業
利益率 エイギョウ リエキ リツ

								売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ

						エンベデッド
ソリューション事業 ジギョウ		1,563,233,918		156,068,386		1,280,041,574		69,947,387		-18.12%		-55.18%		5.46%

						ＩＣＴ
イノベーション事業 ジギョウ		1,424,341,430		20,850,124		1,663,585,306		140,140,669		16.80%		572.13%		8.42%

						フィナンシャル
システム事業 ジギョウ		2,012,550,562		243,165,792		2,029,805,932		277,972,718		0.86%		14.31%		13.69%

						ネットワーク
ソリューション事業 ジギョウ		2,428,202,518		174,723,946		2,532,564,963		229,663,605		4.30%		31.44%		9.07%

						データソリューション
プロダクト
人材派遣 ジンザイ ハケン		725,903,845		(38,372,479)		741,555,366		23,217,008		2.16%		160.50%		3.13%

						連結計 レンケツ ケイ		8,154,232,273		557,738,852		8,247,553,141		753,182,873		1.14%		35.04%		9.13%

																				（単位：百万円） タンイ ヒャクマン エン

						セグメント名 メイ		２０１6年３月期
第2四半期 ネン ガツキ ダイ シ ハンキ				２０１７年３月期
第2四半期 ネン ガツキ ダイ シ ハンキ				前期比 ゼンキ ヒ				営業
利益率 エイギョウ リエキ リツ

								売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ

						エンベデッド
ソリューション事業 ジギョウ		1,563		156		1,280		69		△18.1%		△55.2％		5.5%

						ＩＣＴ
イノベーション事業 ジギョウ		1,424		20		1,663		140		+16.8%		+572.1％		8.4%

						フィナンシャル
システム事業 ジギョウ		2,012		243		2,029		277		+0.9%		+14.3％		13.7%

						ネットワーク
ソリューション事業 ジギョウ		2,428		174		2,532		229		+4.3％		+31.4％		9.1%

						その他事業 タ ジギョウ		725		△ 38		741		23		+2.2％		+160.5％		3.1%

						連結計 レンケツ ケイ		8,154		557		8,247		753		+1.1％		+35.0％		9.1%





ｾｸﾞﾒﾝﾄ_2017年3月期_通期計画

																				（単位：円） タンイ エン

						セグメント名 メイ		２０１6年３月期
実績 ネン ガツキ ジッセキ				２０１７年３月期
計画 ネン ガツキ ケイカク				前期比 ゼンキ ヒ				営業
利益率 エイギョウ リエキ リツ

								売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ

						エンベデッド
ソリューション事業 ジギョウ		3,241,120,207		379,574,925		2,947,041,574		232,521,580		-9.07%		-38.74%		7.89%

						ＩＣＴ
イノベーション事業 ジギョウ		3,150,303,023		242,800,105		3,700,585,306		373,759,116		17.47%		53.94%		10.10%

						フィナンシャル
システム事業 ジギョウ		4,256,358,255		595,697,854		4,201,305,932		495,754,100		-1.29%		-16.78%		11.80%

						ネットワーク
ソリューション事業 ジギョウ		4,911,385,716		377,287,138		5,100,564,963		407,535,141		3.85%		8.02%		7.99%

						データソリューション
プロダクト
人材派遣 ジンザイ ハケン		1,543,525,845		(6,451,594)		1,550,555,366		53,959,327		0.46%		936.37%		3.48%

						連結計 レンケツ ケイ		17,102,693,046		1,544,636,455		17,500,053,141		1,575,770,749		2.32%		2.02%		9.00%

																				（単位：百万円） タンイ ヒャクマン エン

						セグメント名 メイ		２０１6年３月期
実績 ネン ガツキ ジッセキ				２０１７年３月期
計画 ネン ガツキ ケイカク				前期比 ゼンキ ヒ				営業
利益率 エイギョウ リエキ リツ

								売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ

						エンベデッド
ソリューション事業 ジギョウ		3,241		379		2,947		232		△9.1%		△38.4％		7.9%

						ＩＣＴ
イノベーション事業 ジギョウ		3,150		242		3,701		373		+17.5%		+53.9％		10.1％

						フィナンシャル
システム事業 ジギョウ		4,256		595		4,201		495		△1.3%		△16.8％		11.8%

						ネットワーク
ソリューション事業 ジギョウ		4,911		377		5,101		407		+3.9％		+8.0%		8.0％

						データソリューション
プロダクト
人材派遣 ジンザイ ハケン		1,543		△ 6		1,550		53		+0.5％		+936.4％		3.5％

						連結計 レンケツ ケイ		17,102		1,544		17,500		1,575		+2.3％		+2.0％		9.0%





ｾｸﾞﾒﾝﾄ_2017年3月期_通期計画修正版

																								（単位：円） タンイ エン

						セグメント名 メイ		２０１6年３月期
実績 ネン ガツキ ジッセキ				２０１７年３月期
計画 ネン ガツキ ケイカク				２０１７年３月期
計画 ネン ガツキ ケイカク				前期比 ゼンキ ヒ				営業
利益率 エイギョウ リエキ リツ

								売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ

						エンベデッド
ソリューション事業 ジギョウ		3,241,120,207		379,574,925		3,236,402,994		332,594,816		2,972,000,000		203,000,000		-8.30%		-46.52%		6.83%

						ＩＣＴ
イノベーション事業 ジギョウ		3,150,303,023		242,800,105		3,628,878,608		327,061,863		3,625,000,000		326,000,000		15.07%		34.27%		8.99%

						フィナンシャル
システム事業 ジギョウ		4,256,358,255		595,697,854		4,282,169,346		504,447,777		4,200,000,000		560,000,000		-1.32%		-5.99%		13.33%

						ネットワーク
ソリューション事業 ジギョウ		4,911,385,716		377,287,138		4,830,252,089		361,909,651		5,125,000,000		433,000,000		4.35%		14.77%		8.45%

						データソリューション
プロダクト
人材派遣 ジンザイ ハケン		1,543,525,845		(6,451,594)		1,522,296,964		48,985,893		1,575,000,000		53,000,000		2.04%		921.50%		3.37%

						連結計 レンケツ ケイ		17,102,693,046		1,544,636,455		17,500,000,000		1,575,000,000		17,500,000,000		1,575,000,000		2.32%		1.97%		9.00%

																								（単位：百万円） タンイ ヒャクマン エン

						セグメント名 メイ		２０１6年３月期
実績 ネン ガツキ ジッセキ				２０１７年３月期
当初予想 ネン ガツキ トウショ ヨソウ				２０１７年３月期
修正予想 ネン ガツキ シュウセイ ヨソウ

								売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業
利益率

						エンベデッド
ソリューション事業 ジギョウ		3,241		379		3,236		332		2,972		203		△9.1%		△38.4％		6.8%

						ＩＣＴ
イノベーション事業 ジギョウ		3,150		242		3,628		328		3,626		326		+17.5%		+53.9％		9.0%

						フィナンシャル
システム事業 ジギョウ		4,256		595		4,283		504		4,200		560		△1.3%		△16.8％		13.3%

						ネットワーク
ソリューション事業 ジギョウ		4,911		377		4,830		361		5,126		433		+3.9％		+8.0%		8.4%

						その他事業 タ ジギョウ		1,543		△ 6		1,522		48		1,575		53		+0.5％		+936.4％		3.4%

						連結計 レンケツ ケイ		17,102		1,544		17,500		1,575		17,500		1,575		+2.3％		+2.0％		9.0%







主要な経営指標推移

																						（単位：百万円） タンイ ヒャクマン エン

						12年３月期 ネン ガツキ		13年３月期 ネン ガツキ		14年３月期 ネン ガツキ		15年３月期 ネン ガツキ		16年３月期 ネン ガツキ		17年3月期
（計画） ネン ガツキ ケイカク				16年３月期
第2四半期 ネン ガツキ ダイ シ ハンキ		17年３月期
第2四半期 ネン ガツキ ダイ シ ハンキ						H16年3月期２Ｑ ネン ガツキ		H17年3月期２Ｑ ネン ガツキ

				売上高 ウリアゲ ダカ		14,824		15,531		16,119		16,228		17,102		17,500				8,154		8,247						8,154,232,273		8,247,553,141

				　伸　長　率 シン ナガ リツ		(1.3)		(4.8)		(3.8)		(0.7)		(5.4)		(2.3)				(4.9)		(1.1)								1.14%

				営業利益 エイギョウ リエキ		871		1,011		1,441		1,415		1,544		1,575				557		753						557,738,852		753,182,873

				　率（対売上高） リツ タイ ウリアゲ ダカ		(5.9)		(6.5)		(8.9)		(8.7)		(9.0)		(9.0)				(6.8)		(9.1)						6.84%		9.13%

				　伸　長　率 シン ナガ リツ		(△6.8)		(16.2)		(42.4)		(△1.8)		(9.1)		(2.0)				(△17.7)		(35.0)								35.04%

				経常利益 ケイジョウ リエキ		899		1,090		1,500		1,558		1,717		1,675				669		806						669,807,036		806,957,815

				親会社株式に帰属する
当期（四半期）純利益 オヤガイシャ カブシキ キゾク トウキ シ ハンキ ジュンリエキ		328		585		646		791		957		1,150				464		538						464,758,834		538,820,333

				　率（対売上高） リツ タイ ウリアゲ ダカ		(2.2)		(3.8)		(4.0)		(4.9)		(5.6)		(6.6)				(5.7)		(6.5)						5.70%		6.53%

				　伸　長　率 シン ナガ リツ		(△26.5)		(78.1)		(10.4)		(22.3)		(21.0)		(20.2)				(9.9)		(15.9)								15.94%

				１株あたり当期
（四半期）純利益（ＥＰＳ） カブ トウキ シ ハンキ ジュンリエキ		86.89		154.77		170.86		209.00		252.82		303.80				122.77		142.34								142.34

				純資産 ジュンシサン		6,264		6,929		7,386		7,348		9,042						8,492		9,420

				株主資本利益率（ＲＯＥ） カブヌシ シホン リエキ リツ		5.3		8.9		9.0		10.2		11.0
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（単位：百万円）

売上高 営業利益 売上高 営業利益 営業
利益率 売上高 営業利益

エンベデッド
ソリューション事業

1,563 156 1,280 69 5.5% △18.1% △55.2%

ＩＣＴ
イノベーション事業

1,424 20 1,663 140 8.4% +16.8% +572.1%

フィナンシャル
システム事業

2,012 243 2,029 277 13.7% +0.9% +14.3%

ネットワーク
ソリューション事業

2,428 174 2,532 229 9.1% +4.3％ +31.4％

その他事業 725 △ 38 741 23 3.1% +2.2％ －

連結計 8,154 557 8,247 753 9.1% +1.1％ 35.0％

セグメント名

２０１6年３月期
第2四半期

前期比
２０１７年３月期

第2四半期


2017年３月期第２四半期決算の概況

																		（単位：円） タンイ エン

										2016年3月期
第２四半期 ネン ガツキ ダイ シ ハンキ				2017年3月期
第２四半期 ネン ガツキ ダイ シ ハンキ				前期比 ゼンキ ヒ

						売上高 ウリアゲ ダカ				8,154,232,273				8,247,553,141				1.14%

						営業利益 エイギョウ リエキ				557,738,852				753,182,873				35.04%

										6.84%				9.13%

						経常利益 ケイジョウ リエキ				669,807,036				806,957,815				20.48%

										8.21%				9.78%

						親会社株式に帰属する
当期純利益 オヤガイシャ カブシキ キゾク トウキ ジュンリエキ				464,758,834				538,820,333				15.94%

										5.70%				6.53%



																		（単位：百万円） タンイ ヒャク マンエン

										2016年3月期
第２四半期 ネン ガツキ ダイ シ ハンキ				2017年3月期
第２四半期 ネン ガツキ ダイ シ ハンキ				前期比 ゼンキ ヒ

						売上高 ウリアゲ ダカ				8,154				8,247				+1.1％

						営業利益 エイギョウ リエキ				557				753				+35.0％

										(6.8%)				(9.1%)

						経常利益 ケイジョウ リエキ				669				806				+20.5％

										(8.2%)				(9.8%)

						親会社株式に帰属する
四半期純利益 オヤガイシャ カブシキ キゾク シ ハンキ ジュンリエキ				464				538				+15.9％

										(5.7%)				(6.5%)





連結貸借対照表　連結ＣＦ

																						（単位：円） タンイ エン

						貸借対照表 タイシャク タイショウヒョウ				２０１６年
３月末 ネン ガツマツ				２０16年
９月末 ネン ガツ マツ				増減額 ゾウゲン ガク				主な増減要因 オモ ゾウゲン ヨウイン

						流動資産合計 リュウドウ シサン ゴウケイ				10,268,478,722				10,396,584,358				128,105,636

						固定資産合計 コテイ シサン ゴウケイ				3,857,805,104				4,017,398,517				159,593,413

						資産合計 シサン ゴウケイ				14,126,283,826				14,413,982,875				287,699,049

						負債合計 フサイ ゴウケイ				5,083,908,798				4,993,520,006				(90,388,792)

						純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ				9,042,375,028				9,420,462,869				378,087,841

						負債純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ				14,126,283,826				14,413,982,875				287,699,049

						キャッシュ・フロー計算書 ケイサンショ				2015年
4－9月 ネン ガツ				2016年
4－9月 ネン ガツ				主な増減要因（カッコ内は前期数値） オモ ゾウゲン ヨウイン ナイ ゼンキ スウチ

						営業活動によるＣＦ エイギョウ カツドウ				105,538,000				576,099,000

						投資活動によるＣＦ トウシ カツドウ				(29,453,000)				(155,221,000)

						財務活動によるＣＦ ザイム カツドウ				(179,026,000)				(191,549,000)

						現金及び現金同等物期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ				6,170,202,000				6,703,501,000



																						（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

						貸借対照表 タイシャク タイショウヒョウ				2016年
３月末 ネン ガツマツ				2016年
９月末 ネン ガツ マツ				増減額 ゾウゲン ガク				主な増減要因 オモ ゾウゲン ヨウイン

						流動資産合計 リュウドウ シサン ゴウケイ				10,268				10,396				+128				現金及び預金　　　　　＋229
仕掛品　　　　　　　　+262
受取手形及び売掛金　　△297 ゲンキン オヨ ヨキン シカカリ ヒン ウケトリ テガタ オヨ ウリカケ キン

						固定資産合計 コテイ シサン ゴウケイ				3,857				4,017				+159

						資産合計 シサン ゴウケイ				14,126				14,413				+287

						負債合計 フサイ ゴウケイ				5,083				4,993				△90

						純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ				9,042				9,420				+378				利益剰余金　　　　　＋385 リエキ ジョウヨキン

						負債純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ				14,126				14,413				+287

																						（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

						キャッシュ・フロー計算書 ケイサンショ				2015年
4－9月 ネン ガツ				2016年
4－9月 ネン ガツ				主な増減要因（カッコ内は前期数値） オモ ゾウゲン ヨウイン ナイ ゼンキ スウチ

						営業活動によるＣＦ エイギョウ カツドウ				105				576				未払消費税等の増減額　　　　　　　　 　△45（△274） ミハライ ショウヒゼイ トウ ゾウゲンガク ショウガク

						投資活動によるＣＦ トウシ カツドウ				△ 29				△ 155				投資有価証券の取得による支出　 　　　　△298（△496）
投資有価証券の売却及び償還による収入 　＋203（＋493） トウシ ユウカ ショウケン シュトク シシュツ バイキャク オヨ ショウカン シュウニュウ

						財務活動によるＣＦ ザイム カツドウ				△ 179				△ 191				配当金の支払額　　　　　 　　　　　　　△188（△176） ハイトウキン シハラ ガク

						現金及び現金同等物期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ				6,170				6,703





ｾｸﾞﾒﾝﾄ_2017年3月期_2Q実績

																（単位：円） タンイ エン

						セグメント名 メイ		２０１6年３月期
第2四半期 ネン ガツキ ダイ シ ハンキ				２０１７年３月期
第2四半期 ネン ガツキ ダイ シ ハンキ				営業
利益率 エイギョウ リエキ リツ		前期比 ゼンキ ヒ

								売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ				売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ

						エンベデッド
ソリューション事業 ジギョウ		1,563,233,918		156,068,386		1,280,041,574		69,947,387		5.46%		-18.12%		-55.18%

						ＩＣＴ
イノベーション事業 ジギョウ		1,424,341,430		20,850,124		1,663,585,306		140,140,669		8.42%		16.80%		572.13%

						フィナンシャル
システム事業 ジギョウ		2,012,550,562		243,165,792		2,029,805,932		277,972,718		13.69%		0.86%		14.31%

						ネットワーク
ソリューション事業 ジギョウ		2,428,202,518		174,723,946		2,532,564,963		229,663,605		9.07%		4.30%		31.44%

						データソリューション
プロダクト
人材派遣 ジンザイ ハケン		725,903,845		(38,372,479)		741,555,366		23,217,008		3.13%		2.16%		-

						連結計 レンケツ ケイ		8,154,232,273		557,738,852		8,247,553,141		753,182,873		9.13%		1.14%		35.04%

																				（単位：百万円） タンイ ヒャクマン エン

						セグメント名 メイ		２０１6年３月期
第2四半期 ネン ガツキ ダイ シ ハンキ				２０１７年３月期
第2四半期 ネン ガツキ ダイ シ ハンキ						前期比 ゼンキ ヒ

								売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業
利益率 エイギョウ リエキ リツ		売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ

						エンベデッド
ソリューション事業 ジギョウ		1,563		156		1,280		69		5.5%		△18.1%		△55.2%

						ＩＣＴ
イノベーション事業 ジギョウ		1,424		20		1,663		140		8.4%		+16.8%		+572.1%

						フィナンシャル
システム事業 ジギョウ		2,012		243		2,029		277		13.7%		+0.9%		+14.3%

						ネットワーク
ソリューション事業 ジギョウ		2,428		174		2,532		229		9.1%		+4.3％		+31.4％

						その他事業 タ ジギョウ		725		△ 38		741		23		3.1%		+2.2％		－

						連結計 レンケツ ケイ		8,154		557		8,247		753		9.1%		+1.1％		35.0％





ｾｸﾞﾒﾝﾄ_2017年3月期_通期計画

																				（単位：円） タンイ エン

						セグメント名 メイ		２０１6年３月期
実績 ネン ガツキ ジッセキ				２０１７年３月期
計画 ネン ガツキ ケイカク				前期比 ゼンキ ヒ				営業
利益率 エイギョウ リエキ リツ

								売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ

						エンベデッド
ソリューション事業 ジギョウ		3,241,120,207		379,574,925		2,947,041,574		232,521,580		-9.07%		-38.74%		7.89%

						ＩＣＴ
イノベーション事業 ジギョウ		3,150,303,023		242,800,105		3,700,585,306		373,759,116		17.47%		53.94%		10.10%

						フィナンシャル
システム事業 ジギョウ		4,256,358,255		595,697,854		4,201,305,932		495,754,100		-1.29%		-16.78%		11.80%

						ネットワーク
ソリューション事業 ジギョウ		4,911,385,716		377,287,138		5,100,564,963		407,535,141		3.85%		8.02%		7.99%

						データソリューション
プロダクト
人材派遣 ジンザイ ハケン		1,543,525,845		(6,451,594)		1,550,555,366		53,959,327		0.46%		936.37%		3.48%

						連結計 レンケツ ケイ		17,102,693,046		1,544,636,455		17,500,053,141		1,575,770,749		2.32%		2.02%		9.00%

																				（単位：百万円） タンイ ヒャクマン エン

						セグメント名 メイ		２０１6年３月期
実績 ネン ガツキ ジッセキ				２０１７年３月期
計画 ネン ガツキ ケイカク				前期比 ゼンキ ヒ				営業
利益率 エイギョウ リエキ リツ

								売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ

						エンベデッド
ソリューション事業 ジギョウ		3,241		379		2,947		232		△9.1%		△38.4％		7.9%

						ＩＣＴ
イノベーション事業 ジギョウ		3,150		242		3,701		373		+17.5%		+53.9％		10.1％

						フィナンシャル
システム事業 ジギョウ		4,256		595		4,201		495		△1.3%		△16.8％		11.8%

						ネットワーク
ソリューション事業 ジギョウ		4,911		377		5,101		407		+3.9％		+8.0%		8.0％

						データソリューション
プロダクト
人材派遣 ジンザイ ハケン		1,543		△ 6		1,550		53		+0.5％		+936.4％		3.5％

						連結計 レンケツ ケイ		17,102		1,544		17,500		1,575		+2.3％		+2.0％		9.0%





ｾｸﾞﾒﾝﾄ_2017年3月期_通期計画修正版

																								（単位：円） タンイ エン

						セグメント名 メイ		２０１6年３月期
実績 ネン ガツキ ジッセキ				２０１７年３月期
計画 ネン ガツキ ケイカク				２０１７年３月期
計画 ネン ガツキ ケイカク				前期比 ゼンキ ヒ				営業
利益率 エイギョウ リエキ リツ

								売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ

						エンベデッド
ソリューション事業 ジギョウ		3,241,120,207		379,574,925		3,236,402,994		332,594,816		2,972,000,000		203,000,000		-8.30%		-46.52%		6.83%

						ＩＣＴ
イノベーション事業 ジギョウ		3,150,303,023		242,800,105		3,628,878,608		327,061,863		3,625,000,000		326,000,000		15.07%		34.27%		8.99%

						フィナンシャル
システム事業 ジギョウ		4,256,358,255		595,697,854		4,282,169,346		504,447,777		4,200,000,000		560,000,000		-1.32%		-5.99%		13.33%

						ネットワーク
ソリューション事業 ジギョウ		4,911,385,716		377,287,138		4,830,252,089		361,909,651		5,125,000,000		433,000,000		4.35%		14.77%		8.45%

						データソリューション
プロダクト
人材派遣 ジンザイ ハケン		1,543,525,845		(6,451,594)		1,522,296,964		48,985,893		1,575,000,000		53,000,000		2.04%		921.50%		3.37%

						連結計 レンケツ ケイ		17,102,693,046		1,544,636,455		17,500,000,000		1,575,000,000		17,500,000,000		1,575,000,000		2.32%		1.97%		9.00%

																								（単位：百万円） タンイ ヒャクマン エン

						セグメント名 メイ		２０１6年３月期
実績 ネン ガツキ ジッセキ				２０１７年３月期
当初予想 ネン ガツキ トウショ ヨソウ				２０１７年３月期
修正予想 ネン ガツキ シュウセイ ヨソウ

								売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業
利益率

						エンベデッド
ソリューション事業 ジギョウ		3,241		379		3,236		332		2,972		203		△9.1%		△38.4％		6.8%

						ＩＣＴ
イノベーション事業 ジギョウ		3,150		242		3,628		328		3,626		326		+17.5%		+53.9％		9.0%

						フィナンシャル
システム事業 ジギョウ		4,256		595		4,283		504		4,200		560		△1.3%		△16.8％		13.3%

						ネットワーク
ソリューション事業 ジギョウ		4,911		377		4,830		361		5,126		433		+3.9％		+8.0%		8.4%

						その他事業 タ ジギョウ		1,543		△ 6		1,522		48		1,575		53		+0.5％		+936.4％		3.4%

						連結計 レンケツ ケイ		17,102		1,544		17,500		1,575		17,500		1,575		+2.3％		+2.0％		9.0%







主要な経営指標推移

																						（単位：百万円） タンイ ヒャクマン エン

						12年３月期 ネン ガツキ		13年３月期 ネン ガツキ		14年３月期 ネン ガツキ		15年３月期 ネン ガツキ		16年３月期 ネン ガツキ		17年3月期
（計画） ネン ガツキ ケイカク				16年３月期
第2四半期 ネン ガツキ ダイ シ ハンキ		17年３月期
第2四半期 ネン ガツキ ダイ シ ハンキ						H16年3月期２Ｑ ネン ガツキ		H17年3月期２Ｑ ネン ガツキ

				売上高 ウリアゲ ダカ		14,824		15,531		16,119		16,228		17,102		17,500				8,154		8,247						8,154,232,273		8,247,553,141

				　伸　長　率 シン ナガ リツ		(1.3)		(4.8)		(3.8)		(0.7)		(5.4)		(2.3)				(4.9)		(1.1)								1.14%

				営業利益 エイギョウ リエキ		871		1,011		1,441		1,415		1,544		1,575				557		753						557,738,852		753,182,873

				　率（対売上高） リツ タイ ウリアゲ ダカ		(5.9)		(6.5)		(8.9)		(8.7)		(9.0)		(9.0)				(6.8)		(9.1)						6.84%		9.13%

				　伸　長　率 シン ナガ リツ		(△6.8)		(16.2)		(42.4)		(△1.8)		(9.1)		(2.0)				(△17.7)		(35.0)								35.04%

				経常利益 ケイジョウ リエキ		899		1,090		1,500		1,558		1,717		1,675				669		806						669,807,036		806,957,815

				親会社株式に帰属する
当期（四半期）純利益 オヤガイシャ カブシキ キゾク トウキ シ ハンキ ジュンリエキ		328		585		646		791		957		1,150				464		538						464,758,834		538,820,333

				　率（対売上高） リツ タイ ウリアゲ ダカ		(2.2)		(3.8)		(4.0)		(4.9)		(5.6)		(6.6)				(5.7)		(6.5)						5.70%		6.53%

				　伸　長　率 シン ナガ リツ		(△26.5)		(78.1)		(10.4)		(22.3)		(21.0)		(20.2)				(9.9)		(15.9)								15.94%

				１株あたり当期
（四半期）純利益（ＥＰＳ） カブ トウキ シ ハンキ ジュンリエキ		86.89		154.77		170.86		209.00		252.82		303.80				122.77		142.34								142.34

				純資産 ジュンシサン		6,264		6,929		7,386		7,348		9,042						8,492		9,420

				株主資本利益率（ＲＯＥ） カブヌシ シホン リエキ リツ		5.3		8.9		9.0		10.2		11.0











copyright (c) 2016 NID all right reserved 

717 
630 

338  

260  

204  

179  

190  

120  

114  

91  

2016年3月期第2Q 2017年3月期第2Q 

エンベデッドソリューション事業 

2016年 
3月期 

第2四半期 

2017年 
3月期 

第2四半期 
前期比 

売上高 1,563 1,280 △18.1％ 

営業利益 
(営業利益率) 

156 
(10.0%) 

69 
(5.５%) 

△55.2％ 
 

カーエレクトロ
ニクス 717 630 △12.2% 

FA・装置制御 338 260 △23.1% 

社会インフラ 204 179 △12.3% 
メディカル 
システム 190 120 △37.1% 

その他 114 91 △19.4% 

（単位：百万円） 

1,280 

1,563 
■売上高、営業利益 

■分野別売上高構成 

■売上高 

カーエレク 
トロニクス 

メディカル
システム 

社会インフラ 

その他 

10 

FA・装置制御 
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631 
714 

221  

290  

238  

289  
232  

251  
102  

119  

2016年3月期第2Q 2017年3月期第2Q 

ICTイノベーション事業 

2016年 
3月期 

第2四半期 

2017年 
3月期 

第2四半期 
前期比 

売上高 1,424 1,663 ＋16.8％ 

営業利益 
(営業利益率) 

20 
(1.5%) 

140 
(8.4%) 

＋572.1％ 
 

モバイル 631 714 +13.1% 

企業システム 221 290 +31.2% 

社会インフラ 238 289 +21.5% 
ホームエレクトロ

ニクス 232 251 +8.1% 

その他 102 119 +17.2% 

（単位：百万円） 

1,663 
1,424 

■売上高、営業利益 

■分野別売上高構成 

■売上高 

モバイル 

ホームエレク
トロニクス 

企業システム 

社会インフラ 

その他 

11 
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1,383  1,300  

264  338  

150  207      215  184  

2016年3月期第2Q 2017年3月期第2Q 

フィナンシャルシステム事業 

2016年 
3月期 

第2四半期 

2017年 
3月期 

第2四半期 
前期比 

売上高 2,012 2,029 ＋0.9％ 
営業利益 
(営業利益率) 

243 
(12.1%) 

277 
(13.7%) 

＋14.3％ 
 

生保・損保 1,383 1,300 △6.0% 

クレジット・ 
証券 264 338 +28.1% 

情報・サービス 150 207 +38.0% 

その他 215 184 △14.5% 

（単位：百万円） 

2,029 2,012 

■売上高、営業利益 

■分野別売上高構成 

■売上高 

生保・損保 

クレジット・
証券 

情報・サービス 

その他 

12 
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2016年 
3月期 

第2四半期 

2017年 
3月期 

第2四半期 
前期比 

売上高 2,428 2,532 ＋4.3％ 

営業利益 
(営業利益率) 

174 
(7.2%) 

229 
(9.1%) 

＋31.4％ 
 

運輸 947 1,057 ＋11.7% 

金融・保険 697 655 △6.0% 

製造 278 273 △1.8% 

官公庁・団体 216 240 ＋11.2% 

卸売・小売 96 88 △7.7% 

その他 194 219 ＋12.4% 

947  1,057  

697  
655  

278  273  
216  

240  
96  

88  194  
219  

2017年3月期第2Q 2017年3月期第2Q 

ネットワークソリューション事業 
（単位：百万円） 

2,532 2,428 

■売上高、営業利益 

■分野別売上高構成 

■売上高 

運輸 

金融・保険 

製造 

卸売・小売 
官公庁・団体 

その他 

13 
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437  435  

265  283  

23  23  

2016年3月期2Q 2017年3月期2Q 

その他事業 

2016年 
3月期 

第2四半期 

2017年 
3月期 

第2四半期 
前期比 

売上高 725 741 +2.2％ 

営業利益 
(営業利益率) 

△38 
(△5.3%) 

23 
(3.1%) － 

データ 
ソリューション 437 435 △0.6% 

人材派遣 265 283 +7.1% 

プロダクト 23 23 △2.4% 

（単位：百万円） 

741 725 

■売上高、営業利益 

■分野別売上高構成 

■売上高 

プロダクト 

データ 
ソリューション 

人材派遣 

14 
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 ３. 2017年3月期通期見通し 

15 
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事業環境 
 円高、海外景気の下振懸念等により景気の先行きには不透明感が継続。 

 IT投資は引続き拡大傾向にあるが、伸び率は鈍化の傾向も見られる。 
 業種によるバラツキはあるが、大企業は差別化のためのＩＴ投資を選別。 
 技術者の不足感は継続。 
 

16 

2016年3月 2016年6月
（最近） （最近） （最近） （先行き）

大企業 13 12 12 11

製造業 6 6 6 6

非製造業 22 19 18 16

2016年6月 2016年9月 前回調査比
（計画） （計画） 修正率

大企業 5.3 4.0 ▲ 1.2

製造業 1.3 ▲ 0.3 ▲ 1.6

非製造業 7.5 6.4 ▲ 1.0

日銀短観（全国企業短期経済観測調査）：2016年9月調査

調査年月 2016年9月

業況判断ＤＩ
（％Ｐｔ）

ソフトウエア
投資額

（前年度比、％）

 企業のソフトウェア投資の鈍化に伴い、下半期以降の当社グループを 
  取り巻く事業環境は厳しくなるものと想定。 

日本経済 

IT投資 

当社グループ 
の見通し 


Sheet1

































顧客

新製品検討

先行開発

開発

成果

当社

上流工程からの提案

モデルベース開発

プロジェクト管理強化

全行程一括請負

信頼・知見



Sheet2

				日銀短観（全国企業短期経済観測調査）：2016年3月調査 ニチギン ネン ガツ チョウサ





						調査年月 チョウサ ネンゲツ				2015年9月 ネンガツ		2015年12月 ネンガツ		2016年3月 ネンガツ

										（最近） サイキン		（最近） サイキン		（最近） サイキン		（先行） サキユ

				業況判断ＤＩ
（％Ｐｔ） ギョウキョウ ハンダン		大企業 ダイキギョウ				19		18		13		11

								製造業 セイゾウギョウ		12		15		6		3

								非製造業 ヒ セイゾウギョウ		25		25		22		17



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

												（計画） ケイカク		（計画） ケイカク

				ソフトウエア
投資額
（前年度比、％） トウシ ガク ゼンネンドヒ		大企業 ダイキギョウ				＋0.8		＋0.9		+0.5		←プラス維持 イジ

								製造業 セイゾウギョウ		＋5.5		＋1.1		▲0.7

								非製造業 ヒ セイゾウギョウ		▲1.5		＋0.7		+1.2







第2四半期

				日銀短観（全国企業短期経済観測調査）：2016年9月調査 ニチギン ネン ガツ チョウサ





						調査年月 チョウサ ネンゲツ				2016年3月		2016年6月		2016年9月

										（最近） サイキン		（最近） サイキン		（最近） サイキン		（先行き） サキユ

				業況判断ＤＩ
（％Ｐｔ） ギョウキョウ ハンダン		大企業 ダイキギョウ				13		12		12		11

								製造業 セイゾウギョウ		6		6		6		6

								非製造業 ヒ セイゾウギョウ		22		19		18		16



										42522		42614		前回調査比 ゼンカイ チョウサ ヒ

										（計画） ケイカク		（計画） ケイカク		修正率 シュウセイ リツ

				ソフトウエア
投資額
（前年度比、％） トウシ ガク ゼンネンドヒ		大企業 ダイキギョウ				5.3		4.0		▲ 1.2

								製造業 セイゾウギョウ		1.3		▲ 0.3		▲ 1.6

								非製造業 ヒ セイゾウギョウ		7.5		6.4		▲ 1.0
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主要施策 

17 

■期首に掲げた３つの「主要施策」 

上記施策は、下半期も継続実施予定 」 

さらに、下半期は、予想される環境変化に先手を打つ施策として、 
成長加速に向けた投資を実施。 
⇒先端技術研究室の新設、開発用クリーンルーム増設、 
 技術者獲得や技術者教育研修に係る費用も含め、 
 総額約88百万円を見込む。 

強みである「大規模かつ長期的なプロジェクトを完遂する能力」を活かして、 
更なる取引拡大を目指し、大胆な資源配分・施策展開を実施 
⇒大規模かつ長期的なプロジェクト：100名以上もしくはシェアＮｏ.１ Ｚ ①今年度の注力分野 

高利益率（営業利益率9％）の中長期的な維持・向上 
⇒プロジェクトマネジメント力の強化 ②人材育成 

現場でビジネスを確実に推進できるPMを中長期的に育成 
⇒推進体制・育成プログラムを抜本的に改訂 ③ PM育成推進 
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2017年3月期連結業績予想 
（単位：百万円） 

2016年 
3月期 
実績 

売上比 
2017年 
3月期 
予想 

売上比 増減 前期比 

売  上  高 17,102 ー 17,500 ー ＋398 ＋2.3% 

営 業 利 益 1,544 9.0% 1,575 9.0% ＋31 ＋2.0% 

経 常 利 益 1,717 10.0% 1,675 9.6% △42 △2.5% 

親会社株主に帰属す る 
当 期 純 利 益 957 5.6% 1,150 6.6% ＋193 ＋20.2% 

18 
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セグメント別見通し 
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（単位：百万円）

売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 営業
利益率

エンベデッド
ソリューション事業

3,241 379 3,236 332 2,972 203 6.8%

ＩＣＴ
イノベーション事業

3,150 242 3,628 328 3,626 326 9.0%

フィナンシャル
システム事業

4,256 595 4,283 504 4,200 560 13.3%

ネットワーク
ソリューション事業

4,911 377 4,830 361 5,126 433 8.4%

その他事業 1,543 △ 6 1,522 48 1,575 53 3.4%

連結計 17,102 1,544 17,500 1,575 17,500 1,575 9.0%

２０１７年３月期
修正予想

セグメント名

２０１6年３月期
実績

２０１７年３月期
当初予想


2017年３月期第２四半期決算の概況

																		（単位：円） タンイ エン

										2016年3月期
第２四半期 ネン ガツキ ダイ シ ハンキ				2017年3月期
第２四半期 ネン ガツキ ダイ シ ハンキ				前期比 ゼンキ ヒ

						売上高 ウリアゲ ダカ				8,154,232,273				8,247,553,141				1.14%

						営業利益 エイギョウ リエキ				557,738,852				753,182,873				35.04%

										6.84%				9.13%

						経常利益 ケイジョウ リエキ				669,807,036				806,957,815				20.48%

										8.21%				9.78%

						親会社株式に帰属する
当期純利益 オヤガイシャ カブシキ キゾク トウキ ジュンリエキ				464,758,834				538,820,333				15.94%

										5.70%				6.53%



																		（単位：百万円） タンイ ヒャク マンエン

										2016年3月期
第２四半期 ネン ガツキ ダイ シ ハンキ				2017年3月期
第２四半期 ネン ガツキ ダイ シ ハンキ				前期比 ゼンキ ヒ

						売上高 ウリアゲ ダカ				8,154				8,247				+1.1％

						営業利益 エイギョウ リエキ				557				753				+35.0％

										(6.8%)				(9.1%)

						経常利益 ケイジョウ リエキ				669				806				+20.5％

										(8.2%)				(9.8%)

						親会社株式に帰属する
四半期純利益 オヤガイシャ カブシキ キゾク シ ハンキ ジュンリエキ				464				538				+15.9％

										(5.7%)				(6.5%)





連結貸借対照表　連結ＣＦ

																						（単位：円） タンイ エン

						貸借対照表 タイシャク タイショウヒョウ				２０１６年
３月末 ネン ガツマツ				２０16年
９月末 ネン ガツ マツ				増減額 ゾウゲン ガク				主な増減要因 オモ ゾウゲン ヨウイン

						流動資産合計 リュウドウ シサン ゴウケイ				10,268,478,722				10,396,584,358				128,105,636

						固定資産合計 コテイ シサン ゴウケイ				3,857,805,104				4,017,398,517				159,593,413

						資産合計 シサン ゴウケイ				14,126,283,826				14,413,982,875				287,699,049

						負債合計 フサイ ゴウケイ				5,083,908,798				4,993,520,006				(90,388,792)

						純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ				9,042,375,028				9,420,462,869				378,087,841

						負債純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ				14,126,283,826				14,413,982,875				287,699,049

						キャッシュ・フロー計算書 ケイサンショ				2015年
4－9月 ネン ガツ				2016年
4－9月 ネン ガツ				主な増減要因（カッコ内は前期数値） オモ ゾウゲン ヨウイン ナイ ゼンキ スウチ

						営業活動によるＣＦ エイギョウ カツドウ				105,538,000				576,099,000

						投資活動によるＣＦ トウシ カツドウ				(29,453,000)				(155,221,000)

						財務活動によるＣＦ ザイム カツドウ				(179,026,000)				(191,549,000)

						現金及び現金同等物期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ				6,170,202,000				6,703,501,000



																						（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

						貸借対照表 タイシャク タイショウヒョウ				２０１６年
３月末 ネン ガツマツ				２０16年
９月末 ネン ガツ マツ				増減額 ゾウゲン ガク				主な増減要因 オモ ゾウゲン ヨウイン

						流動資産合計 リュウドウ シサン ゴウケイ				10,268				10,396				+128				現金及び預金　　　　　＋292
仕掛品　　　　　　　　+262
受取手形及び売掛金　　△297 ゲンキン オヨ ヨキン シカカリ ヒン ウケトリ テガタ オヨ ウリカケ キン

						固定資産合計 コテイ シサン ゴウケイ				3,857				4,017				+159

						資産合計 シサン ゴウケイ				14,126				14,413				+287

						負債合計 フサイ ゴウケイ				5,083				4,993				△90

						純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ				9,042				9,420				+378				利益剰余金　　　　　＋385 リエキ ジョウヨキン

						負債純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ				14,126				14,413				+287

																						（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

						キャッシュ・フロー計算書 ケイサンショ				2015年
4－9月 ネン ガツ				2016年
4－9月 ネン ガツ				主な増減要因（カッコ内は前期数値） オモ ゾウゲン ヨウイン ナイ ゼンキ スウチ

						営業活動によるＣＦ エイギョウ カツドウ				105				576				未払消費税等の増減額　　　　　　　　 　△45（△274） ミハライ ショウヒゼイ トウ ゾウゲンガク ショウガク

						投資活動によるＣＦ トウシ カツドウ				△ 29				△ 155				投資有価証券の取得による支出　 　　　　△298（△496）
投資有価証券の売却及び償還による収入 　＋203（＋493） トウシ ユウカ ショウケン シュトク シシュツ バイキャク オヨ ショウカン シュウニュウ

						財務活動によるＣＦ ザイム カツドウ				△ 179				△ 191				配当金の支払額　　　　　 　　　　　　　△188（△176） ハイトウキン シハラ ガク

						現金及び現金同等物期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ				6,170				6,703





ｾｸﾞﾒﾝﾄ_2017年3月期_2Q実績

																				（単位：円） タンイ エン

						セグメント名 メイ		２０１6年３月期
第2四半期 ネン ガツキ ダイ シ ハンキ				２０１７年３月期
第2四半期 ネン ガツキ ダイ シ ハンキ				前期比 ゼンキ ヒ				営業
利益率 エイギョウ リエキ リツ

								売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ

						エンベデッド
ソリューション事業 ジギョウ		1,563,233,918		156,068,386		1,280,041,574		69,947,387		-18.12%		-55.18%		5.46%

						ＩＣＴ
イノベーション事業 ジギョウ		1,424,341,430		20,850,124		1,663,585,306		140,140,669		16.80%		572.13%		8.42%

						フィナンシャル
システム事業 ジギョウ		2,012,550,562		243,165,792		2,029,805,932		277,972,718		0.86%		14.31%		13.69%

						ネットワーク
ソリューション事業 ジギョウ		2,428,202,518		174,723,946		2,532,564,963		229,663,605		4.30%		31.44%		9.07%

						データソリューション
プロダクト
人材派遣 ジンザイ ハケン		725,903,845		(38,372,479)		741,555,366		23,217,008		2.16%		160.50%		3.13%

						連結計 レンケツ ケイ		8,154,232,273		557,738,852		8,247,553,141		753,182,873		1.14%		35.04%		9.13%

																				（単位：百万円） タンイ ヒャクマン エン

						セグメント名 メイ		２０１6年３月期
第2四半期 ネン ガツキ ダイ シ ハンキ				２０１７年３月期
第2四半期 ネン ガツキ ダイ シ ハンキ				前期比 ゼンキ ヒ				営業
利益率 エイギョウ リエキ リツ

								売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ

						エンベデッド
ソリューション事業 ジギョウ		1,563		156		1,280		69		△18.1%		△55.2％		5.5%

						ＩＣＴ
イノベーション事業 ジギョウ		1,424		20		1,663		140		+16.8%		+572.1％		8.4%

						フィナンシャル
システム事業 ジギョウ		2,012		243		2,029		277		+0.9%		+14.3％		13.7%

						ネットワーク
ソリューション事業 ジギョウ		2,428		174		2,532		229		+4.3％		+31.4％		9.1%

						その他事業 タ ジギョウ		725		△ 38		741		23		+2.2％		+160.5％		3.1%

						連結計 レンケツ ケイ		8,154		557		8,247		753		+1.1％		+35.0％		9.1%





ｾｸﾞﾒﾝﾄ_2017年3月期_通期計画

																				（単位：円） タンイ エン

						セグメント名 メイ		２０１6年３月期
実績 ネン ガツキ ジッセキ				２０１７年３月期
計画 ネン ガツキ ケイカク				前期比 ゼンキ ヒ				営業
利益率 エイギョウ リエキ リツ

								売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ

						エンベデッド
ソリューション事業 ジギョウ		3,241,120,207		379,574,925		2,947,041,574		232,521,580		-9.07%		-38.74%		7.89%

						ＩＣＴ
イノベーション事業 ジギョウ		3,150,303,023		242,800,105		3,700,585,306		373,759,116		17.47%		53.94%		10.10%

						フィナンシャル
システム事業 ジギョウ		4,256,358,255		595,697,854		4,201,305,932		495,754,100		-1.29%		-16.78%		11.80%

						ネットワーク
ソリューション事業 ジギョウ		4,911,385,716		377,287,138		5,100,564,963		407,535,141		3.85%		8.02%		7.99%

						データソリューション
プロダクト
人材派遣 ジンザイ ハケン		1,543,525,845		(6,451,594)		1,550,555,366		53,959,327		0.46%		936.37%		3.48%

						連結計 レンケツ ケイ		17,102,693,046		1,544,636,455		17,500,053,141		1,575,770,749		2.32%		2.02%		9.00%

																				（単位：百万円） タンイ ヒャクマン エン

						セグメント名 メイ		２０１6年３月期
実績 ネン ガツキ ジッセキ				２０１７年３月期
計画 ネン ガツキ ケイカク				前期比 ゼンキ ヒ				営業
利益率 エイギョウ リエキ リツ

								売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ

						エンベデッド
ソリューション事業 ジギョウ		3,241		379		2,947		232		△9.1%		△38.4％		7.9%

						ＩＣＴ
イノベーション事業 ジギョウ		3,150		242		3,701		373		+17.5%		+53.9％		10.1％

						フィナンシャル
システム事業 ジギョウ		4,256		595		4,201		495		△1.3%		△16.8％		11.8%

						ネットワーク
ソリューション事業 ジギョウ		4,911		377		5,101		407		+3.9％		+8.0%		8.0％

						データソリューション
プロダクト
人材派遣 ジンザイ ハケン		1,543		△ 6		1,550		53		+0.5％		+936.4％		3.5％

						連結計 レンケツ ケイ		17,102		1,544		17,500		1,575		+2.3％		+2.0％		9.0%





ｾｸﾞﾒﾝﾄ_2017年3月期_通期計画修正版

																								（単位：円） タンイ エン

						セグメント名 メイ		２０１6年３月期
実績 ネン ガツキ ジッセキ				２０１７年３月期
計画 ネン ガツキ ケイカク				２０１７年３月期
計画 ネン ガツキ ケイカク				前期比 ゼンキ ヒ				営業
利益率 エイギョウ リエキ リツ

								売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ

						エンベデッド
ソリューション事業 ジギョウ		3,241,120,207		379,574,925		3,236,402,994		332,594,816		2,972,000,000		203,000,000		-8.30%		-46.52%		6.83%

						ＩＣＴ
イノベーション事業 ジギョウ		3,150,303,023		242,800,105		3,628,878,608		327,061,863		3,625,000,000		326,000,000		15.07%		34.27%		8.99%

						フィナンシャル
システム事業 ジギョウ		4,256,358,255		595,697,854		4,282,169,346		504,447,777		4,200,000,000		560,000,000		-1.32%		-5.99%		13.33%

						ネットワーク
ソリューション事業 ジギョウ		4,911,385,716		377,287,138		4,830,252,089		361,909,651		5,125,000,000		433,000,000		4.35%		14.77%		8.45%

						データソリューション
プロダクト
人材派遣 ジンザイ ハケン		1,543,525,845		(6,451,594)		1,522,296,964		48,985,893		1,575,000,000		53,000,000		2.04%		921.50%		3.37%

						連結計 レンケツ ケイ		17,102,693,046		1,544,636,455		17,500,000,000		1,575,000,000		17,500,000,000		1,575,000,000		2.32%		1.97%		9.00%

																								（単位：百万円） タンイ ヒャクマン エン

						セグメント名 メイ		２０１6年３月期
実績 ネン ガツキ ジッセキ				２０１７年３月期
当初予想 ネン ガツキ トウショ ヨソウ				２０１７年３月期
修正予想 ネン ガツキ シュウセイ ヨソウ

								売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業
利益率

						エンベデッド
ソリューション事業 ジギョウ		3,241		379		3,236		332		2,972		203		△9.1%		△38.4％		6.8%

						ＩＣＴ
イノベーション事業 ジギョウ		3,150		242		3,628		328		3,626		326		+17.5%		+53.9％		9.0%

						フィナンシャル
システム事業 ジギョウ		4,256		595		4,283		504		4,200		560		△1.3%		△16.8％		13.3%

						ネットワーク
ソリューション事業 ジギョウ		4,911		377		4,830		361		5,126		433		+3.9％		+8.0%		8.4%

						その他事業 タ ジギョウ		1,543		△ 6		1,522		48		1,575		53		+0.5％		+936.4％		3.4%

						連結計 レンケツ ケイ		17,102		1,544		17,500		1,575		17,500		1,575		+2.3％		+2.0％		9.0%







主要な経営指標推移

																						（単位：百万円） タンイ ヒャクマン エン

						12年３月期 ネン ガツキ		13年３月期 ネン ガツキ		14年３月期 ネン ガツキ		15年３月期 ネン ガツキ		16年３月期 ネン ガツキ		17年3月期
（計画） ネン ガツキ ケイカク				16年３月期
第2四半期 ネン ガツキ ダイ シ ハンキ		17年３月期
第2四半期 ネン ガツキ ダイ シ ハンキ						H16年3月期２Ｑ ネン ガツキ		H17年3月期２Ｑ ネン ガツキ

				売上高 ウリアゲ ダカ		14,824		15,531		16,119		16,228		17,102		17,500				8,154		8,247						8,154,232,273		8,247,553,141

				　伸　長　率 シン ナガ リツ		(1.3)		(4.8)		(3.8)		(0.7)		(5.4)		(2.3)				(4.9)		(1.1)								1.14%

				営業利益 エイギョウ リエキ		871		1,011		1,441		1,415		1,544		1,575				557		753						557,738,852		753,182,873

				　率（対売上高） リツ タイ ウリアゲ ダカ		(5.9)		(6.5)		(8.9)		(8.7)		(9.0)		(9.0)				(6.8)		(9.1)						6.84%		9.13%

				　伸　長　率 シン ナガ リツ		(△6.8)		(16.2)		(42.4)		(△1.8)		(9.1)		(2.0)				(△17.7)		(35.0)								35.04%

				経常利益 ケイジョウ リエキ		899		1,090		1,500		1,558		1,717		1,675				669		806						669,807,036		806,957,815

				親会社株式に帰属する
当期（四半期）純利益 オヤガイシャ カブシキ キゾク トウキ シ ハンキ ジュンリエキ		328		585		646		791		957		1,150				464		538						464,758,834		538,820,333

				　率（対売上高） リツ タイ ウリアゲ ダカ		(2.2)		(3.8)		(4.0)		(4.9)		(5.6)		(6.6)				(5.7)		(6.5)						5.70%		6.53%

				　伸　長　率 シン ナガ リツ		(△26.5)		(78.1)		(10.4)		(22.3)		(21.0)		(20.2)				(9.9)		(15.9)								15.94%

				１株あたり当期
（四半期）純利益（ＥＰＳ） カブ トウキ シ ハンキ ジュンリエキ		86.89		154.77		170.86		209.00		252.82		303.80				122.77		142.34								142.34

				純資産 ジュンシサン		6,264		6,929		7,386		7,348		9,042						8,492		9,420

				株主資本利益率（ＲＯＥ） カブヌシ シホン リエキ リツ		5.3		8.9		9.0		10.2		11.0
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セグメント別上期実績／下期見通し 
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（単位：百万円）

上期
当初予想

上期
実績

差異
下期

当初予想
下期

修正予想
差異

売上 1,419 1,280 △ 139 売上 1,816 1,692 △ 124

営業利益 115 69 △ 46 営業利益 216 134 △ 82

営業利益率 8.1% 5.5% 営業利益率 11.9% 7.9%

＜エンベデッドソリューション事業＞

【売上】
・大型案件終了に対し、新規受注でカバーできず
【利益】
・売上未達に加え、一部PJTで計画遅延による工数増が発生

【売上】
・新規受注環境を厳しく見込む
・カーエレクトロニクス分野に引き続き注力
【利益】
・売上減に加え、追加投資の負担額増により予想を見直し


シナリオ①



												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				セグメント名 メイ				上期
当初予想 カミキ トウショ ヨソウ		上期
実績 カミキ ジッセキ		差異 サイ		コメント

				エンベデッド
ソリューション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		1,419		1,280		△ 139		
自動車大手では、開発予算の削減があったものの、大規模PJTに積極的に対応した結果、売上は小幅の未達。また、それ以外では、POS端末開発等の大型案件終了に伴う売上減を新規受注でカバーしきれず、結果として、売上が予想比マイナスとなった。
・利益については、売上未達に加え、一部PJTで計画遅延による工数増が発生したため予想比マイナス。
 ジドウシャ オオテ イガイ タンマツ カイハツ トウ オオガタ アンケン シュウリョウ トモナ ウリアゲ ゲン シンキ ジュチュウ ケッカ ウリアゲ ヨソウ ヒ リエキ イチブ ケイカク チエン				0.081042988		103.7350246653

						利益 リエキ		115		69		△ 46						0.05390625		35

				ＩＣＴ
イノベーション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		1,629		1,663		34		通信機器大手では、高単価案件への要員シフトを積極的に実施した結果、売上及び利益ともに増加。食品大手では、一部PJTが下半期になり、売上は小幅の未達。 コウタンカ アンケン ヨウイン セッキョクテキ ジッシ ケッカ ウリアゲ オヨ リエキ ゾウカ ショクヒン オオテ イチブ シモハンキ ウリアゲ コハバ ミタツ

						利益 リエキ		111		140		29

				フィナンシャル
システム事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		2,041		2,029		△ 12		損保案件で開発規模の縮小があったものの、共済大手の大型案件受注により、売上高はほぼ予想どおり、利益は大幅に超過達成。 カイハツ キボ シュクショウ キョウサイ オオテ オオガタ アンケン ジュチュウ ウリアゲ タカ ヨソウ リエキ オオハバ チョウカ タッセイ

						利益 リエキ		210		277		67

				ネットワーク
ソリューション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		2,381		2,532		151		航空大手では需要増を積極的に取り込むことに成功し、売上及び利益ともに大幅に増加。 ジュヨウゾウ セッキョク テキ ト コ セイコウ ウリアゲ オオハバ

						利益 リエキ		145		229		84

				その他 タ		売上 ウリアゲ		699		741		42

						利益 リエキ		1		23		22

				連結計 レンケツ ケイ		売上 ウリアゲ		8,169		8,245		76

						利益 リエキ		582		738		156



												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				セグメント名 メイ				下期
当初予想 シモキ トウショ ヨソウ		下期
修正予想 シモキ シュウセイ ヨソウ		差異 サイ		コメント

				エンベデッド
ソリューション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		1,816		1,692		△ 124		次期大型PJT開始が来年度以降が見込まれる顧客が多く、下半期の新規案件獲得は苦戦が予想される。自動車大手に対しては新規大型一括案件を受注しており、下半期中に計上が見込まれるが、全体では、上期実績を上回るが、当初予想を下回る見込み。 ジキ オオガタ カイシ ライネンド イコウ ミコ コキャク オオ シモハンキ シンキ アンケン カクトク クセン ヨソウ ジドウシャ オオテ タイ シンキ オオガタ イッカツ アンケン ジュチュウ チュウ ケイジョウ ミコミ ゼンタイ トウショ ヨソウ シタマワ ミコミ				0.1189427313		0.0791962175

						利益 リエキ		216		134		△ 82

				ＩＣＴ
イノベーション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		1,999		1,962		△ 37		携帯基地局の開発案件が終了するものの、上期に引き続き通信機器大手での高単価案件への対応等により、売上・利益ともに小幅のマイナスを見込む。 ケイタイ キチキョク カイハツ アンケン シュウリョウ カミキ ヒ ツヅ ツウシン キキ オオテ コウタンカ アンケン タイオウ トウ ウリアゲ リエキ コハバ ミコ				0.1075537769		0.0948012232

						利益 リエキ		215		186		△ 29

				フィナンシャル
システム事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		2,240		2,171		△ 69		売上面では、共済関連大手は引き続き高採算の受注拡大が見込めるものの、生損保の案件獲得は不安定要素はぬぐいきれず、当初予想を下回る見込み。利益面では、共済関連大手の高採算案件が貢献するものの、当初予想なみの着地を見込む。 ウリアゲ メン キョウサイ カンレン オオテ ヒ ツヅ コウサイサン ジュチュウ カクダイ ミコ セイソンポ アンケン カクトク フアンテイ ヨウソ トウショ ヨソウ シタマワ ミコ トウシ  トウショ ヨソウ チャクチ ミコ				0.1308035714		0.1303546753

						利益 リエキ		293		283		△ 10

				ネットワーク
ソリューション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		2,448		2,593		145		売上面では航空大手の受注が引き続き拡大するが、利益面では他の顧客の受注単価改善が進まず、若干の予想比マイナスを見込む。 ウリアゲ メン コウクウ オオテ ジュチュウ ヒ ツヅ カクダイ リエキ メン タ コキャク ジュチュウ タンカ カイゼン スス ジャッカン ヨソウ ヒ ミコ				0.0882352941		0.0786733513

						利益 リエキ		216		204		△ 12

				その他 タ		売上 ウリアゲ		823		834		11						0.0571081409		0.035971223

						利益 リエキ		47		30		△ 17

				連結計 レンケツ ケイ		売上 ウリアゲ		9,326		9,252		△ 74						0.1058331546		0.0904669261

						利益 リエキ		987		837		△ 150

				 should be		売上 ウリアゲ		17500		17500

				 should be		営業利益 should be エイギョウ リエキ		1575		1575

						diff		5		3		←端数差異はあとで調整します！(by稲川） ハスウ サイ チョウセイ イナガワ

						diff		6		0

												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				通期計 ツウキ ケイ				通期
当初予想 ツウキ トウショ ヨソウ		通期
修正予想 ツウキ シュウセイ ヨソウ		差異 サイ		コメント

				エンベデッド
ソリューション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		3,235		2,972		△ 263

						利益 リエキ		331		203		△ 128

				ＩＣＴ
イノベーション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		3,628		3,625		△ 3

						利益 リエキ		326		326		0

				フィナンシャル
システム事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		4,281		4,200		△ 81

						利益 リエキ		503		560		57

				ネットワーク
ソリューション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		4,829		5,125		296

						利益 リエキ		361		433		72

				その他 タ		売上 ウリアゲ		1,522		1,575		53

						利益 リエキ		48		53		5

				連結計 レンケツ ケイ		売上 ウリアゲ		17,495		17,497		2

						利益 リエキ		1,569		1,575		6





シナリオ①パワポ用



												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				セグメント名 メイ				上期
当初予想 カミキ トウショ ヨソウ		上期
実績 カミキ ジッセキ		差異 サイ		コメント				11/2mtg

				エンベデッド
ソリューション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		1,419		1,280		△ 139		【売上】
・大型案件終了に対し、新規受注でカバーできず
【利益】
・売上未達に加え、一部PJTで計画遅延による工数増が発生				テキストＯＫ


						利益 リエキ		115		69		△ 46						資料を用意

				ＩＣＴ
イノベーション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		1,629		1,663		34		【売上】
・当初予想並み
【利益】
・増収と案件の採算性改善が貢献 ナ ゾウシュウ アンケン サイサンセイ カイゼン コウケン				テキスト修正済
 シュウセイ スミ

						利益 リエキ		111		140		29						資料を用意

				フィナンシャル
システム事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		2,041		2,029		△ 12		【売上】
・当初予想並み
【利益】
・案件の採算性改善が貢献 トウショ ヨソウ ナ アンケン サイサンセイ カイゼン コウケン				テキスト修正済
 シュウセイ スミ

						利益 リエキ		210		277		67						資料を用意

				ネットワーク
ソリューション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		2,381		2,532		151		【売上】
・運輸大手の案件で受注増
【利益】
・増収と案件の採算性改善が貢献 ウンユ アンケン ジュチュウゾウ ゾウシュウ コウケン				テキスト修正済
 シュウセイ スミ

						利益 リエキ		145		229		84						資料を用意

				その他 タ		売上 ウリアゲ		699		741		42		【売上】
・各分野とも堅調に推移
【利益】
・採算性の改善が貢献 カクブンヤ ケンチョウ スイイ サイサンセイ カイゼン コウケン

						利益 リエキ		1		23		22

				連結計 レンケツ ケイ		売上 ウリアゲ		8,169		8,245		76

						利益 リエキ		582		738		156

								0.0712449504		0.0895087932

												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				セグメント名 メイ				下期
当初予想 シモキ トウショ ヨソウ		下期
修正予想 シモキ シュウセイ ヨソウ		差異 サイ		コメント

				エンベデッド
ソリューション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		1,816		1,692		△ 124		【売上】
・新規受注環境を厳しく見込む
・カーエレクトロニクス分野に引き続き注力
【利益】
・売上減に加え、追加投資の負担額増により予想を見直し ウリアゲ ジュチュウ カンキョウ キビ ミコ ブンヤ ヒ ツヅ チュウリョク リエキ ウリアゲ ゲン クワ ヨソウ ミナオ

						利益 リエキ		216		134		△ 82

				ＩＣＴ
イノベーション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		1,999		1,962		△ 37		【売上】
・当初予想より一部顧客の受注減少を見込む
【利益】
・追加投資の負担額増はあるが、通期で当初予想並みを見込む				テキスト修正済
 シュウセイ スミ

						利益 リエキ		215		186		△ 29

				フィナンシャル
システム事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		2,240		2,171		△ 69		【売上】
・当初予想より一部顧客の受注減少を見込む
【利益】
・新規案件受注が貢献するも、追加投資負担増をまかなえず
　予想を見直し
 トウショ ヨソウ イチブ コキャク ジュチュウ ゲンショウ ミコ ヨソウ ミナオ				テキスト修正済
 シュウセイ スミ

						利益 リエキ		293		283		△ 10

				ネットワーク
ソリューション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		2,448		2,593		145		【売上】
・上期に引き続き拡大傾向
【利益】
・売上増加するも、追加投資負担増をまかなえず
　予想を見直し カミキ ヒ ツヅ カクダイ ケイコウ ウリアゲ ゾウカ ゾウ ヨソウ ミナオ

						利益 リエキ		216		204		△ 12

				その他 タ		売上 ウリアゲ		823		834		11		【売上】
・引き続き堅調
【利益】
・追加投資の負担額増はあるが、通期で当初予想並みを見込む ヒ ツヅ ケンチョウ ツイカ トウシ フタン ガク ゾウ ツウキ トウショ ヨソウ ナ ミコ

						利益 リエキ		47		30		△ 17

				連結計 レンケツ ケイ		売上 ウリアゲ		9,326		9,252		△ 74

						利益 リエキ		987		837		△ 150

				 should be		売上 ウリアゲ		17500		17500

				 should be		営業利益 should be エイギョウ リエキ		1575		1575

						diff		5		3		←端数差異はあとで調整します！(by稲川） ハスウ サイ チョウセイ イナガワ

						diff		6		0

												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				通期計 ツウキ ケイ				通期
当初予想 ツウキ トウショ ヨソウ		通期
修正予想 ツウキ シュウセイ ヨソウ		差異 サイ		コメント

				エンベデッド
ソリューション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		3,235		2,972		△ 263

						利益 リエキ		331		203		△ 128

				ＩＣＴ
イノベーション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		3,628		3,625		△ 3

						利益 リエキ		326		326		0

				フィナンシャル
システム事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		4,281		4,200		△ 81

						利益 リエキ		503		560		57

				ネットワーク
ソリューション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		4,829		5,125		296

						利益 リエキ		361		433		72

				その他 タ		売上 ウリアゲ		1,522		1,575		53

						利益 リエキ		48		53		5

				連結計 レンケツ ケイ		売上 ウリアゲ		17,495		17,497		2

						利益 リエキ		1,569		1,575		6





シナリオ②



				＜エンベデッドソリューション事業＞ ジギョウ														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

						上期
当初予想 カミキ トウショ ヨソウ		上期
実績 カミキ ジッセキ		差異 サイ				下期
当初予想 シモキ トウショ ヨソウ		下期
修正予想 シモキ シュウセイ ヨソウ		差異 サイ

				売上 ウリアゲ		1,419		1,280		△ 139		売上 ウリアゲ		1,816		1,692		△ 124

				営業利益 エイギョウ リエキ		115		69		△ 46		営業利益 エイギョウ リエキ		216		134		△ 82

				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		8.1%		5.5%				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		11.9%		7.9%

				【売上】
・大型案件終了に対し、新規受注でカバーできず
【利益】
・売上未達に加え、一部PJTで計画遅延による工数増が発生								【売上】
・新規受注環境を厳しく見込む
・カーエレクトロニクス分野に引き続き注力
【利益】
・売上減に加え、追加投資の負担額増により予想を見直し



				＜ＩＣＴイノベーション事業＞														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

						上期
当初予想 カミキ トウショ ヨソウ		上期
実績 カミキ ジッセキ		差異 サイ				下期
当初予想 シモキ トウショ ヨソウ		下期
修正予想 シモキ シュウセイ ヨソウ		差異 サイ

				売上 ウリアゲ		1,629		1,663		34		売上 ウリアゲ		1,999		1,962		△ 37

				営業利益 エイギョウ リエキ		111		140		29		営業利益 エイギョウ リエキ		215		186		△ 29

				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		6.8%		8.4%				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		10.8%		9.5%

				【売上】
・当初予想並み
【利益】
・増収と案件の採算性改善が貢献								【売上】
・当初予想より一部顧客の受注減少を見込む
【利益】
・追加投資の負担額増はあるが、通期で当初予想並みを見込む



				＜フィナンシャルシステム事業＞														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

						上期
当初予想 カミキ トウショ ヨソウ		上期
実績 カミキ ジッセキ		差異 サイ				下期
当初予想 シモキ トウショ ヨソウ		下期
修正予想 シモキ シュウセイ ヨソウ		差異 サイ

				売上 ウリアゲ		2,041		2,029		△ 12		売上 ウリアゲ		2,240		2,171		△ 69

				営業利益 エイギョウ リエキ		210		277		67		営業利益 エイギョウ リエキ		293		283		△ 10

				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		10.3%		13.7%				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		13.1%		13.0%

				【売上】
・当初予想並み
【利益】
・案件の採算性改善が貢献								【売上】
・当初予想より一部顧客の受注減少を見込む
【利益】
・新規案件受注が貢献するも、追加投資負担増をまかなえず
　予想を見直し




				＜ネットワークソリューション事業＞														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

						上期
当初予想 カミキ トウショ ヨソウ		上期
実績 カミキ ジッセキ		差異 サイ				下期
当初予想 シモキ トウショ ヨソウ		下期
修正予想 シモキ シュウセイ ヨソウ		差異 サイ

				売上 ウリアゲ		2,381		2,532		151		売上 ウリアゲ		2,448		2,593		145

				営業利益 エイギョウ リエキ		145		229		84		営業利益 エイギョウ リエキ		216		204		△ 12

				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		6.1%		9.1%				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		8.8%		7.9%

				【売上】
・運輸大手の案件で受注増
【利益】
・増収と案件の採算性改善が貢献								【売上】
・上期に引き続き拡大傾向
【利益】
・売上増加するも、追加投資負担増をまかなえず
　予想を見直し



				＜その他事業＞														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

						上期
当初予想 カミキ トウショ ヨソウ		上期
実績 カミキ ジッセキ		差異 サイ				下期
当初予想 シモキ トウショ ヨソウ		下期
修正予想 シモキ シュウセイ ヨソウ		差異 サイ

				売上 ウリアゲ		699		741		42		売上 ウリアゲ		823		834		11

				営業利益 エイギョウ リエキ		1		23		22		営業利益 エイギョウ リエキ		47		30		△ 17

				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		0.1%		3.1%				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		5.7%		3.6%

				【売上】
・各分野とも堅調に推移
【利益】
・採算性の改善が貢献								【売上】
・引き続き堅調
【利益】
・追加投資の負担額増はあるが、通期で当初予想並みを見込む
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（単位：百万円）

上期
当初予想

上期
実績

差異
下期

当初予想
下期

修正予想
差異

売上 1,629 1,663 34 売上 1,999 1,962 △ 37

営業利益 111 140 29 営業利益 215 186 △ 29

営業利益率 6.8% 8.4% 営業利益率 10.8% 9.5%

＜ＩＣＴイノベーション事業＞

【売上】
・当初予想並み
【利益】
・増収と案件の採算性改善が貢献

【売上】
・当初予想より一部顧客の受注減少を見込む
【利益】
・追加投資の負担額増はあるが、通期で当初予想並みを見込む


シナリオ①



												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				セグメント名 メイ				上期
当初予想 カミキ トウショ ヨソウ		上期
実績 カミキ ジッセキ		差異 サイ		コメント

				エンベデッド
ソリューション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		1,419		1,280		△ 139		
自動車大手では、開発予算の削減があったものの、大規模PJTに積極的に対応した結果、売上は小幅の未達。また、それ以外では、POS端末開発等の大型案件終了に伴う売上減を新規受注でカバーしきれず、結果として、売上が予想比マイナスとなった。
・利益については、売上未達に加え、一部PJTで計画遅延による工数増が発生したため予想比マイナス。
 ジドウシャ オオテ イガイ タンマツ カイハツ トウ オオガタ アンケン シュウリョウ トモナ ウリアゲ ゲン シンキ ジュチュウ ケッカ ウリアゲ ヨソウ ヒ リエキ イチブ ケイカク チエン				0.081042988		103.7350246653

						利益 リエキ		115		69		△ 46						0.05390625		35

				ＩＣＴ
イノベーション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		1,629		1,663		34		通信機器大手では、高単価案件への要員シフトを積極的に実施した結果、売上及び利益ともに増加。食品大手では、一部PJTが下半期になり、売上は小幅の未達。 コウタンカ アンケン ヨウイン セッキョクテキ ジッシ ケッカ ウリアゲ オヨ リエキ ゾウカ ショクヒン オオテ イチブ シモハンキ ウリアゲ コハバ ミタツ

						利益 リエキ		111		140		29

				フィナンシャル
システム事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		2,041		2,029		△ 12		損保案件で開発規模の縮小があったものの、共済大手の大型案件受注により、売上高はほぼ予想どおり、利益は大幅に超過達成。 カイハツ キボ シュクショウ キョウサイ オオテ オオガタ アンケン ジュチュウ ウリアゲ タカ ヨソウ リエキ オオハバ チョウカ タッセイ

						利益 リエキ		210		277		67

				ネットワーク
ソリューション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		2,381		2,532		151		航空大手では需要増を積極的に取り込むことに成功し、売上及び利益ともに大幅に増加。 ジュヨウゾウ セッキョク テキ ト コ セイコウ ウリアゲ オオハバ

						利益 リエキ		145		229		84

				その他 タ		売上 ウリアゲ		699		741		42

						利益 リエキ		1		23		22

				連結計 レンケツ ケイ		売上 ウリアゲ		8,169		8,245		76

						利益 リエキ		582		738		156



												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				セグメント名 メイ				下期
当初予想 シモキ トウショ ヨソウ		下期
修正予想 シモキ シュウセイ ヨソウ		差異 サイ		コメント

				エンベデッド
ソリューション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		1,816		1,692		△ 124		次期大型PJT開始が来年度以降が見込まれる顧客が多く、下半期の新規案件獲得は苦戦が予想される。自動車大手に対しては新規大型一括案件を受注しており、下半期中に計上が見込まれるが、全体では、上期実績を上回るが、当初予想を下回る見込み。 ジキ オオガタ カイシ ライネンド イコウ ミコ コキャク オオ シモハンキ シンキ アンケン カクトク クセン ヨソウ ジドウシャ オオテ タイ シンキ オオガタ イッカツ アンケン ジュチュウ チュウ ケイジョウ ミコミ ゼンタイ トウショ ヨソウ シタマワ ミコミ				0.1189427313		0.0791962175

						利益 リエキ		216		134		△ 82

				ＩＣＴ
イノベーション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		1,999		1,962		△ 37		携帯基地局の開発案件が終了するものの、上期に引き続き通信機器大手での高単価案件への対応等により、売上・利益ともに小幅のマイナスを見込む。 ケイタイ キチキョク カイハツ アンケン シュウリョウ カミキ ヒ ツヅ ツウシン キキ オオテ コウタンカ アンケン タイオウ トウ ウリアゲ リエキ コハバ ミコ				0.1075537769		0.0948012232

						利益 リエキ		215		186		△ 29

				フィナンシャル
システム事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		2,240		2,171		△ 69		売上面では、共済関連大手は引き続き高採算の受注拡大が見込めるものの、生損保の案件獲得は不安定要素はぬぐいきれず、当初予想を下回る見込み。利益面では、共済関連大手の高採算案件が貢献するものの、当初予想なみの着地を見込む。 ウリアゲ メン キョウサイ カンレン オオテ ヒ ツヅ コウサイサン ジュチュウ カクダイ ミコ セイソンポ アンケン カクトク フアンテイ ヨウソ トウショ ヨソウ シタマワ ミコ トウシ  トウショ ヨソウ チャクチ ミコ				0.1308035714		0.1303546753

						利益 リエキ		293		283		△ 10

				ネットワーク
ソリューション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		2,448		2,593		145		売上面では航空大手の受注が引き続き拡大するが、利益面では他の顧客の受注単価改善が進まず、若干の予想比マイナスを見込む。 ウリアゲ メン コウクウ オオテ ジュチュウ ヒ ツヅ カクダイ リエキ メン タ コキャク ジュチュウ タンカ カイゼン スス ジャッカン ヨソウ ヒ ミコ				0.0882352941		0.0786733513

						利益 リエキ		216		204		△ 12

				その他 タ		売上 ウリアゲ		823		834		11						0.0571081409		0.035971223

						利益 リエキ		47		30		△ 17

				連結計 レンケツ ケイ		売上 ウリアゲ		9,326		9,252		△ 74						0.1058331546		0.0904669261

						利益 リエキ		987		837		△ 150

				 should be		売上 ウリアゲ		17500		17500

				 should be		営業利益 should be エイギョウ リエキ		1575		1575

						diff		5		3		←端数差異はあとで調整します！(by稲川） ハスウ サイ チョウセイ イナガワ

						diff		6		0

												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				通期計 ツウキ ケイ				通期
当初予想 ツウキ トウショ ヨソウ		通期
修正予想 ツウキ シュウセイ ヨソウ		差異 サイ		コメント

				エンベデッド
ソリューション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		3,235		2,972		△ 263

						利益 リエキ		331		203		△ 128

				ＩＣＴ
イノベーション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		3,628		3,625		△ 3

						利益 リエキ		326		326		0

				フィナンシャル
システム事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		4,281		4,200		△ 81

						利益 リエキ		503		560		57

				ネットワーク
ソリューション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		4,829		5,125		296

						利益 リエキ		361		433		72

				その他 タ		売上 ウリアゲ		1,522		1,575		53

						利益 リエキ		48		53		5

				連結計 レンケツ ケイ		売上 ウリアゲ		17,495		17,497		2

						利益 リエキ		1,569		1,575		6





シナリオ①パワポ用



												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				セグメント名 メイ				上期
当初予想 カミキ トウショ ヨソウ		上期
実績 カミキ ジッセキ		差異 サイ		コメント				11/2mtg

				エンベデッド
ソリューション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		1,419		1,280		△ 139		【売上】
・大型案件終了に対し、新規受注でカバーできず
【利益】
・売上未達に加え、一部PJTで計画遅延による工数増が発生				テキストＯＫ


						利益 リエキ		115		69		△ 46						資料を用意

				ＩＣＴ
イノベーション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		1,629		1,663		34		【売上】
・当初予想並み
【利益】
・増収と案件の採算性改善が貢献 ナ ゾウシュウ アンケン サイサンセイ カイゼン コウケン				テキスト修正済
 シュウセイ スミ

						利益 リエキ		111		140		29						資料を用意

				フィナンシャル
システム事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		2,041		2,029		△ 12		【売上】
・当初予想並み
【利益】
・案件の採算性改善が貢献 トウショ ヨソウ ナ アンケン サイサンセイ カイゼン コウケン				テキスト修正済
 シュウセイ スミ

						利益 リエキ		210		277		67						資料を用意

				ネットワーク
ソリューション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		2,381		2,532		151		【売上】
・運輸大手の案件で受注増
【利益】
・増収と案件の採算性改善が貢献 ウンユ アンケン ジュチュウゾウ ゾウシュウ コウケン				テキスト修正済
 シュウセイ スミ

						利益 リエキ		145		229		84						資料を用意

				その他 タ		売上 ウリアゲ		699		741		42		【売上】
・各分野とも堅調に推移
【利益】
・採算性の改善が貢献 カクブンヤ ケンチョウ スイイ サイサンセイ カイゼン コウケン

						利益 リエキ		1		23		22

				連結計 レンケツ ケイ		売上 ウリアゲ		8,169		8,245		76

						利益 リエキ		582		738		156

								0.0712449504		0.0895087932

												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				セグメント名 メイ				下期
当初予想 シモキ トウショ ヨソウ		下期
修正予想 シモキ シュウセイ ヨソウ		差異 サイ		コメント

				エンベデッド
ソリューション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		1,816		1,692		△ 124		【売上】
・新規受注環境を厳しく見込む
・カーエレクトロニクス分野に引き続き注力
【利益】
・売上減に加え、追加投資の負担額増により予想を見直し ウリアゲ ジュチュウ カンキョウ キビ ミコ ブンヤ ヒ ツヅ チュウリョク リエキ ウリアゲ ゲン クワ ヨソウ ミナオ

						利益 リエキ		216		134		△ 82

				ＩＣＴ
イノベーション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		1,999		1,962		△ 37		【売上】
・当初予想より一部顧客の受注減少を見込む
【利益】
・追加投資の負担額増はあるが、通期で当初予想並みを見込む				テキスト修正済
 シュウセイ スミ

						利益 リエキ		215		186		△ 29

				フィナンシャル
システム事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		2,240		2,171		△ 69		【売上】
・当初予想より一部顧客の受注減少を見込む
【利益】
・新規案件受注が貢献するも、追加投資負担増をまかなえず
　予想を見直し
 トウショ ヨソウ イチブ コキャク ジュチュウ ゲンショウ ミコ ヨソウ ミナオ				テキスト修正済
 シュウセイ スミ

						利益 リエキ		293		283		△ 10

				ネットワーク
ソリューション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		2,448		2,593		145		【売上】
・上期に引き続き拡大傾向
【利益】
・売上増加するも、追加投資負担増をまかなえず
　予想を見直し カミキ ヒ ツヅ カクダイ ケイコウ ウリアゲ ゾウカ ゾウ ヨソウ ミナオ

						利益 リエキ		216		204		△ 12

				その他 タ		売上 ウリアゲ		823		834		11		【売上】
・引き続き堅調
【利益】
・追加投資の負担額増はあるが、通期で当初予想並みを見込む ヒ ツヅ ケンチョウ ツイカ トウシ フタン ガク ゾウ ツウキ トウショ ヨソウ ナ ミコ

						利益 リエキ		47		30		△ 17

				連結計 レンケツ ケイ		売上 ウリアゲ		9,326		9,252		△ 74

						利益 リエキ		987		837		△ 150

				 should be		売上 ウリアゲ		17500		17500

				 should be		営業利益 should be エイギョウ リエキ		1575		1575

						diff		5		3		←端数差異はあとで調整します！(by稲川） ハスウ サイ チョウセイ イナガワ

						diff		6		0

												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				通期計 ツウキ ケイ				通期
当初予想 ツウキ トウショ ヨソウ		通期
修正予想 ツウキ シュウセイ ヨソウ		差異 サイ		コメント

				エンベデッド
ソリューション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		3,235		2,972		△ 263

						利益 リエキ		331		203		△ 128

				ＩＣＴ
イノベーション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		3,628		3,625		△ 3

						利益 リエキ		326		326		0

				フィナンシャル
システム事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		4,281		4,200		△ 81

						利益 リエキ		503		560		57

				ネットワーク
ソリューション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		4,829		5,125		296

						利益 リエキ		361		433		72

				その他 タ		売上 ウリアゲ		1,522		1,575		53

						利益 リエキ		48		53		5

				連結計 レンケツ ケイ		売上 ウリアゲ		17,495		17,497		2

						利益 リエキ		1,569		1,575		6





シナリオ②



				＜エンベデッドソリューション事業＞ ジギョウ														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

						上期
当初予想 カミキ トウショ ヨソウ		上期
実績 カミキ ジッセキ		差異 サイ				下期
当初予想 シモキ トウショ ヨソウ		下期
修正予想 シモキ シュウセイ ヨソウ		差異 サイ

				売上 ウリアゲ		1,419		1,280		△ 139		売上 ウリアゲ		1,816		1,692		△ 124

				営業利益 エイギョウ リエキ		115		69		△ 46		営業利益 エイギョウ リエキ		216		134		△ 82

				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		8.1%		5.5%				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		11.9%		7.9%

				【売上】
・大型案件終了に対し、新規受注でカバーできず
【利益】
・売上未達に加え、一部PJTで計画遅延による工数増が発生								【売上】
・新規受注環境を厳しく見込む
・カーエレクトロニクス分野に引き続き注力
【利益】
・売上減に加え、追加投資の負担額増により予想を見直し



				＜ＩＣＴイノベーション事業＞														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

						上期
当初予想 カミキ トウショ ヨソウ		上期
実績 カミキ ジッセキ		差異 サイ				下期
当初予想 シモキ トウショ ヨソウ		下期
修正予想 シモキ シュウセイ ヨソウ		差異 サイ

				売上 ウリアゲ		1,629		1,663		34		売上 ウリアゲ		1,999		1,962		△ 37

				営業利益 エイギョウ リエキ		111		140		29		営業利益 エイギョウ リエキ		215		186		△ 29

				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		6.8%		8.4%				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		10.8%		9.5%

				【売上】
・当初予想並み
【利益】
・増収と案件の採算性改善が貢献								【売上】
・当初予想より一部顧客の受注減少を見込む
【利益】
・追加投資の負担額増はあるが、通期で当初予想並みを見込む



				＜フィナンシャルシステム事業＞														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

						上期
当初予想 カミキ トウショ ヨソウ		上期
実績 カミキ ジッセキ		差異 サイ				下期
当初予想 シモキ トウショ ヨソウ		下期
修正予想 シモキ シュウセイ ヨソウ		差異 サイ

				売上 ウリアゲ		2,041		2,029		△ 12		売上 ウリアゲ		2,240		2,171		△ 69

				営業利益 エイギョウ リエキ		210		277		67		営業利益 エイギョウ リエキ		293		283		△ 10

				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		10.3%		13.7%				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		13.1%		13.0%

				【売上】
・当初予想並み
【利益】
・案件の採算性改善が貢献								【売上】
・当初予想より一部顧客の受注減少を見込む
【利益】
・新規案件受注が貢献するも、追加投資負担増をまかなえず
　予想を見直し




				＜ネットワークソリューション事業＞														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

						上期
当初予想 カミキ トウショ ヨソウ		上期
実績 カミキ ジッセキ		差異 サイ				下期
当初予想 シモキ トウショ ヨソウ		下期
修正予想 シモキ シュウセイ ヨソウ		差異 サイ

				売上 ウリアゲ		2,381		2,532		151		売上 ウリアゲ		2,448		2,593		145

				営業利益 エイギョウ リエキ		145		229		84		営業利益 エイギョウ リエキ		216		204		△ 12

				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		6.1%		9.1%				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		8.8%		7.9%

				【売上】
・運輸大手の案件で受注増
【利益】
・増収と案件の採算性改善が貢献								【売上】
・上期に引き続き拡大傾向
【利益】
・売上増加するも、追加投資負担増をまかなえず
　予想を見直し



				＜その他事業＞														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

						上期
当初予想 カミキ トウショ ヨソウ		上期
実績 カミキ ジッセキ		差異 サイ				下期
当初予想 シモキ トウショ ヨソウ		下期
修正予想 シモキ シュウセイ ヨソウ		差異 サイ

				売上 ウリアゲ		699		741		42		売上 ウリアゲ		823		834		11

				営業利益 エイギョウ リエキ		1		23		22		営業利益 エイギョウ リエキ		47		30		△ 17

				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		0.1%		3.1%				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		5.7%		3.6%

				【売上】
・各分野とも堅調に推移
【利益】
・採算性の改善が貢献								【売上】
・引き続き堅調
【利益】
・追加投資の負担額増はあるが、通期で当初予想並みを見込む
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セグメント別上期実績／下期見通し 
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（単位：百万円）

上期
当初予想

上期
実績

差異
下期

当初予想
下期

修正予想
差異

売上 2,041 2,029 △ 12 売上 2,240 2,171 △ 69

営業利益 210 277 67 営業利益 293 283 △ 10

営業利益率 10.3% 13.7% 営業利益率 13.1% 13.0%

＜フィナンシャルシステム事業＞

【売上】
・当初予想並み
【利益】
・案件の採算性改善が貢献

【売上】
・当初予想より一部顧客の受注減少を見込む
【利益】
・新規案件受注が貢献するも、追加投資負担増をまかなえず
　予想を見直し


シナリオ①



												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				セグメント名 メイ				上期
当初予想 カミキ トウショ ヨソウ		上期
実績 カミキ ジッセキ		差異 サイ		コメント

				エンベデッド
ソリューション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		1,419		1,280		△ 139		
自動車大手では、開発予算の削減があったものの、大規模PJTに積極的に対応した結果、売上は小幅の未達。また、それ以外では、POS端末開発等の大型案件終了に伴う売上減を新規受注でカバーしきれず、結果として、売上が予想比マイナスとなった。
・利益については、売上未達に加え、一部PJTで計画遅延による工数増が発生したため予想比マイナス。
 ジドウシャ オオテ イガイ タンマツ カイハツ トウ オオガタ アンケン シュウリョウ トモナ ウリアゲ ゲン シンキ ジュチュウ ケッカ ウリアゲ ヨソウ ヒ リエキ イチブ ケイカク チエン				0.081042988		103.7350246653

						利益 リエキ		115		69		△ 46						0.05390625		35

				ＩＣＴ
イノベーション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		1,629		1,663		34		通信機器大手では、高単価案件への要員シフトを積極的に実施した結果、売上及び利益ともに増加。食品大手では、一部PJTが下半期になり、売上は小幅の未達。 コウタンカ アンケン ヨウイン セッキョクテキ ジッシ ケッカ ウリアゲ オヨ リエキ ゾウカ ショクヒン オオテ イチブ シモハンキ ウリアゲ コハバ ミタツ

						利益 リエキ		111		140		29

				フィナンシャル
システム事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		2,041		2,029		△ 12		損保案件で開発規模の縮小があったものの、共済大手の大型案件受注により、売上高はほぼ予想どおり、利益は大幅に超過達成。 カイハツ キボ シュクショウ キョウサイ オオテ オオガタ アンケン ジュチュウ ウリアゲ タカ ヨソウ リエキ オオハバ チョウカ タッセイ

						利益 リエキ		210		277		67

				ネットワーク
ソリューション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		2,381		2,532		151		航空大手では需要増を積極的に取り込むことに成功し、売上及び利益ともに大幅に増加。 ジュヨウゾウ セッキョク テキ ト コ セイコウ ウリアゲ オオハバ

						利益 リエキ		145		229		84

				その他 タ		売上 ウリアゲ		699		741		42

						利益 リエキ		1		23		22

				連結計 レンケツ ケイ		売上 ウリアゲ		8,169		8,245		76

						利益 リエキ		582		738		156



												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				セグメント名 メイ				下期
当初予想 シモキ トウショ ヨソウ		下期
修正予想 シモキ シュウセイ ヨソウ		差異 サイ		コメント

				エンベデッド
ソリューション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		1,816		1,692		△ 124		次期大型PJT開始が来年度以降が見込まれる顧客が多く、下半期の新規案件獲得は苦戦が予想される。自動車大手に対しては新規大型一括案件を受注しており、下半期中に計上が見込まれるが、全体では、上期実績を上回るが、当初予想を下回る見込み。 ジキ オオガタ カイシ ライネンド イコウ ミコ コキャク オオ シモハンキ シンキ アンケン カクトク クセン ヨソウ ジドウシャ オオテ タイ シンキ オオガタ イッカツ アンケン ジュチュウ チュウ ケイジョウ ミコミ ゼンタイ トウショ ヨソウ シタマワ ミコミ				0.1189427313		0.0791962175

						利益 リエキ		216		134		△ 82

				ＩＣＴ
イノベーション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		1,999		1,962		△ 37		携帯基地局の開発案件が終了するものの、上期に引き続き通信機器大手での高単価案件への対応等により、売上・利益ともに小幅のマイナスを見込む。 ケイタイ キチキョク カイハツ アンケン シュウリョウ カミキ ヒ ツヅ ツウシン キキ オオテ コウタンカ アンケン タイオウ トウ ウリアゲ リエキ コハバ ミコ				0.1075537769		0.0948012232

						利益 リエキ		215		186		△ 29

				フィナンシャル
システム事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		2,240		2,171		△ 69		売上面では、共済関連大手は引き続き高採算の受注拡大が見込めるものの、生損保の案件獲得は不安定要素はぬぐいきれず、当初予想を下回る見込み。利益面では、共済関連大手の高採算案件が貢献するものの、当初予想なみの着地を見込む。 ウリアゲ メン キョウサイ カンレン オオテ ヒ ツヅ コウサイサン ジュチュウ カクダイ ミコ セイソンポ アンケン カクトク フアンテイ ヨウソ トウショ ヨソウ シタマワ ミコ トウシ  トウショ ヨソウ チャクチ ミコ				0.1308035714		0.1303546753

						利益 リエキ		293		283		△ 10

				ネットワーク
ソリューション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		2,448		2,593		145		売上面では航空大手の受注が引き続き拡大するが、利益面では他の顧客の受注単価改善が進まず、若干の予想比マイナスを見込む。 ウリアゲ メン コウクウ オオテ ジュチュウ ヒ ツヅ カクダイ リエキ メン タ コキャク ジュチュウ タンカ カイゼン スス ジャッカン ヨソウ ヒ ミコ				0.0882352941		0.0786733513

						利益 リエキ		216		204		△ 12

				その他 タ		売上 ウリアゲ		823		834		11						0.0571081409		0.035971223

						利益 リエキ		47		30		△ 17

				連結計 レンケツ ケイ		売上 ウリアゲ		9,326		9,252		△ 74						0.1058331546		0.0904669261

						利益 リエキ		987		837		△ 150

				 should be		売上 ウリアゲ		17500		17500

				 should be		営業利益 should be エイギョウ リエキ		1575		1575

						diff		5		3		←端数差異はあとで調整します！(by稲川） ハスウ サイ チョウセイ イナガワ

						diff		6		0

												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				通期計 ツウキ ケイ				通期
当初予想 ツウキ トウショ ヨソウ		通期
修正予想 ツウキ シュウセイ ヨソウ		差異 サイ		コメント

				エンベデッド
ソリューション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		3,235		2,972		△ 263

						利益 リエキ		331		203		△ 128

				ＩＣＴ
イノベーション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		3,628		3,625		△ 3

						利益 リエキ		326		326		0

				フィナンシャル
システム事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		4,281		4,200		△ 81

						利益 リエキ		503		560		57

				ネットワーク
ソリューション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		4,829		5,125		296

						利益 リエキ		361		433		72

				その他 タ		売上 ウリアゲ		1,522		1,575		53

						利益 リエキ		48		53		5

				連結計 レンケツ ケイ		売上 ウリアゲ		17,495		17,497		2

						利益 リエキ		1,569		1,575		6





シナリオ①パワポ用



												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				セグメント名 メイ				上期
当初予想 カミキ トウショ ヨソウ		上期
実績 カミキ ジッセキ		差異 サイ		コメント				11/2mtg

				エンベデッド
ソリューション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		1,419		1,280		△ 139		【売上】
・大型案件終了に対し、新規受注でカバーできず
【利益】
・売上未達に加え、一部PJTで計画遅延による工数増が発生				テキストＯＫ


						利益 リエキ		115		69		△ 46						資料を用意

				ＩＣＴ
イノベーション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		1,629		1,663		34		【売上】
・当初予想並み
【利益】
・増収と案件の採算性改善が貢献 ナ ゾウシュウ アンケン サイサンセイ カイゼン コウケン				テキスト修正済
 シュウセイ スミ

						利益 リエキ		111		140		29						資料を用意

				フィナンシャル
システム事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		2,041		2,029		△ 12		【売上】
・当初予想並み
【利益】
・案件の採算性改善が貢献 トウショ ヨソウ ナ アンケン サイサンセイ カイゼン コウケン				テキスト修正済
 シュウセイ スミ

						利益 リエキ		210		277		67						資料を用意

				ネットワーク
ソリューション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		2,381		2,532		151		【売上】
・運輸大手の案件で受注増
【利益】
・増収と案件の採算性改善が貢献 ウンユ アンケン ジュチュウゾウ ゾウシュウ コウケン				テキスト修正済
 シュウセイ スミ

						利益 リエキ		145		229		84						資料を用意

				その他 タ		売上 ウリアゲ		699		741		42		【売上】
・各分野とも堅調に推移
【利益】
・採算性の改善が貢献 カクブンヤ ケンチョウ スイイ サイサンセイ カイゼン コウケン

						利益 リエキ		1		23		22

				連結計 レンケツ ケイ		売上 ウリアゲ		8,169		8,245		76

						利益 リエキ		582		738		156

								0.0712449504		0.0895087932

												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				セグメント名 メイ				下期
当初予想 シモキ トウショ ヨソウ		下期
修正予想 シモキ シュウセイ ヨソウ		差異 サイ		コメント

				エンベデッド
ソリューション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		1,816		1,692		△ 124		【売上】
・当初予想より新規受注減を見込む
・カーエレクトロニクス分野に引き続き注力
【利益】
・売上減に加え、追加投資の負担額増により予想を見直し ウリアゲ トウショ ヨソウ ジュチュウ ゲン ミコ ブンヤ ヒ ツヅ チュウリョク リエキ ウリアゲ ゲン クワ ヨソウ ミナオ

						利益 リエキ		216		134		△ 82

				ＩＣＴ
イノベーション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		1,999		1,962		△ 37		【売上】
・通期で当初予想並みを見込む
【利益】
・追加投資の負担額増はあるが、通期で当初予想並みを見込む ツウキ トウショ ヨソウ ナ ミコ				テキスト修正済
 シュウセイ スミ

						利益 リエキ		215		186		△ 29

				フィナンシャル
システム事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		2,240		2,171		△ 69		【売上】
・当初予想より一部顧客の受注減少を見込む
【利益】
・新規案件受注が貢献するも、追加投資負担増をまかなえず
　予想を見直し
 トウショ ヨソウ イチブ コキャク ジュチュウ ゲンショウ ミコ ヨソウ ミナオ				テキスト修正済
 シュウセイ スミ

						利益 リエキ		293		283		△ 10

				ネットワーク
ソリューション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		2,448		2,593		145		【売上】
・上期に引き続き拡大傾向
【利益】
・売上増加するも、追加投資負担増をまかなえず
　予想を見直し カミキ ヒ ツヅ カクダイ ケイコウ ウリアゲ ゾウカ ゾウ ヨソウ ミナオ

						利益 リエキ		216		204		△ 12

				その他 タ		売上 ウリアゲ		823		834		11		【売上】
・引き続き堅調
【利益】
・追加投資の負担額増はあるが、通期で当初予想並みを見込む ヒ ツヅ ケンチョウ ツイカ トウシ フタン ガク ゾウ ツウキ トウショ ヨソウ ナ ミコ

						利益 リエキ		47		30		△ 17

				連結計 レンケツ ケイ		売上 ウリアゲ		9,326		9,252		△ 74

						利益 リエキ		987		837		△ 150

				 should be		売上 ウリアゲ		17500		17500

				 should be		営業利益 should be エイギョウ リエキ		1575		1575

						diff		5		3		←端数差異はあとで調整します！(by稲川） ハスウ サイ チョウセイ イナガワ

						diff		6		0

												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				通期計 ツウキ ケイ				通期
当初予想 ツウキ トウショ ヨソウ		通期
修正予想 ツウキ シュウセイ ヨソウ		差異 サイ		コメント

				エンベデッド
ソリューション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		3,235		2,972		△ 263

						利益 リエキ		331		203		△ 128

				ＩＣＴ
イノベーション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		3,628		3,625		△ 3

						利益 リエキ		326		326		0

				フィナンシャル
システム事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		4,281		4,200		△ 81

						利益 リエキ		503		560		57

				ネットワーク
ソリューション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		4,829		5,125		296

						利益 リエキ		361		433		72

				その他 タ		売上 ウリアゲ		1,522		1,575		53

						利益 リエキ		48		53		5

				連結計 レンケツ ケイ		売上 ウリアゲ		17,495		17,497		2

						利益 リエキ		1,569		1,575		6





シナリオ②



				＜エンベデッドソリューション事業＞ ジギョウ														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

						上期
当初予想 カミキ トウショ ヨソウ		上期
実績 カミキ ジッセキ		差異 サイ				下期
当初予想 シモキ トウショ ヨソウ		下期
修正予想 シモキ シュウセイ ヨソウ		差異 サイ

				売上 ウリアゲ		1,419		1,280		△ 139		売上 ウリアゲ		1,816		1,692		△ 124

				営業利益 エイギョウ リエキ		115		69		△ 46		営業利益 エイギョウ リエキ		216		134		△ 82

				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		8.1%		5.5%				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		11.9%		7.9%

				【売上】
・大型案件終了に対し、新規受注でカバーできず
【利益】
・売上未達に加え、一部PJTで計画遅延による工数増が発生								【売上】
・当初予想より新規受注減を見込む
・カーエレクトロニクス分野に引き続き注力
【利益】
・売上減に加え、追加投資の負担額増により予想を見直し



				＜ＩＣＴイノベーション事業＞														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

						上期
当初予想 カミキ トウショ ヨソウ		上期
実績 カミキ ジッセキ		差異 サイ				下期
当初予想 シモキ トウショ ヨソウ		下期
修正予想 シモキ シュウセイ ヨソウ		差異 サイ

				売上 ウリアゲ		1,629		1,663		34		売上 ウリアゲ		1,999		1,962		△ 37

				営業利益 エイギョウ リエキ		111		140		29		営業利益 エイギョウ リエキ		215		186		△ 29

				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		6.8%		8.4%				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		10.8%		9.5%

				【売上】
・当初予想並み
【利益】
・増収と案件の採算性改善が貢献								【売上】
・通期で当初予想並みを見込む
【利益】
・追加投資の負担額増はあるが、通期で当初予想並みを見込む



				＜フィナンシャルシステム事業＞														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

						上期
当初予想 カミキ トウショ ヨソウ		上期
実績 カミキ ジッセキ		差異 サイ				下期
当初予想 シモキ トウショ ヨソウ		下期
修正予想 シモキ シュウセイ ヨソウ		差異 サイ

				売上 ウリアゲ		2,041		2,029		△ 12		売上 ウリアゲ		2,240		2,171		△ 69

				営業利益 エイギョウ リエキ		210		277		67		営業利益 エイギョウ リエキ		293		283		△ 10

				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		10.3%		13.7%				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		13.1%		13.0%

				【売上】
・当初予想並み
【利益】
・案件の採算性改善が貢献								【売上】
・当初予想より一部顧客の受注減少を見込む
【利益】
・新規案件受注が貢献するも、追加投資負担増をまかなえず
　予想を見直し




				＜ネットワークソリューション事業＞														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

						上期
当初予想 カミキ トウショ ヨソウ		上期
実績 カミキ ジッセキ		差異 サイ				下期
当初予想 シモキ トウショ ヨソウ		下期
修正予想 シモキ シュウセイ ヨソウ		差異 サイ

				売上 ウリアゲ		2,381		2,532		151		売上 ウリアゲ		2,448		2,593		145

				営業利益 エイギョウ リエキ		145		229		84		営業利益 エイギョウ リエキ		216		204		△ 12

				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		6.1%		9.1%				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		8.8%		7.9%

				【売上】
・運輸大手の案件で受注増
【利益】
・増収と案件の採算性改善が貢献								【売上】
・上期に引き続き拡大傾向
【利益】
・売上増加するも、追加投資負担増をまかなえず
　予想を見直し



				＜その他事業＞														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

						上期
当初予想 カミキ トウショ ヨソウ		上期
実績 カミキ ジッセキ		差異 サイ				下期
当初予想 シモキ トウショ ヨソウ		下期
修正予想 シモキ シュウセイ ヨソウ		差異 サイ

				売上 ウリアゲ		699		741		42		売上 ウリアゲ		823		834		11

				営業利益 エイギョウ リエキ		1		23		22		営業利益 エイギョウ リエキ		47		30		△ 17

				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		0.1%		3.1%				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		5.7%		3.6%

				【売上】
・各分野とも堅調に推移
【利益】
・採算性の改善が貢献								【売上】
・引き続き堅調
【利益】
・追加投資の負担額増はあるが、通期で当初予想並みを見込む
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（単位：百万円）

上期
当初予想

上期
実績

差異
下期

当初予想
下期

修正予想
差異

売上 2,381 2,532 151 売上 2,448 2,593 145

営業利益 145 229 84 営業利益 216 204 △ 12

営業利益率 6.1% 9.1% 営業利益率 8.8% 7.9%

＜ネットワークソリューション事業＞

【売上】
・運輸大手の案件で受注増
【利益】
・増収と案件の採算性改善が貢献

【売上】
・上期に引き続き拡大傾向
【利益】
・売上増加するも、追加投資負担増をまかなえず
　予想を見直し


シナリオ①



												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				セグメント名 メイ				上期
当初予想 カミキ トウショ ヨソウ		上期
実績 カミキ ジッセキ		差異 サイ		コメント

				エンベデッド
ソリューション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		1,419		1,280		△ 139		
自動車大手では、開発予算の削減があったものの、大規模PJTに積極的に対応した結果、売上は小幅の未達。また、それ以外では、POS端末開発等の大型案件終了に伴う売上減を新規受注でカバーしきれず、結果として、売上が予想比マイナスとなった。
・利益については、売上未達に加え、一部PJTで計画遅延による工数増が発生したため予想比マイナス。
 ジドウシャ オオテ イガイ タンマツ カイハツ トウ オオガタ アンケン シュウリョウ トモナ ウリアゲ ゲン シンキ ジュチュウ ケッカ ウリアゲ ヨソウ ヒ リエキ イチブ ケイカク チエン				0.081042988		103.7350246653

						利益 リエキ		115		69		△ 46						0.05390625		35

				ＩＣＴ
イノベーション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		1,629		1,663		34		通信機器大手では、高単価案件への要員シフトを積極的に実施した結果、売上及び利益ともに増加。食品大手では、一部PJTが下半期になり、売上は小幅の未達。 コウタンカ アンケン ヨウイン セッキョクテキ ジッシ ケッカ ウリアゲ オヨ リエキ ゾウカ ショクヒン オオテ イチブ シモハンキ ウリアゲ コハバ ミタツ

						利益 リエキ		111		140		29

				フィナンシャル
システム事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		2,041		2,029		△ 12		損保案件で開発規模の縮小があったものの、共済大手の大型案件受注により、売上高はほぼ予想どおり、利益は大幅に超過達成。 カイハツ キボ シュクショウ キョウサイ オオテ オオガタ アンケン ジュチュウ ウリアゲ タカ ヨソウ リエキ オオハバ チョウカ タッセイ

						利益 リエキ		210		277		67

				ネットワーク
ソリューション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		2,381		2,532		151		航空大手では需要増を積極的に取り込むことに成功し、売上及び利益ともに大幅に増加。 ジュヨウゾウ セッキョク テキ ト コ セイコウ ウリアゲ オオハバ

						利益 リエキ		145		229		84

				その他 タ		売上 ウリアゲ		699		741		42

						利益 リエキ		1		23		22

				連結計 レンケツ ケイ		売上 ウリアゲ		8,169		8,245		76

						利益 リエキ		582		738		156



												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				セグメント名 メイ				下期
当初予想 シモキ トウショ ヨソウ		下期
修正予想 シモキ シュウセイ ヨソウ		差異 サイ		コメント

				エンベデッド
ソリューション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		1,816		1,692		△ 124		次期大型PJT開始が来年度以降が見込まれる顧客が多く、下半期の新規案件獲得は苦戦が予想される。自動車大手に対しては新規大型一括案件を受注しており、下半期中に計上が見込まれるが、全体では、上期実績を上回るが、当初予想を下回る見込み。 ジキ オオガタ カイシ ライネンド イコウ ミコ コキャク オオ シモハンキ シンキ アンケン カクトク クセン ヨソウ ジドウシャ オオテ タイ シンキ オオガタ イッカツ アンケン ジュチュウ チュウ ケイジョウ ミコミ ゼンタイ トウショ ヨソウ シタマワ ミコミ				0.1189427313		0.0791962175

						利益 リエキ		216		134		△ 82

				ＩＣＴ
イノベーション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		1,999		1,962		△ 37		携帯基地局の開発案件が終了するものの、上期に引き続き通信機器大手での高単価案件への対応等により、売上・利益ともに小幅のマイナスを見込む。 ケイタイ キチキョク カイハツ アンケン シュウリョウ カミキ ヒ ツヅ ツウシン キキ オオテ コウタンカ アンケン タイオウ トウ ウリアゲ リエキ コハバ ミコ				0.1075537769		0.0948012232

						利益 リエキ		215		186		△ 29

				フィナンシャル
システム事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		2,240		2,171		△ 69		売上面では、共済関連大手は引き続き高採算の受注拡大が見込めるものの、生損保の案件獲得は不安定要素はぬぐいきれず、当初予想を下回る見込み。利益面では、共済関連大手の高採算案件が貢献するものの、当初予想なみの着地を見込む。 ウリアゲ メン キョウサイ カンレン オオテ ヒ ツヅ コウサイサン ジュチュウ カクダイ ミコ セイソンポ アンケン カクトク フアンテイ ヨウソ トウショ ヨソウ シタマワ ミコ トウシ  トウショ ヨソウ チャクチ ミコ				0.1308035714		0.1303546753

						利益 リエキ		293		283		△ 10

				ネットワーク
ソリューション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		2,448		2,593		145		売上面では航空大手の受注が引き続き拡大するが、利益面では他の顧客の受注単価改善が進まず、若干の予想比マイナスを見込む。 ウリアゲ メン コウクウ オオテ ジュチュウ ヒ ツヅ カクダイ リエキ メン タ コキャク ジュチュウ タンカ カイゼン スス ジャッカン ヨソウ ヒ ミコ				0.0882352941		0.0786733513

						利益 リエキ		216		204		△ 12

				その他 タ		売上 ウリアゲ		823		834		11						0.0571081409		0.035971223

						利益 リエキ		47		30		△ 17

				連結計 レンケツ ケイ		売上 ウリアゲ		9,326		9,252		△ 74						0.1058331546		0.0904669261

						利益 リエキ		987		837		△ 150

				 should be		売上 ウリアゲ		17500		17500

				 should be		営業利益 should be エイギョウ リエキ		1575		1575

						diff		5		3		←端数差異はあとで調整します！(by稲川） ハスウ サイ チョウセイ イナガワ

						diff		6		0

												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				通期計 ツウキ ケイ				通期
当初予想 ツウキ トウショ ヨソウ		通期
修正予想 ツウキ シュウセイ ヨソウ		差異 サイ		コメント

				エンベデッド
ソリューション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		3,235		2,972		△ 263

						利益 リエキ		331		203		△ 128

				ＩＣＴ
イノベーション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		3,628		3,625		△ 3

						利益 リエキ		326		326		0

				フィナンシャル
システム事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		4,281		4,200		△ 81

						利益 リエキ		503		560		57

				ネットワーク
ソリューション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		4,829		5,125		296

						利益 リエキ		361		433		72

				その他 タ		売上 ウリアゲ		1,522		1,575		53

						利益 リエキ		48		53		5

				連結計 レンケツ ケイ		売上 ウリアゲ		17,495		17,497		2

						利益 リエキ		1,569		1,575		6





シナリオ①パワポ用



												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				セグメント名 メイ				上期
当初予想 カミキ トウショ ヨソウ		上期
実績 カミキ ジッセキ		差異 サイ		コメント				11/2mtg

				エンベデッド
ソリューション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		1,419		1,280		△ 139		【売上】
・大型案件終了に対し、新規受注でカバーできず
【利益】
・売上未達に加え、一部PJTで計画遅延による工数増が発生				テキストＯＫ


						利益 リエキ		115		69		△ 46						資料を用意

				ＩＣＴ
イノベーション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		1,629		1,663		34		【売上】
・当初予想並み
【利益】
・増収と案件の採算性改善が貢献 ナ ゾウシュウ アンケン サイサンセイ カイゼン コウケン				テキスト修正済
 シュウセイ スミ

						利益 リエキ		111		140		29						資料を用意

				フィナンシャル
システム事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		2,041		2,029		△ 12		【売上】
・当初予想並み
【利益】
・案件の採算性改善が貢献 トウショ ヨソウ ナ アンケン サイサンセイ カイゼン コウケン				テキスト修正済
 シュウセイ スミ

						利益 リエキ		210		277		67						資料を用意

				ネットワーク
ソリューション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		2,381		2,532		151		【売上】
・運輸大手の案件で受注増
【利益】
・増収と案件の採算性改善が貢献 ウンユ アンケン ジュチュウゾウ ゾウシュウ コウケン				テキスト修正済
 シュウセイ スミ

						利益 リエキ		145		229		84						資料を用意

				その他 タ		売上 ウリアゲ		699		741		42		【売上】
・各分野とも堅調に推移
【利益】
・採算性の改善が貢献 カクブンヤ ケンチョウ スイイ サイサンセイ カイゼン コウケン

						利益 リエキ		1		23		22

				連結計 レンケツ ケイ		売上 ウリアゲ		8,169		8,245		76

						利益 リエキ		582		738		156

								0.0712449504		0.0895087932

												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				セグメント名 メイ				下期
当初予想 シモキ トウショ ヨソウ		下期
修正予想 シモキ シュウセイ ヨソウ		差異 サイ		コメント

				エンベデッド
ソリューション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		1,816		1,692		△ 124		【売上】
・当初予想より新規受注減を見込む
・カーエレクトロニクス分野に引き続き注力
【利益】
・売上減に加え、追加投資の負担額増により予想を見直し ウリアゲ トウショ ヨソウ ジュチュウ ゲン ミコ ブンヤ ヒ ツヅ チュウリョク リエキ ウリアゲ ゲン クワ ヨソウ ミナオ

						利益 リエキ		216		134		△ 82

				ＩＣＴ
イノベーション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		1,999		1,962		△ 37		【売上】
・通期で当初予想並みを見込む
【利益】
・追加投資の負担額増はあるが、通期で当初予想並みを見込む ツウキ トウショ ヨソウ ナ ミコ				テキスト修正済
 シュウセイ スミ

						利益 リエキ		215		186		△ 29

				フィナンシャル
システム事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		2,240		2,171		△ 69		【売上】
・当初予想より一部顧客の受注減少を見込む
【利益】
・新規案件受注が貢献するも、追加投資負担増をまかなえず
　予想を見直し
 トウショ ヨソウ イチブ コキャク ジュチュウ ゲンショウ ミコ ヨソウ ミナオ				テキスト修正済
 シュウセイ スミ

						利益 リエキ		293		283		△ 10

				ネットワーク
ソリューション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		2,448		2,593		145		【売上】
・上期に引き続き拡大傾向
【利益】
・売上増加するも、追加投資負担増をまかなえず
　予想を見直し カミキ ヒ ツヅ カクダイ ケイコウ ウリアゲ ゾウカ ゾウ ヨソウ ミナオ

						利益 リエキ		216		204		△ 12

				その他 タ		売上 ウリアゲ		823		834		11		【売上】
・引き続き堅調
【利益】
・追加投資の負担額増はあるが、通期で当初予想並みを見込む ヒ ツヅ ケンチョウ ツイカ トウシ フタン ガク ゾウ ツウキ トウショ ヨソウ ナ ミコ

						利益 リエキ		47		30		△ 17

				連結計 レンケツ ケイ		売上 ウリアゲ		9,326		9,252		△ 74

						利益 リエキ		987		837		△ 150

				 should be		売上 ウリアゲ		17500		17500

				 should be		営業利益 should be エイギョウ リエキ		1575		1575

						diff		5		3		←端数差異はあとで調整します！(by稲川） ハスウ サイ チョウセイ イナガワ

						diff		6		0

												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				通期計 ツウキ ケイ				通期
当初予想 ツウキ トウショ ヨソウ		通期
修正予想 ツウキ シュウセイ ヨソウ		差異 サイ		コメント

				エンベデッド
ソリューション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		3,235		2,972		△ 263

						利益 リエキ		331		203		△ 128

				ＩＣＴ
イノベーション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		3,628		3,625		△ 3

						利益 リエキ		326		326		0

				フィナンシャル
システム事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		4,281		4,200		△ 81

						利益 リエキ		503		560		57

				ネットワーク
ソリューション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		4,829		5,125		296

						利益 リエキ		361		433		72

				その他 タ		売上 ウリアゲ		1,522		1,575		53

						利益 リエキ		48		53		5

				連結計 レンケツ ケイ		売上 ウリアゲ		17,495		17,497		2

						利益 リエキ		1,569		1,575		6





シナリオ②



				＜エンベデッドソリューション事業＞ ジギョウ														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

						上期
当初予想 カミキ トウショ ヨソウ		上期
実績 カミキ ジッセキ		差異 サイ				下期
当初予想 シモキ トウショ ヨソウ		下期
修正予想 シモキ シュウセイ ヨソウ		差異 サイ

				売上 ウリアゲ		1,419		1,280		△ 139		売上 ウリアゲ		1,816		1,692		△ 124

				営業利益 エイギョウ リエキ		115		69		△ 46		営業利益 エイギョウ リエキ		216		134		△ 82

				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		8.1%		5.5%				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		11.9%		7.9%

				【売上】
・大型案件終了に対し、新規受注でカバーできず
【利益】
・売上未達に加え、一部PJTで計画遅延による工数増が発生								【売上】
・当初予想より新規受注減を見込む
・カーエレクトロニクス分野に引き続き注力
【利益】
・売上減に加え、追加投資の負担額増により予想を見直し



				＜ＩＣＴイノベーション事業＞														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

						上期
当初予想 カミキ トウショ ヨソウ		上期
実績 カミキ ジッセキ		差異 サイ				下期
当初予想 シモキ トウショ ヨソウ		下期
修正予想 シモキ シュウセイ ヨソウ		差異 サイ

				売上 ウリアゲ		1,629		1,663		34		売上 ウリアゲ		1,999		1,962		△ 37

				営業利益 エイギョウ リエキ		111		140		29		営業利益 エイギョウ リエキ		215		186		△ 29

				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		6.8%		8.4%				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		10.8%		9.5%

				【売上】
・当初予想並み
【利益】
・増収と案件の採算性改善が貢献								【売上】
・通期で当初予想並みを見込む
【利益】
・追加投資の負担額増はあるが、通期で当初予想並みを見込む



				＜フィナンシャルシステム事業＞														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

						上期
当初予想 カミキ トウショ ヨソウ		上期
実績 カミキ ジッセキ		差異 サイ				下期
当初予想 シモキ トウショ ヨソウ		下期
修正予想 シモキ シュウセイ ヨソウ		差異 サイ

				売上 ウリアゲ		2,041		2,029		△ 12		売上 ウリアゲ		2,240		2,171		△ 69

				営業利益 エイギョウ リエキ		210		277		67		営業利益 エイギョウ リエキ		293		283		△ 10

				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		10.3%		13.7%				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		13.1%		13.0%

				【売上】
・当初予想並み
【利益】
・案件の採算性改善が貢献								【売上】
・当初予想より一部顧客の受注減少を見込む
【利益】
・新規案件受注が貢献するも、追加投資負担増をまかなえず
　予想を見直し




				＜ネットワークソリューション事業＞														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

						上期
当初予想 カミキ トウショ ヨソウ		上期
実績 カミキ ジッセキ		差異 サイ				下期
当初予想 シモキ トウショ ヨソウ		下期
修正予想 シモキ シュウセイ ヨソウ		差異 サイ

				売上 ウリアゲ		2,381		2,532		151		売上 ウリアゲ		2,448		2,593		145

				営業利益 エイギョウ リエキ		145		229		84		営業利益 エイギョウ リエキ		216		204		△ 12

				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		6.1%		9.1%				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		8.8%		7.9%

				【売上】
・運輸大手の案件で受注増
【利益】
・増収と案件の採算性改善が貢献								【売上】
・上期に引き続き拡大傾向
【利益】
・売上増加するも、追加投資負担増をまかなえず
　予想を見直し



				＜その他事業＞														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

						上期
当初予想 カミキ トウショ ヨソウ		上期
実績 カミキ ジッセキ		差異 サイ				下期
当初予想 シモキ トウショ ヨソウ		下期
修正予想 シモキ シュウセイ ヨソウ		差異 サイ

				売上 ウリアゲ		699		741		42		売上 ウリアゲ		823		834		11

				営業利益 エイギョウ リエキ		1		23		22		営業利益 エイギョウ リエキ		47		30		△ 17

				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		0.1%		3.1%				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		5.7%		3.6%

				【売上】
・各分野とも堅調に推移
【利益】
・採算性の改善が貢献								【売上】
・引き続き堅調
【利益】
・追加投資の負担額増はあるが、通期で当初予想並みを見込む
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（単位：百万円）

上期
当初予想

上期
実績

差異
下期

当初予想
下期

修正予想
差異

売上 699 741 42 売上 823 834 11

営業利益 1 23 22 営業利益 47 30 △ 17

営業利益率 0.1% 3.1% 営業利益率 5.7% 3.6%

【売上】
・各分野とも堅調に推移
【利益】
・採算性の改善が貢献

【売上】
・引き続き堅調
【利益】
・追加投資の負担額増はあるが、通期で当初予想並みを見込む

＜その他事業＞


シナリオ①



												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				セグメント名 メイ				上期
当初予想 カミキ トウショ ヨソウ		上期
実績 カミキ ジッセキ		差異 サイ		コメント

				エンベデッド
ソリューション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		1,419		1,280		△ 139		
自動車大手では、開発予算の削減があったものの、大規模PJTに積極的に対応した結果、売上は小幅の未達。また、それ以外では、POS端末開発等の大型案件終了に伴う売上減を新規受注でカバーしきれず、結果として、売上が予想比マイナスとなった。
・利益については、売上未達に加え、一部PJTで計画遅延による工数増が発生したため予想比マイナス。
 ジドウシャ オオテ イガイ タンマツ カイハツ トウ オオガタ アンケン シュウリョウ トモナ ウリアゲ ゲン シンキ ジュチュウ ケッカ ウリアゲ ヨソウ ヒ リエキ イチブ ケイカク チエン				0.081042988		103.7350246653

						利益 リエキ		115		69		△ 46						0.05390625		35

				ＩＣＴ
イノベーション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		1,629		1,663		34		通信機器大手では、高単価案件への要員シフトを積極的に実施した結果、売上及び利益ともに増加。食品大手では、一部PJTが下半期になり、売上は小幅の未達。 コウタンカ アンケン ヨウイン セッキョクテキ ジッシ ケッカ ウリアゲ オヨ リエキ ゾウカ ショクヒン オオテ イチブ シモハンキ ウリアゲ コハバ ミタツ

						利益 リエキ		111		140		29

				フィナンシャル
システム事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		2,041		2,029		△ 12		損保案件で開発規模の縮小があったものの、共済大手の大型案件受注により、売上高はほぼ予想どおり、利益は大幅に超過達成。 カイハツ キボ シュクショウ キョウサイ オオテ オオガタ アンケン ジュチュウ ウリアゲ タカ ヨソウ リエキ オオハバ チョウカ タッセイ

						利益 リエキ		210		277		67

				ネットワーク
ソリューション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		2,381		2,532		151		航空大手では需要増を積極的に取り込むことに成功し、売上及び利益ともに大幅に増加。 ジュヨウゾウ セッキョク テキ ト コ セイコウ ウリアゲ オオハバ

						利益 リエキ		145		229		84

				その他 タ		売上 ウリアゲ		699		741		42

						利益 リエキ		1		23		22

				連結計 レンケツ ケイ		売上 ウリアゲ		8,169		8,245		76

						利益 リエキ		582		738		156



												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				セグメント名 メイ				下期
当初予想 シモキ トウショ ヨソウ		下期
修正予想 シモキ シュウセイ ヨソウ		差異 サイ		コメント

				エンベデッド
ソリューション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		1,816		1,692		△ 124		次期大型PJT開始が来年度以降が見込まれる顧客が多く、下半期の新規案件獲得は苦戦が予想される。自動車大手に対しては新規大型一括案件を受注しており、下半期中に計上が見込まれるが、全体では、上期実績を上回るが、当初予想を下回る見込み。 ジキ オオガタ カイシ ライネンド イコウ ミコ コキャク オオ シモハンキ シンキ アンケン カクトク クセン ヨソウ ジドウシャ オオテ タイ シンキ オオガタ イッカツ アンケン ジュチュウ チュウ ケイジョウ ミコミ ゼンタイ トウショ ヨソウ シタマワ ミコミ				0.1189427313		0.0791962175

						利益 リエキ		216		134		△ 82

				ＩＣＴ
イノベーション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		1,999		1,962		△ 37		携帯基地局の開発案件が終了するものの、上期に引き続き通信機器大手での高単価案件への対応等により、売上・利益ともに小幅のマイナスを見込む。 ケイタイ キチキョク カイハツ アンケン シュウリョウ カミキ ヒ ツヅ ツウシン キキ オオテ コウタンカ アンケン タイオウ トウ ウリアゲ リエキ コハバ ミコ				0.1075537769		0.0948012232

						利益 リエキ		215		186		△ 29

				フィナンシャル
システム事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		2,240		2,171		△ 69		売上面では、共済関連大手は引き続き高採算の受注拡大が見込めるものの、生損保の案件獲得は不安定要素はぬぐいきれず、当初予想を下回る見込み。利益面では、共済関連大手の高採算案件が貢献するものの、当初予想なみの着地を見込む。 ウリアゲ メン キョウサイ カンレン オオテ ヒ ツヅ コウサイサン ジュチュウ カクダイ ミコ セイソンポ アンケン カクトク フアンテイ ヨウソ トウショ ヨソウ シタマワ ミコ トウシ  トウショ ヨソウ チャクチ ミコ				0.1308035714		0.1303546753

						利益 リエキ		293		283		△ 10

				ネットワーク
ソリューション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		2,448		2,593		145		売上面では航空大手の受注が引き続き拡大するが、利益面では他の顧客の受注単価改善が進まず、若干の予想比マイナスを見込む。 ウリアゲ メン コウクウ オオテ ジュチュウ ヒ ツヅ カクダイ リエキ メン タ コキャク ジュチュウ タンカ カイゼン スス ジャッカン ヨソウ ヒ ミコ				0.0882352941		0.0786733513

						利益 リエキ		216		204		△ 12

				その他 タ		売上 ウリアゲ		823		834		11						0.0571081409		0.035971223

						利益 リエキ		47		30		△ 17

				連結計 レンケツ ケイ		売上 ウリアゲ		9,326		9,252		△ 74						0.1058331546		0.0904669261

						利益 リエキ		987		837		△ 150

				 should be		売上 ウリアゲ		17500		17500

				 should be		営業利益 should be エイギョウ リエキ		1575		1575

						diff		5		3		←端数差異はあとで調整します！(by稲川） ハスウ サイ チョウセイ イナガワ

						diff		6		0

												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				通期計 ツウキ ケイ				通期
当初予想 ツウキ トウショ ヨソウ		通期
修正予想 ツウキ シュウセイ ヨソウ		差異 サイ		コメント

				エンベデッド
ソリューション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		3,235		2,972		△ 263

						利益 リエキ		331		203		△ 128

				ＩＣＴ
イノベーション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		3,628		3,625		△ 3

						利益 リエキ		326		326		0

				フィナンシャル
システム事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		4,281		4,200		△ 81

						利益 リエキ		503		560		57

				ネットワーク
ソリューション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		4,829		5,125		296

						利益 リエキ		361		433		72

				その他 タ		売上 ウリアゲ		1,522		1,575		53

						利益 リエキ		48		53		5

				連結計 レンケツ ケイ		売上 ウリアゲ		17,495		17,497		2

						利益 リエキ		1,569		1,575		6





シナリオ①パワポ用



												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				セグメント名 メイ				上期
当初予想 カミキ トウショ ヨソウ		上期
実績 カミキ ジッセキ		差異 サイ		コメント				11/2mtg

				エンベデッド
ソリューション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		1,419		1,280		△ 139		【売上】
・大型案件終了に対し、新規受注でカバーできず
【利益】
・売上未達に加え、一部PJTで計画遅延による工数増が発生				テキストＯＫ


						利益 リエキ		115		69		△ 46						資料を用意

				ＩＣＴ
イノベーション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		1,629		1,663		34		【売上】
・当初予想並み
【利益】
・増収と案件の採算性改善が貢献 ナ ゾウシュウ アンケン サイサンセイ カイゼン コウケン				テキスト修正済
 シュウセイ スミ

						利益 リエキ		111		140		29						資料を用意

				フィナンシャル
システム事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		2,041		2,029		△ 12		【売上】
・当初予想並み
【利益】
・案件の採算性改善が貢献 トウショ ヨソウ ナ アンケン サイサンセイ カイゼン コウケン				テキスト修正済
 シュウセイ スミ

						利益 リエキ		210		277		67						資料を用意

				ネットワーク
ソリューション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		2,381		2,532		151		【売上】
・運輸大手の案件で受注増
【利益】
・増収と案件の採算性改善が貢献 ウンユ アンケン ジュチュウゾウ ゾウシュウ コウケン				テキスト修正済
 シュウセイ スミ

						利益 リエキ		145		229		84						資料を用意

				その他 タ		売上 ウリアゲ		699		741		42		【売上】
・各分野とも堅調に推移
【利益】
・採算性の改善が貢献 カクブンヤ ケンチョウ スイイ サイサンセイ カイゼン コウケン

						利益 リエキ		1		23		22

				連結計 レンケツ ケイ		売上 ウリアゲ		8,169		8,245		76

						利益 リエキ		582		738		156

								0.0712449504		0.0895087932

												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				セグメント名 メイ				下期
当初予想 シモキ トウショ ヨソウ		下期
修正予想 シモキ シュウセイ ヨソウ		差異 サイ		コメント

				エンベデッド
ソリューション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		1,816		1,692		△ 124		【売上】
・当初予想より新規受注減を見込む
・カーエレクトロニクス分野に引き続き注力
【利益】
・売上減に加え、追加投資の負担額増により予想を見直し ウリアゲ トウショ ヨソウ ジュチュウ ゲン ミコ ブンヤ ヒ ツヅ チュウリョク リエキ ウリアゲ ゲン クワ ヨソウ ミナオ

						利益 リエキ		216		134		△ 82

				ＩＣＴ
イノベーション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		1,999		1,962		△ 37		【売上】
・通期で当初予想並みを見込む
【利益】
・追加投資の負担額増はあるが、通期で当初予想並みを見込む ツウキ トウショ ヨソウ ナ ミコ				テキスト修正済
 シュウセイ スミ

						利益 リエキ		215		186		△ 29

				フィナンシャル
システム事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		2,240		2,171		△ 69		【売上】
・当初予想より一部顧客の受注減少を見込む
【利益】
・新規案件受注が貢献するも、追加投資負担増をまかなえず
　予想を見直し
 トウショ ヨソウ イチブ コキャク ジュチュウ ゲンショウ ミコ ヨソウ ミナオ				テキスト修正済
 シュウセイ スミ

						利益 リエキ		293		283		△ 10

				ネットワーク
ソリューション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		2,448		2,593		145		【売上】
・上期に引き続き拡大傾向
【利益】
・売上増加するも、追加投資負担増をまかなえず
　予想を見直し カミキ ヒ ツヅ カクダイ ケイコウ ウリアゲ ゾウカ ゾウ ヨソウ ミナオ

						利益 リエキ		216		204		△ 12

				その他 タ		売上 ウリアゲ		823		834		11		【売上】
・引き続き堅調
【利益】
・追加投資の負担額増はあるが、通期で当初予想並みを見込む ヒ ツヅ ケンチョウ ツイカ トウシ フタン ガク ゾウ ツウキ トウショ ヨソウ ナ ミコ

						利益 リエキ		47		30		△ 17

				連結計 レンケツ ケイ		売上 ウリアゲ		9,326		9,252		△ 74

						利益 リエキ		987		837		△ 150

				 should be		売上 ウリアゲ		17500		17500

				 should be		営業利益 should be エイギョウ リエキ		1575		1575

						diff		5		3		←端数差異はあとで調整します！(by稲川） ハスウ サイ チョウセイ イナガワ

						diff		6		0

												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				通期計 ツウキ ケイ				通期
当初予想 ツウキ トウショ ヨソウ		通期
修正予想 ツウキ シュウセイ ヨソウ		差異 サイ		コメント

				エンベデッド
ソリューション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		3,235		2,972		△ 263

						利益 リエキ		331		203		△ 128

				ＩＣＴ
イノベーション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		3,628		3,625		△ 3

						利益 リエキ		326		326		0

				フィナンシャル
システム事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		4,281		4,200		△ 81

						利益 リエキ		503		560		57

				ネットワーク
ソリューション事業 ジギョウ		売上 ウリアゲ		4,829		5,125		296

						利益 リエキ		361		433		72

				その他 タ		売上 ウリアゲ		1,522		1,575		53

						利益 リエキ		48		53		5

				連結計 レンケツ ケイ		売上 ウリアゲ		17,495		17,497		2

						利益 リエキ		1,569		1,575		6





シナリオ②



				＜エンベデッドソリューション事業＞ ジギョウ														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

						上期
当初予想 カミキ トウショ ヨソウ		上期
実績 カミキ ジッセキ		差異 サイ				下期
当初予想 シモキ トウショ ヨソウ		下期
修正予想 シモキ シュウセイ ヨソウ		差異 サイ

				売上 ウリアゲ		1,419		1,280		△ 139		売上 ウリアゲ		1,816		1,692		△ 124

				営業利益 エイギョウ リエキ		115		69		△ 46		営業利益 エイギョウ リエキ		216		134		△ 82

				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		8.1%		5.5%				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		11.9%		7.9%

				【売上】
・大型案件終了に対し、新規受注でカバーできず
【利益】
・売上未達に加え、一部PJTで計画遅延による工数増が発生								【売上】
・当初予想より新規受注減を見込む
・カーエレクトロニクス分野に引き続き注力
【利益】
・売上減に加え、追加投資の負担額増により予想を見直し



				＜ＩＣＴイノベーション事業＞														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

						上期
当初予想 カミキ トウショ ヨソウ		上期
実績 カミキ ジッセキ		差異 サイ				下期
当初予想 シモキ トウショ ヨソウ		下期
修正予想 シモキ シュウセイ ヨソウ		差異 サイ

				売上 ウリアゲ		1,629		1,663		34		売上 ウリアゲ		1,999		1,962		△ 37

				営業利益 エイギョウ リエキ		111		140		29		営業利益 エイギョウ リエキ		215		186		△ 29

				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		6.8%		8.4%				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		10.8%		9.5%

				【売上】
・当初予想並み
【利益】
・増収と案件の採算性改善が貢献								【売上】
・通期で当初予想並みを見込む
【利益】
・追加投資の負担額増はあるが、通期で当初予想並みを見込む



				＜フィナンシャルシステム事業＞														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

						上期
当初予想 カミキ トウショ ヨソウ		上期
実績 カミキ ジッセキ		差異 サイ				下期
当初予想 シモキ トウショ ヨソウ		下期
修正予想 シモキ シュウセイ ヨソウ		差異 サイ

				売上 ウリアゲ		2,041		2,029		△ 12		売上 ウリアゲ		2,240		2,171		△ 69

				営業利益 エイギョウ リエキ		210		277		67		営業利益 エイギョウ リエキ		293		283		△ 10

				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		10.3%		13.7%				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		13.1%		13.0%

				【売上】
・当初予想並み
【利益】
・案件の採算性改善が貢献								【売上】
・当初予想より一部顧客の受注減少を見込む
【利益】
・新規案件受注が貢献するも、追加投資負担増をまかなえず
　予想を見直し




				＜ネットワークソリューション事業＞														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

						上期
当初予想 カミキ トウショ ヨソウ		上期
実績 カミキ ジッセキ		差異 サイ				下期
当初予想 シモキ トウショ ヨソウ		下期
修正予想 シモキ シュウセイ ヨソウ		差異 サイ

				売上 ウリアゲ		2,381		2,532		151		売上 ウリアゲ		2,448		2,593		145

				営業利益 エイギョウ リエキ		145		229		84		営業利益 エイギョウ リエキ		216		204		△ 12

				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		6.1%		9.1%				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		8.8%		7.9%

				【売上】
・運輸大手の案件で受注増
【利益】
・増収と案件の採算性改善が貢献								【売上】
・上期に引き続き拡大傾向
【利益】
・売上増加するも、追加投資負担増をまかなえず
　予想を見直し



				＜その他事業＞														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

						上期
当初予想 カミキ トウショ ヨソウ		上期
実績 カミキ ジッセキ		差異 サイ				下期
当初予想 シモキ トウショ ヨソウ		下期
修正予想 シモキ シュウセイ ヨソウ		差異 サイ

				売上 ウリアゲ		699		741		42		売上 ウリアゲ		823		834		11

				営業利益 エイギョウ リエキ		1		23		22		営業利益 エイギョウ リエキ		47		30		△ 17

				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		0.1%		3.1%				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		5.7%		3.6%

				【売上】
・各分野とも堅調に推移
【利益】
・採算性の改善が貢献								【売上】
・引き続き堅調
【利益】
・追加投資の負担額増はあるが、通期で当初予想並みを見込む
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 ４.株式情報 

25 



copyright (c) 2016 NID all right reserved 

「J-Stock銘柄」への選定 

 株式会社東京証券取引所より発表される、JASDAQ 市場を代表する企業群
として位置づけられる株価指数「J-Stock Index」 の構成銘柄。 

26 

  JASDAQ 上場企業社数 759 社（2016 年 11 月９日現在）のうち、
82 社が構成銘柄として選定されています。 

 一部の新聞紙上等での当社株価掲載欄は、 
 「情報・通信」から「J-Stock 銘柄」欄へ変更 されます。 

当社株式が「J-Stock銘柄」に選定されました。 

＜J-Stock銘柄とは＞ 
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株主還元施策 
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２期連続の増配を実施しました。 
今後も安定した配当を継続する方針です。 

2014年 
3月期 

2015年 
3月期 

2016年 
3月期 

2017年 
3月期 

（予想） 

年間配当金 45円 47円 50円 50円 

連結配当性向 26.3％ 22.5％ 19.8％ 16.5％ 

■配当金について 



copyright (c) 2016 NID all right reserved 

付録：データ資料 
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主要な経営指標推移 
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（単位：百万円）

14年３月期 15年３月期 16年３月期
17年3月期
（予想）

16年３月期
第2四半期

17年３月期
第2四半期

売上高 16,119 16,228 17,102 17,500 8,154 8,247

　伸　長　率 (3.8) (0.7) (5.4) (2.3) (4.9) (1.1)

営業利益 1,441 1,415 1,544 1,575 557 753

　率（対売上高） (8.9) (8.7) (9.0) (9.0) (6.8) (9.1)

　伸　長　率 (42.4) (△1.8) (9.1) (2.0) (△17.7) (35.0)

経常利益 1,500 1,558 1,717 1,675 669 806

親会社株式に帰属する
当期（四半期）純利益

646 791 957 1,150 464 538

　率（対売上高） (4.0) (4.9) (5.6) (6.6) (5.7) (6.5)

　伸　長　率 (10.4) (22.3) (21.0) (20.2) (9.9) (15.9)

１株あたり当期
（四半期）純利益（ＥＰＳ）

170.86 209.00 252.82 303.80 122.77 142.34

純資産 7,386 8,348 9,042 8,492 9,420

株主資本利益率（ＲＯＥ） 9.0 10.2 11.0

１株あたり配当額 45円 47円 50円 50円


2017年３月期第２四半期決算の概況

																		（単位：円） タンイ エン

										2016年3月期
第２四半期 ネン ガツキ ダイ シ ハンキ				2017年3月期
第２四半期 ネン ガツキ ダイ シ ハンキ				前期比 ゼンキ ヒ

						売上高 ウリアゲ ダカ				8,154,232,273				8,247,553,141				1.14%

						営業利益 エイギョウ リエキ				557,738,852				753,182,873				35.04%

										6.84%				9.13%

						経常利益 ケイジョウ リエキ				669,807,036				806,957,815				20.48%

										8.21%				9.78%

						親会社株式に帰属する
当期純利益 オヤガイシャ カブシキ キゾク トウキ ジュンリエキ				464,758,834				538,820,333				15.94%

										5.70%				6.53%



																		（単位：百万円） タンイ ヒャク マンエン

										2016年3月期
第２四半期 ネン ガツキ ダイ シ ハンキ				2017年3月期
第２四半期 ネン ガツキ ダイ シ ハンキ				前期比 ゼンキ ヒ

						売上高 ウリアゲ ダカ				8,154				8,247				+1.1％

						営業利益 エイギョウ リエキ				557				753				+35.0％

										(6.8%)				(9.1%)

						経常利益 ケイジョウ リエキ				669				806				+20.5％

										(8.2%)				(9.8%)

						親会社株式に帰属する
四半期純利益 オヤガイシャ カブシキ キゾク シ ハンキ ジュンリエキ				464				538				+15.9％

										(5.7%)				(6.5%)





連結貸借対照表　連結ＣＦ

																						（単位：円） タンイ エン

						貸借対照表 タイシャク タイショウヒョウ				２０１６年
３月末 ネン ガツマツ				２０16年
９月末 ネン ガツ マツ				増減額 ゾウゲン ガク				主な増減要因 オモ ゾウゲン ヨウイン

						流動資産合計 リュウドウ シサン ゴウケイ				10,268,478,722				10,396,584,358				128,105,636

						固定資産合計 コテイ シサン ゴウケイ				3,857,805,104				4,017,398,517				159,593,413

						資産合計 シサン ゴウケイ				14,126,283,826				14,413,982,875				287,699,049

						負債合計 フサイ ゴウケイ				5,083,908,798				4,993,520,006				(90,388,792)

						純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ				9,042,375,028				9,420,462,869				378,087,841

						負債純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ				14,126,283,826				14,413,982,875				287,699,049

						キャッシュ・フロー計算書 ケイサンショ				2015年
4－9月 ネン ガツ				2016年
4－9月 ネン ガツ				主な増減要因（カッコ内は前期数値） オモ ゾウゲン ヨウイン ナイ ゼンキ スウチ

						営業活動によるＣＦ エイギョウ カツドウ				105,538,000				576,099,000

						投資活動によるＣＦ トウシ カツドウ				(29,453,000)				(155,221,000)

						財務活動によるＣＦ ザイム カツドウ				(179,026,000)				(191,549,000)

						現金及び現金同等物期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ				6,170,202,000				6,703,501,000



																						（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

						貸借対照表 タイシャク タイショウヒョウ				2016年
３月末 ネン ガツマツ				2016年
９月末 ネン ガツ マツ				増減額 ゾウゲン ガク				主な増減要因 オモ ゾウゲン ヨウイン

						流動資産合計 リュウドウ シサン ゴウケイ				10,268				10,396				+128				現金及び預金　　　　　＋229
仕掛品　　　　　　　　+262
受取手形及び売掛金　　△297 ゲンキン オヨ ヨキン シカカリ ヒン ウケトリ テガタ オヨ ウリカケ キン

						固定資産合計 コテイ シサン ゴウケイ				3,857				4,017				+159

						資産合計 シサン ゴウケイ				14,126				14,413				+287

						負債合計 フサイ ゴウケイ				5,083				4,993				△90

						純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ				9,042				9,420				+378				利益剰余金　　　　　＋385 リエキ ジョウヨキン

						負債純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ				14,126				14,413				+287

																						（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

						キャッシュ・フロー計算書 ケイサンショ				2015年
4－9月 ネン ガツ				2016年
4－9月 ネン ガツ				主な増減要因（カッコ内は前期数値） オモ ゾウゲン ヨウイン ナイ ゼンキ スウチ

						営業活動によるＣＦ エイギョウ カツドウ				105				576				未払消費税等の増減額　　　　　　　　 　△45（△274） ミハライ ショウヒゼイ トウ ゾウゲンガク ショウガク

						投資活動によるＣＦ トウシ カツドウ				△ 29				△ 155				投資有価証券の取得による支出　 　　　　△298（△496）
投資有価証券の売却及び償還による収入 　＋203（＋493） トウシ ユウカ ショウケン シュトク シシュツ バイキャク オヨ ショウカン シュウニュウ

						財務活動によるＣＦ ザイム カツドウ				△ 179				△ 191				配当金の支払額　　　　　 　　　　　　　△188（△176） ハイトウキン シハラ ガク

						現金及び現金同等物期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ				6,170				6,703





ｾｸﾞﾒﾝﾄ_2017年3月期_2Q実績

																（単位：円） タンイ エン

						セグメント名 メイ		２０１6年３月期
第2四半期 ネン ガツキ ダイ シ ハンキ				２０１７年３月期
第2四半期 ネン ガツキ ダイ シ ハンキ				営業
利益率 エイギョウ リエキ リツ		前期比 ゼンキ ヒ

								売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ				売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ

						エンベデッド
ソリューション事業 ジギョウ		1,563,233,918		156,068,386		1,280,041,574		69,947,387		5.46%		-18.12%		-55.18%

						ＩＣＴ
イノベーション事業 ジギョウ		1,424,341,430		20,850,124		1,663,585,306		140,140,669		8.42%		16.80%		572.13%

						フィナンシャル
システム事業 ジギョウ		2,012,550,562		243,165,792		2,029,805,932		277,972,718		13.69%		0.86%		14.31%

						ネットワーク
ソリューション事業 ジギョウ		2,428,202,518		174,723,946		2,532,564,963		229,663,605		9.07%		4.30%		31.44%

						データソリューション
プロダクト
人材派遣 ジンザイ ハケン		725,903,845		(38,372,479)		741,555,366		23,217,008		3.13%		2.16%		-

						連結計 レンケツ ケイ		8,154,232,273		557,738,852		8,247,553,141		753,182,873		9.13%		1.14%		35.04%

																				（単位：百万円） タンイ ヒャクマン エン

						セグメント名 メイ		２０１6年３月期
第2四半期 ネン ガツキ ダイ シ ハンキ				２０１７年３月期
第2四半期 ネン ガツキ ダイ シ ハンキ						前期比 ゼンキ ヒ

								売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業
利益率 エイギョウ リエキ リツ		売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ

						エンベデッド
ソリューション事業 ジギョウ		1,563		156		1,280		69		5.5%		△18.1%		△55.2%

						ＩＣＴ
イノベーション事業 ジギョウ		1,424		20		1,663		140		8.4%		+16.8%		+572.1%

						フィナンシャル
システム事業 ジギョウ		2,012		243		2,029		277		13.7%		+0.9%		+14.3%

						ネットワーク
ソリューション事業 ジギョウ		2,428		174		2,532		229		9.1%		+4.3％		+31.4％

						その他事業 タ ジギョウ		725		△ 38		741		23		3.1%		+2.2％		－

						連結計 レンケツ ケイ		8,154		557		8,247		753		9.1%		+1.1％		35.0％





ｾｸﾞﾒﾝﾄ_2017年3月期_通期計画

																				（単位：円） タンイ エン

						セグメント名 メイ		２０１6年３月期
実績 ネン ガツキ ジッセキ				２０１７年３月期
計画 ネン ガツキ ケイカク				前期比 ゼンキ ヒ				営業
利益率 エイギョウ リエキ リツ

								売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ

						エンベデッド
ソリューション事業 ジギョウ		3,241,120,207		379,574,925		2,947,041,574		232,521,580		-9.07%		-38.74%		7.89%

						ＩＣＴ
イノベーション事業 ジギョウ		3,150,303,023		242,800,105		3,700,585,306		373,759,116		17.47%		53.94%		10.10%

						フィナンシャル
システム事業 ジギョウ		4,256,358,255		595,697,854		4,201,305,932		495,754,100		-1.29%		-16.78%		11.80%

						ネットワーク
ソリューション事業 ジギョウ		4,911,385,716		377,287,138		5,100,564,963		407,535,141		3.85%		8.02%		7.99%

						データソリューション
プロダクト
人材派遣 ジンザイ ハケン		1,543,525,845		(6,451,594)		1,550,555,366		53,959,327		0.46%		936.37%		3.48%

						連結計 レンケツ ケイ		17,102,693,046		1,544,636,455		17,500,053,141		1,575,770,749		2.32%		2.02%		9.00%

																				（単位：百万円） タンイ ヒャクマン エン

						セグメント名 メイ		２０１6年３月期
実績 ネン ガツキ ジッセキ				２０１７年３月期
計画 ネン ガツキ ケイカク				前期比 ゼンキ ヒ				営業
利益率 エイギョウ リエキ リツ

								売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ

						エンベデッド
ソリューション事業 ジギョウ		3,241		379		2,947		232		△9.1%		△38.4％		7.9%

						ＩＣＴ
イノベーション事業 ジギョウ		3,150		242		3,701		373		+17.5%		+53.9％		10.1％

						フィナンシャル
システム事業 ジギョウ		4,256		595		4,201		495		△1.3%		△16.8％		11.8%

						ネットワーク
ソリューション事業 ジギョウ		4,911		377		5,101		407		+3.9％		+8.0%		8.0％

						データソリューション
プロダクト
人材派遣 ジンザイ ハケン		1,543		△ 6		1,550		53		+0.5％		+936.4％		3.5％

						連結計 レンケツ ケイ		17,102		1,544		17,500		1,575		+2.3％		+2.0％		9.0%





ｾｸﾞﾒﾝﾄ_2017年3月期_通期計画修正版

																								（単位：円） タンイ エン

						セグメント名 メイ		２０１6年３月期
実績 ネン ガツキ ジッセキ				２０１７年３月期
計画 ネン ガツキ ケイカク				２０１７年３月期
計画 ネン ガツキ ケイカク				前期比 ゼンキ ヒ				営業
利益率 エイギョウ リエキ リツ

								売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ

						エンベデッド
ソリューション事業 ジギョウ		3,241,120,207		379,574,925		3,236,402,994		332,594,816		2,972,000,000		203,000,000		-8.30%		-46.52%		6.83%

						ＩＣＴ
イノベーション事業 ジギョウ		3,150,303,023		242,800,105		3,628,878,608		327,061,863		3,625,000,000		326,000,000		15.07%		34.27%		8.99%

						フィナンシャル
システム事業 ジギョウ		4,256,358,255		595,697,854		4,282,169,346		504,447,777		4,200,000,000		560,000,000		-1.32%		-5.99%		13.33%

						ネットワーク
ソリューション事業 ジギョウ		4,911,385,716		377,287,138		4,830,252,089		361,909,651		5,125,000,000		433,000,000		4.35%		14.77%		8.45%

						データソリューション
プロダクト
人材派遣 ジンザイ ハケン		1,543,525,845		(6,451,594)		1,522,296,964		48,985,893		1,575,000,000		53,000,000		2.04%		921.50%		3.37%

						連結計 レンケツ ケイ		17,102,693,046		1,544,636,455		17,500,000,000		1,575,000,000		17,500,000,000		1,575,000,000		2.32%		1.97%		9.00%

																								（単位：百万円） タンイ ヒャクマン エン

						セグメント名 メイ		２０１6年３月期
実績 ネン ガツキ ジッセキ				２０１７年３月期
当初予想 ネン ガツキ トウショ ヨソウ				２０１７年３月期
修正予想 ネン ガツキ シュウセイ ヨソウ

								売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業
利益率

						エンベデッド
ソリューション事業 ジギョウ		3,241		379		3,236		332		2,972		203		△9.1%		△38.4％		6.8%

						ＩＣＴ
イノベーション事業 ジギョウ		3,150		242		3,628		328		3,626		326		+17.5%		+53.9％		9.0%

						フィナンシャル
システム事業 ジギョウ		4,256		595		4,283		504		4,200		560		△1.3%		△16.8％		13.3%

						ネットワーク
ソリューション事業 ジギョウ		4,911		377		4,830		361		5,126		433		+3.9％		+8.0%		8.4%

						その他事業 タ ジギョウ		1,543		△ 6		1,522		48		1,575		53		+0.5％		+936.4％		3.4%

						連結計 レンケツ ケイ		17,102		1,544		17,500		1,575		17,500		1,575		+2.3％		+2.0％		9.0%







主要な経営指標推移

																						（単位：百万円） タンイ ヒャクマン エン

						12年３月期 ネン ガツキ		13年３月期 ネン ガツキ		14年３月期 ネン ガツキ		15年３月期 ネン ガツキ		16年３月期 ネン ガツキ		17年3月期
（予想） ネン ガツキ ヨソウ				16年３月期
第2四半期 ネン ガツキ ダイ シ ハンキ		17年３月期
第2四半期 ネン ガツキ ダイ シ ハンキ						H16年3月期２Ｑ ネン ガツキ		H17年3月期２Ｑ ネン ガツキ

				売上高 ウリアゲ ダカ		14,824		15,531		16,119		16,228		17,102		17,500				8,154		8,247						8,154,232,273		8,247,553,141

				　伸　長　率 シン ナガ リツ		(1.3)		(4.8)		(3.8)		(0.7)		(5.4)		(2.3)				(4.9)		(1.1)								1.14%

				営業利益 エイギョウ リエキ		871		1,011		1,441		1,415		1,544		1,575				557		753						557,738,852		753,182,873

				　率（対売上高） リツ タイ ウリアゲ ダカ		(5.9)		(6.5)		(8.9)		(8.7)		(9.0)		(9.0)				(6.8)		(9.1)						6.84%		9.13%

				　伸　長　率 シン ナガ リツ		(△6.8)		(16.2)		(42.4)		(△1.8)		(9.1)		(2.0)				(△17.7)		(35.0)								35.04%

				経常利益 ケイジョウ リエキ		899		1,090		1,500		1,558		1,717		1,675				669		806						669,807,036		806,957,815

				親会社株式に帰属する
当期（四半期）純利益 オヤガイシャ カブシキ キゾク トウキ シ ハンキ ジュンリエキ		328		585		646		791		957		1,150				464		538						464,758,834		538,820,333

				　率（対売上高） リツ タイ ウリアゲ ダカ		(2.2)		(3.8)		(4.0)		(4.9)		(5.6)		(6.6)				(5.7)		(6.5)						5.70%		6.53%

				　伸　長　率 シン ナガ リツ		(△26.5)		(78.1)		(10.4)		(22.3)		(21.0)		(20.2)				(9.9)		(15.9)								15.94%

				１株あたり当期
（四半期）純利益（ＥＰＳ） カブ トウキ シ ハンキ ジュンリエキ		86.89		154.77		170.86		209.00		252.82		303.80				122.77		142.34								142.34

				純資産 ジュンシサン		6,264		6,929		7,386		8,348		9,042						8,492		9,420

				株主資本利益率（ＲＯＥ） カブヌシ シホン リエキ リツ		5.3		8.9		9.0		10.2		11.0

				１株あたり配当額 カブ ハイトウ ガク		5.3		8.9		45円 エン		47円 エン		50円 エン		50円 エン
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その他事業 

セグメント区分の変更 
【旧セグメント】 【新セグメント】 

通信システム
事業 

カーエレクトロニクス・ 
医療・公共インフラ 

モバイル関連 

情報システム
事業 

WEBシステム 

金融システム 

ネットワーク 
ソリューション

事業 

ITネットワーク・ 
システム 

運用・構築 

NID・IS システム開発 

データソリューション 

NID・IE システム開発 
人材派遣 

NID東北 システム開発 

エンベデッドソリューション 
事業 

ICTイノベーション 
事業 

フィナンシャルシステム 
事業 

ネットワーク 
ソリューション事業 

プロダクト 
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先端技術研究室の新設 
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