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4Full Year Executive Summary

Consolidated sales and income down due primarily to decreased corporate hiring 
activities as a result of COVID-19 and impact of DOOR Chintai business transfer.
 Net sales ¥4,078 million ( YoY -¥2,110 million -34.1% )
 Operating income -¥1,129 million ( YoY -¥1,123 million -% )

 Sales down in human resources due to COVID-19. Promoting restructuring of business model for 
medium- to long-term growth in real estate

 Syukatsu Kaigi transferred on July 1, 2020. Reallocated human resources to new businesses and 
existing key businesses

 Steady progress being made on development of new businesses. Test marketing underway for multiple 
business proposals

Sales down in existing businesses due to COVID-19 and efforts to transform 
business structure.
Progress made on business restructuring to optimize portfolio and preparations 
for launch of new businesses.

Promoted efforts to respond to new normal and strengthen organization.
 Shifted to company-wide work from home system as measure to address COVID-19. Launched the 

“Invent our next work and life style” project for new work styles
 Promoted efforts to embody “a company that enjoys the continued support of society” and “a 

company that solves society’s problems”
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(Reference) Quarterly Financial Results Overview Excluding Impact of DOOR Chintai Business Transfer

Full Year Financial Results Overview
(Millions of JPY)

* Supplemental information for accounting treatment of transfer of Syukatsu Kaigi
In relation to transfer of Syukatsu Kaigi, we have concluded share transfer agreement with Port as well as licensing 
agreement concerning use of Tenshoku Kaigi reviews within Syukatsu Kaigi. Five years’ worth of agreement is 
included in transfer price, so will be recorded for 5 years from transfer date as non-operating income


>Media





メディア別PL(累計_分析用)

		◆MB

		1010300				1Q16		2Q16		3Q16		4Q16		1Q17		2Q17		3Q17		4Q17		1Q18		2Q18		3Q18		4Q18		1Q19		2Q19		3Q19		4Q19		1Q20		2Q20		3Q20		4Q20				YoY

		売上高 ウリアゲ ダカ				530,471,013		1,165,841,832		1,738,383,177		2,311,418,229		493,702,413		1,149,109,266		1,714,852,218		2,271,177,971		499,136,876		1,125,166,578		1,693,676,982		2,236,290,531		506,958,468		1,203,288,978		1,933,218,052		2,660,796,051		766,399,695		1,263,501,072		1,779,946,587		2,296,435,195				(364,360,856)		-13.7%

		売上原価 ウリアゲゲンカ				50,988,639		97,628,525		137,670,609		178,395,597		42,863,411		93,495,101		121,048,967		149,952,524		31,067,163		77,036,185		130,728,247		172,545,737		38,238,835		92,230,590		168,423,659		230,415,297		84,731,936		142,552,467		206,594,128		277,425,563				47,010,266		20.4%

		粗利 アラリ				479,482,374		1,068,213,307		1,600,712,568		2,133,022,632		450,839,002		1,055,614,165		1,593,803,251		2,121,225,447		468,069,713		1,048,130,393		1,562,948,735		2,063,744,794		468,719,633		1,111,058,388		1,764,794,393		2,430,380,754		681,667,759		1,120,948,605		1,573,352,459		2,019,009,632				(411,371,122)		-16.9%

		販売管理費 ハンバイカンリヒ				287,423,188		664,766,840		1,034,004,968		1,430,177,276		395,871,374		843,487,478		1,302,021,612		1,786,126,876		438,383,558		968,935,810		1,468,458,505		1,902,525,998		429,309,095		973,266,921		1,571,397,506		2,126,756,022		576,771,824		979,098,509		1,393,431,834		1,835,022,743				(291,733,279)		-13.7%

		　販売費 ハンバイヒ				160,303,174		413,654,167		649,159,765		902,797,458		254,857,019		559,782,586		878,344,804		1,230,309,764		298,707,789		690,451,276		1,047,698,159		1,348,006,687		296,761,170		709,093,843		1,167,767,123		1,578,579,857		417,785,302		649,958,182		894,102,834		1,164,939,071				(413,640,786)		-26.2%

		　　広告宣伝費 コウコクセンデンヒ				151,414,964		395,490,266		620,986,328		867,572,727		248,325,539		550,585,835		868,374,681		1,219,233,372		297,857,076		689,006,563		1,045,659,446		1,345,372,904		296,167,170		707,905,843		1,165,985,123		1,576,203,857		417,785,302		649,958,182		894,102,834		1,164,939,071				(411,264,786)		-26.1%

		　　その他 タ				8,888,210		18,163,901		28,173,437		35,224,731		6,531,480		9,196,751		9,970,123		11,076,392		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0.0%

		　人件費 ジンケンヒ				118,533,860		234,653,627		359,149,912		488,354,241		131,403,007		262,962,041		393,403,825		517,213,987		131,315,943		259,727,532		389,297,213		510,656,816		119,913,758		236,312,659		357,009,325		481,939,291		132,365,870		273,240,581		414,488,798		556,633,682				74,694,391		15.5%

		 　管理費 カンリ ヒ				8,586,154		16,459,046		25,695,291		39,025,577		9,611,348		20,742,851		30,272,983		38,603,125		8,359,826		18,757,002		31,463,133		43,862,495		12,634,167		27,860,419		46,621,058		66,236,874		26,620,652		55,899,746		84,840,202		113,449,990				47,213,116		71.3%

		　　支払手数料				6,930,609		12,690,929		19,327,621		28,794,659		6,680,326		14,339,369		20,900,982		26,623,444		5,480,131		11,594,062		21,058,739		30,680,673		10,678,009		24,309,102		40,557,330		57,440,707		24,275,316		52,888,542		80,441,190		107,619,580				50,178,873		87.4%

		　　　その他 タ				1,655,545		3,768,117		6,367,670		10,230,918		2,931,022		6,403,482		9,372,001		11,979,681		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0.0%

		営業利益 エイギョウリエキ				192,059,186		403,446,467		566,707,600		702,845,356		54,967,628		212,126,687		291,781,639		335,098,571		29,686,155		79,194,583		94,490,230		161,218,796		39,410,538		137,791,467		193,396,887		303,624,732		104,895,935		141,850,096		179,920,625		183,986,889				(119,637,843)		-39.4%

																																																0		0.0%

		◆TN																																														0		0.0%

		1010400				1Q16		2Q16		3Q16		4Q16		1Q17		2Q17		3Q17		4Q17		1Q18		2Q18		3Q18		4Q18		1Q19		2Q19		3Q19		4Q19		1Q20		2Q20		3Q20		4Q20				0		0.0%

		売上高 ウリアゲ ダカ				306,238,755		664,191,089		1,007,321,393		1,332,000,243		297,043,161		691,452,569		1,067,724,991		1,427,679,936		358,311,506		751,798,509		1,088,004,382		1,441,045,135		290,904,292		608,964,508		864,099,998		1,123,244,452		200,413,533		398,798,650		533,113,424		653,862,501				(469,381,951)		-41.8%

		売上原価 ウリアゲゲンカ				21,636,395		44,021,625		66,979,999		85,264,173		17,233,374		37,759,531		56,113,107		74,489,287		18,386,163		39,140,494		58,439,934		75,997,234		15,056,498		32,087,173		48,352,984		65,111,141		14,938,582		30,533,172		44,363,681		56,131,178				(8,979,963)		-13.8%

		粗利 アラリ				284,602,360		620,169,464		940,341,394		1,246,736,070		279,809,787		653,693,038		1,011,611,884		1,353,190,649		339,925,343		712,658,015		1,029,564,448		1,365,047,901		275,847,794		576,877,335		815,747,014		1,058,133,311		185,474,951		368,265,478		488,749,743		597,731,323				(460,401,988)		-43.5%

		販売管理費 ハンバイカンリヒ				165,335,996		327,121,343		488,543,281		649,542,406		181,297,321		412,567,877		664,295,758		900,878,218		270,617,740		510,198,474		674,950,941		836,464,068		217,055,734		433,231,097		632,520,824		815,523,445		201,988,395		426,919,148		602,944,597		781,343,497				(34,179,948)		-4.2%

		　販売費 ハンバイヒ				32,367,274		76,746,283		108,065,242		137,033,339		51,562,063		142,383,977		251,429,752		360,972,639		155,684,402		290,647,854		353,550,938		415,742,794		116,842,675		232,450,504		324,092,496		397,767,417		82,943,409		176,758,434		219,636,326		262,439,416				(135,328,001)		-34.0%

		　　広告宣伝費 コウコクセンデンヒ				21,389,436		62,253,991		92,146,392		120,175,155		50,466,768		140,441,179		248,571,954		357,154,841		155,044,402		290,007,854		352,910,938		415,102,794		116,842,675		232,450,504		324,092,496		397,767,417		82,943,409		176,758,434		219,636,326		262,439,416				(135,328,001)		-34.0%

		　　その他 タ				10,977,838		14,492,292		15,918,850		16,858,184		1,095,295		1,942,798		2,857,798		3,817,798		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0.0%

		　人件費 ジンケンヒ				121,826,531		231,472,695		351,710,501		471,698,208		119,420,343		248,343,684		376,301,647		489,973,804		99,454,007		185,403,622		269,179,397		347,587,268		78,316,172		158,217,843		243,738,006		330,773,723		90,346,288		191,567,332		292,713,960		400,099,426				69,325,703		21.0%

		 　管理費 カンリ ヒ				11,142,191		18,902,365		28,767,538		40,810,859		10,314,915		21,840,216		36,564,359		49,931,775		15,479,331		34,146,998		52,220,606		73,134,006		21,896,887		42,562,750		64,690,322		86,982,305		28,698,698		58,593,382		90,594,311		118,804,655				31,822,350		36.6%

		　　支払手数料				5,359,993		7,600,339		9,927,853		12,488,781		2,998,113		6,189,979		9,548,200		13,349,998		7,006,127		17,803,159		27,740,404		38,077,231		13,443,365		25,439,380		39,410,456		51,972,516		22,279,473		45,617,965		70,541,449		90,434,573				38,462,057		74.0%

		　　　その他 タ				5,782,198		11,302,026		18,839,685		28,322,078		7,316,802		15,650,237		27,016,159		36,581,777		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0.0%

		営業利益 エイギョウリエキ				119,266,364		293,048,121		451,798,113		597,193,664		98,512,466		241,125,161		347,316,126		452,312,431		69,307,603		202,459,541		354,613,507		528,583,833		58,792,060		143,646,238		183,226,190		242,609,866		(16,513,444)		(58,653,670)		(114,194,854)		(183,612,174)				(426,222,040)		-175.7%

																																																0		0.0%

		◆TK																																														0		0.0%

		1010500				1Q16		2Q16		3Q16		4Q16		1Q17		2Q17		3Q17		4Q17		1Q18		2Q18		3Q18		4Q18		1Q19		2Q19		3Q19		4Q19		1Q20		2Q20		3Q20		4Q20				0		0.0%

		売上高 ウリアゲ ダカ				212,564,164		419,121,733		631,211,842		861,647,188		233,998,948		539,768,315		824,406,131		1,095,909,047		318,286,524		621,392,698		927,949,717		1,213,925,200		255,727,188		508,549,815		750,897,175		987,082,986		210,617,549		358,677,345		506,973,894		631,879,174				(355,203,812)		-36.0%

		売上原価 ウリアゲゲンカ				6,439,992		13,350,057		21,505,525		30,181,599		8,761,006		21,443,797		39,370,099		58,595,535		37,069,291		88,039,295		155,808,735		230,199,978		58,533,301		94,236,196		119,720,050		137,819,744		12,309,964		26,636,978		40,330,614		51,058,996				(86,760,748)		-63.0%

		粗利 アラリ				206,124,172		405,771,676		609,706,317		831,465,589		225,237,942		518,324,518		785,036,032		1,037,313,512		281,217,233		533,353,403		772,140,982		983,725,222		197,193,887		414,313,619		631,177,125		849,263,242		198,307,585		332,040,367		466,643,280		580,820,178				(268,443,064)		-31.6%

		販売管理費 ハンバイカンリヒ				79,848,277		163,657,604		269,053,405		380,309,630		108,940,154		226,074,088		370,273,108		520,896,440		118,031,516		234,523,383		353,382,874		553,076,783		129,140,997		248,504,506		360,092,878		451,542,912		90,747,911		189,260,821		282,776,305		369,351,529				(82,191,383)		-18.2%

		　販売費 ハンバイヒ				3,778,960		9,160,905		22,714,765		37,285,993		6,169,623		12,610,190		24,647,210		39,449,493		9,149,132		16,466,267		22,008,718		24,606,578		13,527,344		16,979,406		18,361,956		19,662,810		2,128,119		5,000,993		6,140,115		7,755,056				(11,907,754)		-60.6%

		　　広告宣伝費 コウコクセンデンヒ				1,708,960		4,990,905		9,082,183		12,613,931		131,478		2,523,845		10,277,400		21,427,638		8,443,647		15,580,782		20,884,666		22,782,526		13,227,344		16,679,406		18,061,956		19,362,810		2,128,119		5,000,993		6,140,115		7,755,056				(11,607,754)		-59.9%

		　　その他 タ				2,070,000		4,170,000		13,632,582		24,672,062		6,038,145		10,086,345		14,369,810		18,021,855		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0.0%

		　人件費 ジンケンヒ				60,959,318		122,097,780		195,539,106		275,642,146		87,900,372		182,364,564		296,331,930		408,908,473		87,284,695		171,204,452		265,277,761		357,256,314		95,448,522		195,348,665		288,469,033		361,362,825		68,724,451		140,347,477		208,003,760		269,752,799				(91,610,026)		-25.4%

		 　管理費 カンリ ヒ				15,109,999		32,398,919		50,799,534		67,381,491		14,870,159		31,099,334		49,293,968		72,538,474		21,597,689		46,852,664		66,096,395		136,045,897		20,165,131		36,176,435		53,261,889		70,517,277		19,895,341		43,912,351		68,632,430		91,843,674				21,326,397		30.2%

		　　支払手数料				13,744,746		28,104,558		42,386,993		55,345,938		11,226,844		23,586,237		38,093,183		56,291,976		18,632,545		41,080,914		56,993,963		76,031,547		13,823,503		31,582,533		47,388,180		62,801,203		17,910,108		40,055,179		63,554,469		84,114,403				21,313,200		33.9%

		　　　その他 タ				1,365,253		4,294,361		8,412,541		12,035,553		3,643,315		7,513,097		11,200,785		16,246,498		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0.0%

		営業利益 エイギョウリエキ				126,275,895		242,114,072		340,652,912		451,155,959		116,297,788		292,250,430		414,762,924		516,417,072		163,185,717		298,830,020		418,758,108		465,816,433		68,052,890		165,809,113		271,084,247		397,720,330		107,559,674		142,779,546		183,866,975		211,468,649				(186,251,681)		-46.8%

																																																0		0.0%

		◆SK																																														0		0.0%

		1010600				1Q16		2Q16		3Q16		4Q16		1Q17		2Q17		3Q17		4Q17		1Q18		2Q18		3Q18		4Q18		1Q19		2Q19		3Q19		4Q19		1Q20		2Q20		3Q20		4Q20				0		0.0%

		売上高 ウリアゲ ダカ				3,133,000		4,401,989		18,691,893		37,989,896		53,541,940		97,349,725		135,814,026		173,285,481		62,624,367		123,576,047		141,091,923		165,967,687		91,126,489		163,150,366		185,288,210		217,007,892		69,967,161		131,693,759		131,843,759		131,843,759				(85,164,133)		-39.2%

		売上原価 ウリアゲゲンカ				2,323,867		5,436,813		8,910,980		12,116,398		4,741,122		12,611,625		20,699,695		28,491,723		5,568,107		8,964,559		12,849,824		17,391,083		5,374,874		10,687,324		16,414,019		22,072,110		5,423,160		11,393,776		11,393,749		11,393,777				(10,678,333)		-48.4%

		粗利 アラリ				809,133		(1,034,824)		9,780,913		25,873,498		48,800,818		84,738,100		115,114,331		144,793,758		57,056,260		114,611,488		128,242,099		148,576,604		85,751,615		152,463,042		168,874,191		194,935,782		64,544,001		120,299,983		120,450,010		120,449,982				(74,485,800)		-38.2%

		販売管理費 ハンバイカンリヒ				14,845,224		37,121,074		58,607,582		68,714,015		21,825,037		53,179,289		87,846,149		129,019,169		39,790,520		83,182,980		125,256,413		165,389,138		39,158,940		92,483,349		138,186,781		176,842,017		36,069,375		66,387,881		79,975,548		80,383,394				(96,458,623)		-54.5%

		　販売費 ハンバイヒ				1,475,248		2,438,212		2,438,212		3,412,622		4,316,401		8,144,551		9,424,501		12,407,501		1,938,000		4,861,574		5,702,074		6,202,274		1,174,918		1,917,418		2,706,718		3,382,270		516,500		1,051,300		1,051,300		1,051,300				(2,330,970)		-68.9%

		　　広告宣伝費 コウコクセンデンヒ				156,260		202,557		202,557		1,176,967		4,316,401		8,144,551		9,424,501		10,344,251		1,938,000		3,836,574		4,677,074		5,177,274		1,159,918		1,902,418		2,691,718		3,367,270		516,500		1,051,300		1,051,300		1,051,300				(2,315,970)		-68.8%

		　　その他 タ				1,318,988		2,235,655		2,235,655		2,235,655		0		0		0		2,063,250		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0.0%

		　人件費 ジンケンヒ				10,799,090		27,396,796		43,837,644		51,687,750		16,510,257		41,816,514		70,892,040		97,321,918		28,243,432		59,949,115		93,248,121		121,433,101		29,367,754		62,298,119		93,465,004		123,413,034		25,473,452		49,042,979		62,972,016		63,137,952				(60,275,082)		-48.8%

		 　管理費 カンリ ヒ				2,570,886		7,286,066		12,331,726		13,613,643		998,379		3,218,224		7,529,608		19,289,750		9,609,088		18,372,291		26,306,218		37,753,763		8,616,268		28,267,812		42,015,059		50,046,713		10,079,423		16,293,602		15,952,232		16,194,142				(33,852,571)		-67.6%

		　　支払手数料				4,390,754		8,908,657		13,178,047		15,348,267		1,798,525		2,979,479		6,619,392		18,124,488		9,046,111		16,353,994		23,000,154		33,735,083		7,969,481		26,445,289		39,045,913		46,241,834		9,844,599		16,003,613		15,648,383		16,009,341				(30,232,493)		-65.4%

		　　　その他 タ				(1,819,868)		(1,622,591)		(846,321)		(1,734,624)		(800,146)		238,745		910,216		1,165,262		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0.0%

		営業利益 エイギョウリエキ				(14,036,091)		(38,155,898)		(48,826,669)		(42,840,517)		26,975,781		31,558,811		27,268,182		15,774,589		17,265,740		31,428,508		2,985,686		(16,812,534)		46,592,675		59,979,693		30,687,410		18,093,765		28,474,626		53,912,102		40,474,462		40,066,588				21,972,823		121.4%

																																																0		0.0%

		◆DO																																														0		0.0%

		1020200				1Q16		2Q16		3Q16		4Q16		1Q17		2Q17		3Q17		4Q17		1Q18		2Q18		3Q18		4Q18		1Q19		2Q19		3Q19		4Q19		1Q20		2Q20		3Q20		4Q20				0		0.0%

		売上高 ウリアゲ ダカ				89,773,138		128,342,631		173,437,233		220,677,225		109,329,176		198,401,463		325,937,013		450,878,563		209,033,800		350,505,900		551,062,050		766,410,050		256,872,515		413,166,900		604,934,700		730,347,571		0		0		0		0				(730,347,571)		-100.0%

		売上原価 ウリアゲゲンカ				9,411,044		17,572,680		26,607,833		36,508,073		11,761,066		26,543,709		37,931,079		48,537,625		10,856,397		23,179,149		34,479,426		51,951,299		15,666,415		30,680,558		45,910,952		58,636,642		650,000		650,000		650,000		650,000				(57,986,642)		-98.9%

		粗利 アラリ				80,362,094		110,769,951		146,829,400		184,169,152		97,568,110		171,857,754		288,005,934		402,340,938		198,177,403		327,326,751		516,582,624		714,458,751		241,206,100		382,486,342		559,023,748		671,710,929		(650,000)		(650,000)		(650,000)		(650,000)				(672,360,929)		-100.1%

		販売管理費 ハンバイカンリヒ				46,277,072		83,729,971		116,918,725		149,472,218		51,936,441		106,684,898		171,931,855		232,671,606		89,607,571		166,433,353		255,386,743		362,749,156		121,183,499		214,970,255		332,526,008		425,943,378		791,151		921,151		921,151		916,787				(425,026,591)		-99.8%

		　販売費 ハンバイヒ				14,568,988		21,838,506		30,249,507		41,877,026		23,488,929		47,877,705		78,110,536		110,612,288		59,413,285		100,969,739		149,849,030		219,951,479		82,242,318		136,338,109		217,154,406		276,718,593		1,678,000		1,678,000		1,678,000		1,678,000				(275,040,593)		-99.4%

		　　広告宣伝費 コウコクセンデンヒ				14,568,988		21,838,506		30,249,507		41,877,026		23,022,658		47,411,434		77,610,931		110,112,683		58,413,285		99,969,739		148,849,030		218,451,479		82,242,318		136,338,109		217,154,406		276,718,593		1,678,000		1,678,000		1,678,000		1,678,000				(275,040,593)		-99.4%

		　　その他 タ				0		0		0		0		466,271		466,271		499,605		499,605		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0.0%

		　人件費 ジンケンヒ				26,517,612		50,069,769		70,413,205		89,293,974		22,138,992		46,779,077		71,875,257		92,141,868		19,209,840		38,591,593		59,125,765		78,134,036		19,884,419		39,394,309		58,602,873		77,278,665		(2,150,062)		(2,150,062)		(2,150,062)		(2,150,062)				(79,428,727)		-102.8%

		 　管理費 カンリ ヒ				5,190,472		11,821,696		16,256,013		18,301,218		6,308,520		12,028,116		21,946,062		29,917,450		10,984,446		26,872,021		46,411,948		64,663,641		19,056,762		39,237,837		56,768,729		71,946,120		1,263,213		1,393,213		1,393,213		1,388,849				(70,557,271)		-98.1%

		　　支払手数料				4,570,932		10,866,740		14,879,942		16,631,802		5,579,052		10,324,580		19,631,542		27,265,473		10,055,561		25,233,394		43,587,622		60,944,931		18,441,534		37,866,516		54,846,599		69,587,384		1,172,772		1,272,772		1,272,772		1,272,772				(68,314,612)		-98.2%

		　　　その他 タ				619,540		954,956		1,376,071		1,669,416		729,468		1,703,536		2,314,520		2,651,977		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0.0%

		営業利益 エイギョウリエキ				34,085,022		27,039,980		29,910,675		34,696,934		45,631,669		65,172,856		116,074,079		169,669,332		108,569,832		160,893,398		261,195,881		351,709,595		120,022,601		167,516,087		226,497,740		245,767,551		(1,441,151)		(1,571,151)		(1,571,151)		(1,566,787)				(247,334,338)		-100.6%

																																																0		0.0%

		◆IS																																														0		0.0%

		1980700				1Q16		2Q16		3Q16		4Q16		1Q17		2Q17		3Q17		4Q17		1Q18		2Q18		3Q18		4Q18		1Q19		2Q19		3Q19		4Q19		1Q20		2Q20		3Q20		4Q20				0		0.0%

		売上高 ウリアゲ ダカ				78,353		1,579,341		6,233,161		15,171,785		11,767,410		32,010,785		68,923,286		92,260,787		24,962,311		47,046,842		73,594,707		108,721,504		34,402,401		61,258,081		87,017,359		113,694,256		29,620,638		54,196,928		79,606,399		104,884,766				(8,809,490)		-7.7%

		売上原価 ウリアゲゲンカ				453,027		1,429,446		4,660,568		6,575,435		1,343,807		2,717,562		9,374,974		11,579,651		2,258,484		5,311,442		8,424,219		12,205,141		3,046,701		6,044,917		9,364,946		12,597,447		3,647,958		7,203,250		11,252,759		15,400,632				2,803,185		22.3%

		粗利 アラリ				(374,674)		149,895		1,572,593		8,596,350		10,423,603		29,293,223		59,548,312		80,681,136		22,703,827		41,735,400		65,170,488		96,516,363		31,355,700		55,213,164		77,652,413		101,096,809		25,972,680		46,993,678		68,353,640		89,484,134				(11,612,675)		-11.5%

		販売管理費 ハンバイカンリヒ				26,741,131		51,949,522		77,637,744		104,250,293		25,644,821		58,466,573		93,978,090		138,512,527		38,103,435		73,873,753		107,549,943		143,900,173		36,504,448		71,832,548		111,405,265		147,894,429		47,208,022		89,831,516		123,200,960		153,679,671				5,785,242		3.9%

		　販売費 ハンバイヒ				1,295,308		1,830,541		2,731,660		4,017,901		479,900		1,562,166		3,800,071		10,158,599		2,530,360		4,637,295		6,462,471		7,366,165		1,492,972		1,779,692		2,027,782		2,581,330		225,062		439,766		621,262		704,808				(1,876,522)		-72.7%

		　　広告宣伝費 コウコクセンデンヒ				478,194		1,013,427		1,890,343		3,176,584		479,900		1,553,466		3,705,571		9,174,167		2,530,360		4,637,295		6,461,441		7,365,135		492,972		779,692		1,027,782		1,581,330		225,062		439,766		621,262		704,808				(876,522)		-55.4%

		　　その他 タ				817,114		817,114		841,317		841,317		0		8,700		94,500		984,432		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0.0%

		　人件費 ジンケンヒ				18,101,047		34,271,191		54,441,715		74,907,101		21,802,433		46,640,454		71,724,012		99,706,221		28,907,271		55,358,120		81,617,317		108,875,771		24,614,804		51,098,649		79,885,330		108,216,653		37,190,966		73,026,577		99,675,328		124,655,094				16,438,441		15.2%

		 　管理費 カンリ ヒ				7,344,776		15,847,790		20,464,369		25,325,291		3,362,488		10,263,953		18,454,007		28,647,707		6,665,804		13,878,338		19,470,155		27,658,237		10,396,672		18,954,207		29,492,153		37,096,446		9,791,994		16,365,173		22,904,370		28,319,769				(8,776,677)		-23.7%

		　　支払手数料				6,695,279		14,683,162		18,800,474		23,219,417		3,123,560		9,636,041		17,433,160		26,380,664		5,798,800		12,197,861		17,363,731		25,253,925		9,876,266		17,636,351		27,554,590		34,590,893		8,162,417		13,982,765		19,595,771		24,292,893				(10,298,000)		-29.8%

		　　　その他 タ				649,497		1,164,628		1,663,895		2,105,874		238,928		627,912		1,020,847		2,267,043		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0.0%

		営業利益 エイギョウリエキ				(27,115,805)		(51,799,627)		(76,065,151)		(95,653,943)		(15,221,218)		(29,173,350)		(34,429,778)		(57,831,391)		(15,399,608)		(32,138,353)		(42,379,455)		(47,383,810)		(5,148,748)		(16,619,384)		(33,752,852)		(46,797,620)		(21,235,342)		(42,837,838)		(54,847,320)		(64,195,537)				(17,397,917)		37.2%

																																																0		0.0%

		◆TD																																														0		0.0%

		1980800				1Q16		2Q16		3Q16		4Q16		1Q17		2Q17		3Q17		4Q17		1Q18		2Q18		3Q18		4Q18		1Q19		2Q19		3Q19		4Q19		1Q20		2Q20		3Q20		4Q20				0		0.0%

		売上高 ウリアゲ ダカ				0		2,000,000		15,960,000		30,929,277		24,980,000		53,960,000		81,470,000		117,870,000		59,400,000		104,250,000		175,850,000		255,050,000		72,201,430		159,901,430		218,502,370		269,291,462		48,700,000		107,400,000		155,200,000		197,250,000				(72,041,462)		-26.8%

		売上原価 ウリアゲゲンカ				0		1,114,032		3,198,339		5,005,155		1,696,669		3,667,194		5,669,251		7,520,926		2,009,666		4,063,611		6,291,946		8,553,259		1,493,937		2,960,783		4,435,674		5,917,845		1,667,137		3,378,895		5,162,441		6,194,830				276,985		4.7%

		粗利 アラリ				0		885,968		12,761,661		25,924,122		23,283,331		50,292,806		75,800,749		110,349,074		57,390,334		100,186,389		169,558,054		246,496,741		70,707,493		156,940,647		214,066,696		263,373,617		47,032,863		104,021,105		150,037,559		191,055,170				(72,318,447)		-27.5%

		販売管理費 ハンバイカンリヒ				2,922,190		14,640,148		31,141,759		45,541,028		19,633,300		43,644,373		74,241,390		106,345,643		34,621,671		68,786,862		104,847,631		141,607,388		37,499,202		78,771,450		122,333,857		166,284,726		42,860,447		82,050,148		121,551,302		161,068,800				(5,215,926)		-3.1%

		　販売費 ハンバイヒ				1,627,594		4,420,232		9,475,299		11,760,400		6,430,448		15,258,422		28,498,250		42,850,092		13,901,390		26,947,759		44,663,552		62,665,205		18,198,254		38,000,515		55,923,665		72,117,853		11,883,995		19,830,599		28,639,551		36,927,165				(35,190,688)		-48.8%

		　　広告宣伝費 コウコクセンデンヒ				1,513,987		4,306,625		9,361,692		11,546,577		6,356,373		15,184,347		28,262,175		42,614,017		13,901,390		26,947,759		44,613,033		62,614,686		17,764,957		37,167,643		54,855,236		70,886,332		11,883,995		19,830,599		28,639,551		36,927,165				(33,959,167)		-47.9%

		　　その他 タ				113,607		113,607		113,607		213,823		74,075		74,075		236,075		236,075		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0.0%

		　人件費 ジンケンヒ				2,247,021		11,233,171		22,349,553		33,956,761		12,700,200		27,458,323		44,376,619		61,819,294		20,536,416		41,214,167		59,301,839		77,694,223		18,630,043		37,402,584		57,131,858		78,611,038		22,749,620		46,849,097		70,250,725		93,720,999				15,109,961		19.2%

		 　管理費 カンリ ヒ				(952,425)		(1,013,255)		(683,093)		(176,133)		502,652		927,628		1,366,521		1,676,257		183,865		624,936		882,240		1,247,960		670,905		3,368,351		9,278,334		15,555,835		8,226,832		15,370,452		22,661,026		30,420,636				14,864,801		95.6%

		　　支払手数料				8,300		54,384		289,610		481,373		334,960		583,207		689,211		869,821		69,276		226,710		313,047		471,025		381,504		2,377,215		7,809,388		13,725,725		8,104,463		15,182,094		22,313,332		29,954,239				16,228,514		118.2%

		　　　その他 タ				(960,725)		(1,067,639)		(972,703)		(657,506)		167,692		344,421		677,310		806,436		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0.0%

		営業利益 エイギョウリエキ				(2,922,190)		(13,754,180)		(18,380,098)		(19,616,906)		3,650,031		6,648,433		1,559,359		4,003,431		22,768,663		31,399,527		64,710,423		104,889,353		33,208,291		78,169,197		91,732,839		97,088,891		4,172,416		21,970,957		28,486,257		29,986,370				(67,102,521)		-69.1%

																																																0		0.0%

		◆CN																																														0		0.0%

		1980500				1Q16		2Q16		3Q16		4Q16		1Q17		2Q17		3Q17		4Q17		1Q18		2Q18		3Q18		4Q18		1Q19		2Q19		3Q19		4Q19		1Q20		2Q20		3Q20		4Q20				0		0.0%

		売上高 ウリアゲ ダカ				456,665		1,036,860		1,459,891		2,359,802		1,274,518		3,926,166		7,036,380		9,693,507		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0.0%

		売上原価 ウリアゲゲンカ				82,962		258,922		686,666		1,167,665		562,043		1,156,203		1,767,203		2,359,347		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0.0%

		粗利 アラリ				373,703		777,938		773,225		1,192,137		712,475		2,769,963		5,269,177		7,334,160		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0.0%

		販売管理費 ハンバイカンリヒ				13,823,449		26,803,587		39,456,818		51,487,614		10,260,484		21,377,228		32,081,518		39,254,204		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0.0%

		　販売費 ハンバイヒ				881,133		1,935,996		2,569,284		2,935,987		226,163		440,297		1,511,857		2,425,886		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0.0%

		　　広告宣伝費 コウコクセンデンヒ				858,133		1,898,996		2,532,284		2,898,987		211,163		425,297		1,496,857		2,410,886		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0.0%

		　　その他 タ				23,000		37,000		37,000		37,000		15,000		15,000		15,000		15,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0.0%

		　人件費 ジンケンヒ				12,002,998		23,274,143		34,936,282		45,980,539		9,848,038		19,387,954		28,867,373		34,858,062		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0.0%

		 　管理費 カンリ ヒ				939,318		1,593,448		1,951,252		2,571,088		186,283		1,548,977		1,702,288		1,970,256		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0.0%

		　　支払手数料				849,872		1,380,169		1,732,874		2,347,911		181,628		1,537,351		1,680,101		1,941,845		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0.0%

		　　　その他 タ				89,446		213,279		218,378		223,177		4,655		11,626		22,187		28,411		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0.0%

		営業利益 エイギョウリエキ				(13,449,746)		(26,025,649)		(38,683,593)		(50,295,477)		(9,548,009)		(18,607,265)		(26,812,341)		(31,920,044)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0.0%

																																																0		0.0%

		◆新規事業（CN含む） シンキジギョウ フク																																														0		0.0%

		1980900				1Q16		2Q16		3Q16		4Q16		1Q17		2Q17		3Q17		4Q17		1Q18		2Q18		3Q18		4Q18		1Q19		2Q19		3Q19		4Q19		1Q20		2Q20		3Q20		4Q20				0		0.0%

		売上高 ウリアゲ ダカ																				557,427		2,907,759		3,040,188		3,732,011		498,154		575,208		634,011		678,245		995		995		995		995				(677,250)		-99.9%

		売上原価 ウリアゲゲンカ																				302,928		503,042		553,206		602,486		475,077		1,268,833		1,931,039		2,619,103		885,142		1,525,593		2,262,695		3,290,248				671,145		25.6%

		粗利 アラリ																				254,499		2,404,717		2,486,982		3,129,525		23,077		(693,625)		(1,297,028)		(1,940,858)		(884,147)		(1,524,598)		(2,261,700)		(3,289,253)				(1,348,395)		69.5%

		販売管理費 ハンバイカンリヒ																				17,543,607		31,101,587		47,671,164		59,787,734		11,608,412		22,305,541		24,205,605		33,962,290		18,405,323		37,638,484		83,407,269		133,035,317				99,073,027		291.7%

		　販売費 ハンバイヒ																				10,778		10,778		10,778		10,778		0		0		0		0		0		1,125,833		3,273,432		5,120,109				5,120,109		0.0%

		　　広告宣伝費 コウコクセンデンヒ																				10,778		10,778		10,778		10,778		0		0		0		0		0		1,125,833		3,273,432		5,120,109				5,120,109		0.0%

		　　その他 タ																				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0.0%

		　人件費 ジンケンヒ																				16,981,151		29,389,459		41,946,402		52,399,333		9,062,131		17,377,245		19,053,732		27,042,713		16,880,527		33,645,591		74,583,005		116,662,208				89,619,495		331.4%

		 　管理費 カンリ ヒ																				551,678		1,701,350		5,713,984		7,377,623		2,546,281		4,928,296		5,151,873		6,919,577		1,524,796		2,867,060		5,550,832		11,253,000				4,333,423		62.6%

		　　支払手数料																				263,870		991,998		4,892,448		6,503,548		2,499,708		4,864,555		5,081,593		6,783,961		986,095		2,040,554		4,243,308		9,409,363				2,625,402		38.7%

		　　　その他 タ																				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0.0%

		営業利益 エイギョウリエキ																				(17,289,108)		(28,696,870)		(45,184,182)		(56,658,209)		(11,585,335)		(22,999,166)		(25,502,633)		(35,903,148)		(19,289,470)		(39,163,082)		(85,668,969)		(136,324,570)				(100,421,422)		279.7%

																																																0		0.0%

		◆IM																																														0		0.0%

		1980400				1Q16		2Q16		3Q16		4Q16		1Q17		2Q17		3Q17		4Q17		1Q18		2Q18		3Q18		4Q18		1Q19		2Q19		3Q19		4Q19		1Q20		2Q20		3Q20		4Q20				0		0.0%

		売上高 ウリアゲ ダカ				19,259,254		42,883,070		73,934,899		105,055,993		34,138,166		73,775,526		111,503,514		147,808,877		50,310,640		87,264,890		122,187,897		138,695,812		(1,000)		(1,000)		(1,000)		(1,000)		0		0		0		0				1,000		-100.0%

		売上原価 ウリアゲゲンカ				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0.0%

		粗利 アラリ				19,259,254		42,883,070		73,934,899		105,055,993		34,138,166		73,775,526		111,503,514		147,808,877		50,310,640		87,264,890		122,187,897		138,695,812		(1,000)		(1,000)		(1,000)		(1,000)		0		0		0		0				1,000		-100.0%

		販売管理費 ハンバイカンリヒ				20,484,365		47,508,221		78,099,221		109,108,379		27,331,800		60,366,887		96,871,139		134,141,452		34,186,190		69,768,396		108,281,162		121,531,435		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0.0%

		　販売費 ハンバイヒ				128,708		7,676,516		18,167,053		28,513,895		9,318,744		16,674,086		24,725,346		31,910,548		5,376,850		9,017,242		12,204,344		13,153,192		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0.0%

		　　広告宣伝費 コウコクセンデンヒ				128,708		7,676,516		18,167,053		28,513,895		9,318,744		16,674,086		24,725,346		31,910,548		5,376,850		9,017,242		12,204,344		13,153,192		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0.0%

		　　その他 タ				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0.0%

		　人件費 ジンケンヒ				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0.0%

		 　管理費 カンリ ヒ				20,355,657		39,831,705		59,932,168		80,594,484		18,013,056		43,692,801		72,145,793		102,230,904		28,809,340		60,751,154		96,076,818		108,378,243		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0.0%

		　　支払手数料				20,355,657		39,831,705		59,932,168		80,594,484		18,013,056		43,692,801		72,145,793		102,230,904		28,809,340		60,751,154		96,076,818		108,378,243		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0.0%

		　　　その他 タ				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0.0%

		営業利益 エイギョウリエキ				(1,225,111)		(4,625,151)		(4,164,322)		(4,052,386)		6,806,366		13,408,639		14,632,375		13,667,425		16,124,450		17,496,494		13,906,735		17,164,377		(1,000)		(1,000)		(1,000)		(1,000)		0		0		0		0				1,000		-100.0%

																																																0		0.0%

		◆Corp																																														0		0.0%

						1Q16		2Q16		3Q16		4Q16		1Q17		2Q17		3Q17		4Q17		1Q18		2Q18		3Q18		4Q18		1Q19		2Q19		3Q19		4Q19		1Q20		2Q20		3Q20		4Q20				0		0.0%

		売上高 ウリアゲ ダカ				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,776,800		4,127,300		6,851,000		9,393,600		2,243,500		4,438,700		6,838,700		9,238,700				(154,900)		-1.6%

		売上原価 ウリアゲゲンカ				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		41,505				41,505		0.0%

		粗利 アラリ				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,776,800		4,127,300		6,851,000		9,393,600		2,243,500		4,438,700		6,838,700		9,197,195				(196,405)		-2.1%

		販売管理費 ハンバイカンリヒ				0		0		0		0		282,242,941		615,145,735		928,751,735		1,208,104,472		271,461,873		585,672,961		885,163,061		1,182,422,919		285,608,023		576,451,207		879,336,076		1,212,013,226		317,342,565		628,625,866		933,984,482		1,223,089,379				11,076,153		0.9%

		　販売費 ハンバイヒ				0		0		0		0		3,752,961		7,590,890		13,764,678		20,523,077		4,581,629		13,973,447		17,746,928		18,847,496		3,442,621		4,726,071		7,222,728		8,031,278		2,613,517		2,634,304		4,599,857		6,192,228				(1,839,050)		-22.9%

		　　広告宣伝費 コウコクセンデンヒ				0		0		0		0		3,752,961		7,590,890		13,764,678		20,523,077		4,581,629		13,973,447		17,746,928		18,847,496		3,442,621		4,726,071		7,222,728		8,031,278		2,613,517		2,634,304		4,599,857		6,192,228				(1,839,050)		-22.9%

		　　その他 タ				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0.0%

		　人件費 ジンケンヒ				0		0		0		0		124,322,339		271,193,791		426,108,440		564,904,278		127,241,212		284,439,331		435,938,623		573,376,216		137,053,786		281,120,327		427,355,159		574,276,023		144,683,743		286,202,692		411,686,699		541,249,352				(33,026,671)		-5.8%

		 　管理費 カンリ ヒ				0		0		0		0		154,167,641		336,361,054		488,878,617		622,677,117		139,639,032		287,260,183		431,477,510		590,199,207		145,111,616		290,604,809		444,758,189		629,705,925		170,045,305		339,788,870		517,697,926		675,647,799				45,941,874		7.3%

		　　支払手数料				0		0		0		0		38,217,353		89,456,854		133,948,968		175,682,225		45,085,242		95,684,813		150,781,787		206,179,914		46,916,301		91,312,918		150,702,721		202,576,310		56,871,002		117,837,676		171,482,321		228,811,371				26,235,061		13.0%

		　　　その他 タ				0		0		0		0		115,950,288		246,904,200		354,929,649		446,994,892		94,553,790		191,575,370		280,695,723		384,019,293		117,065,018		117,065,018		117,065,018		117,065,018		0		0		0		0				(117,065,018)		-100.0%

		営業利益 エイギョウリエキ				0		0		0		0		(282,242,941)		(615,145,735)		(928,751,735)		(1,208,104,472)		(271,461,873)		(585,672,961)		(885,163,061)		(1,182,422,919)		(283,831,223)		(572,323,907)		(872,485,076)		(1,202,619,626)		(315,099,065)		(624,187,166)		(927,145,782)		(1,213,892,184)				(11,272,558)		0.9%





メディア別PL(Q_分析用)

		◆MB

		1010300		201601		201602		201603		201604		201605		201606		201607		201608		201609		201610		201611		201612		201701		201702		201703		201704		201705		201706		201707		201708		201709		201710		201711		201712		201801		201802		201803		201804		201805		201806		201807		201808		201809		201810		201811		201812		201901		201902		201903		201904		201905		201906		201907		201908		201909		201910		201911		201912		202001		202002		202003		202004		202005		202006		202007		202008		202009		202010		202011		202012				1Q16		2Q16		3Q16		4Q16		1Q17		2Q17		3Q17		4Q17		1Q18		2Q18		3Q18		4Q18		1Q19		2Q19		3Q19		4Q19		1Q20		2Q20		3Q20		4Q20

		売上高 ウリアゲ ダカ		155,423,493		179,494,277		195,553,243		202,936,762		210,353,413		222,080,644		189,058,647		185,945,203		197,537,495		212,752,539		190,170,645		170,111,868		131,122,915		184,250,344		178,329,154		210,827,337		225,008,575		219,570,941		198,461,901		186,570,551		180,710,500		204,443,930		178,157,499		173,724,324		159,673,506		154,252,889		185,210,481		199,552,231		214,200,636		212,276,835		198,200,690		186,670,383		183,639,331		206,026,704		178,212,425		158,374,420		152,462,800		175,971,168		178,524,500		213,955,018		243,952,575		238,422,917		236,722,305		240,583,017		252,623,752		256,604,375		246,830,328		224,143,296		234,618,013		262,539,837		269,241,845		220,189,166		127,856,813		149,055,398		168,550,070		159,754,316		188,141,129		195,105,345		168,565,832		152,817,431				530,471,013		635,370,819		572,541,345		573,035,052		493,702,413		655,406,853		565,742,952		556,325,753		499,136,876		626,029,702		568,510,404		542,613,549		506,958,468		696,330,510		729,929,074		727,577,999		766,399,695		497,101,377		516,445,515		516,488,608

		売上原価 ウリアゲゲンカ		16,132,891		17,579,008		17,276,740		15,495,222		15,189,752		15,954,912		13,573,016		11,636,659		14,832,409		15,384,288		13,313,390		12,027,310		12,044,152		12,986,748		17,832,511		16,404,816		18,345,101		15,881,773		9,615,416		8,029,319		9,909,131		10,215,918		9,928,648		8,758,991		9,356,302		9,460,820		12,250,041		12,935,889		16,130,671		16,902,462		16,617,692		17,214,436		19,859,934		17,958,532		14,821,671		9,037,287		12,356,835		11,993,298		13,888,702		18,004,418		18,481,782		17,505,555		19,363,125		26,163,584		30,666,360		23,941,075		19,498,771		18,551,792		27,130,547		29,458,854		28,142,535		23,754,324		15,806,840		18,259,367		19,272,824		19,838,869		24,929,968		27,550,189		24,436,276		18,844,970				50,988,639		46,639,886		40,042,084		40,724,988		42,863,411		50,631,690		27,553,866		28,903,557		31,067,163		45,969,022		53,692,062		41,817,490		38,238,835		53,991,755		76,193,069		61,991,638		84,731,936		57,820,531		64,041,661		70,831,435

		粗利 アラリ		139,290,602		161,915,269		178,276,503		187,441,540		195,163,661		206,125,732		175,485,631		174,308,544		182,705,086		197,368,251		176,857,255		158,084,558		119,078,763		171,263,596		160,496,643		194,422,521		206,663,474		203,689,168		188,846,485		178,541,232		170,801,369		194,228,012		168,228,851		164,965,333		150,317,204		144,792,069		172,960,440		186,616,342		198,069,965		195,374,373		181,582,998		169,455,947		163,779,397		188,068,172		163,390,754		149,337,133		140,105,965		163,977,870		164,635,798		195,950,600		225,470,793		220,917,362		217,359,180		214,419,433		221,957,392		232,663,300		227,331,557		205,591,504		207,487,466		233,080,983		241,099,310		196,434,842		112,049,973		130,796,031		149,277,246		139,915,447		163,211,161		167,555,156		144,129,556		133,972,461				479,482,374		588,730,933		532,499,261		532,310,064		450,839,002		604,775,163		538,189,086		527,422,196		468,069,713		580,060,680		514,818,342		500,796,059		468,719,633		642,338,755		653,736,005		665,586,361		681,667,759		439,280,846		452,403,854		445,657,173

		販売管理費 ハンバイカンリヒ		82,990,675		81,816,401		122,616,112		118,624,042		124,731,334		133,988,276		119,787,341		123,017,175		126,433,612		136,232,611		126,736,727		133,202,970		125,890,974		120,974,902		149,005,498		152,068,921		137,117,199		158,429,984		138,288,975		128,574,070		191,671,089		151,507,180		160,529,637		172,068,447		140,622,457		130,166,856		167,594,245		169,300,405		184,768,411		176,483,436		170,577,491		167,078,749		161,866,455		156,809,725		132,512,347		144,745,421		146,102,056		134,451,477		148,755,562		182,122,582		180,644,089		181,191,155		192,485,239		207,123,178		198,522,168		207,391,524		178,236,491		169,730,501		175,378,243		175,791,930		225,601,651		185,149,277		107,424,574		109,752,834		112,564,888		141,922,154		159,846,283		156,671,700		139,115,059		145,804,150				287,423,188		377,343,652		369,238,128		396,172,308		395,871,374		447,616,104		458,534,134		484,105,264		438,383,558		530,552,252		499,522,695		434,067,493		429,309,095		543,957,826		598,130,585		555,358,516		576,771,824		402,326,685		414,333,325		441,590,909

		　販売費 ハンバイヒ		44,183,824		42,678,651		73,440,699		78,750,375		84,350,228		90,250,390		76,980,013		80,054,506		78,471,079		91,393,669		81,503,716		80,740,308		83,019,954		76,142,221		95,694,844		108,393,788		91,695,878		104,835,901		94,429,134		82,420,199		141,712,885		108,714,095		117,739,127		125,511,738		98,534,329		85,296,658		114,876,802		125,329,730		141,349,320		125,064,437		126,561,215		119,494,376		111,191,292		112,929,399		89,524,356		97,854,773		105,926,576		91,779,903		99,054,691		141,237,348		139,280,082		131,815,243		147,515,031		164,107,463		147,050,786		162,321,200		133,684,439		114,807,095		127,202,144		123,390,754		167,192,404		131,725,738		51,765,009		48,682,133		60,107,841		88,565,729		95,471,082		100,844,678		84,562,043		85,429,516				160,303,174		253,350,993		235,505,598		253,637,693		254,857,019		304,925,567		318,562,218		351,964,960		298,707,789		391,743,487		357,246,883		300,308,528		296,761,170		412,332,673		458,673,280		410,812,734		417,785,302		232,172,880		244,144,652		270,836,237

		　　広告宣伝費 コウコクセンデンヒ		41,014,657		39,645,011		70,755,296		76,131,652		81,484,571		86,459,079		73,457,320		76,528,768		75,509,974		89,023,498		79,024,921		78,537,980		80,838,253		73,922,113		93,565,173		106,279,863		91,405,496		104,574,937		94,257,134		82,222,199		141,309,513		108,259,382		117,541,127		125,058,182		98,079,616		85,098,658		114,678,802		125,131,730		141,151,320		124,866,437		126,363,215		119,296,376		110,993,292		112,731,399		89,326,356		97,655,703		105,728,576		91,581,903		98,856,691		141,039,348		139,082,082		131,617,243		147,317,031		163,909,463		146,852,786		162,123,200		133,486,439		114,609,095		127,202,144		123,390,754		167,192,404		131,725,738		51,765,009		48,682,133		60,107,841		88,565,729		95,471,082		100,844,678		84,562,043		85,429,516				151,414,964		244,075,302		225,496,062		246,586,399		248,325,539		302,260,296		317,788,846		350,858,691		297,857,076		391,149,487		356,652,883		299,713,458		296,167,170		411,738,673		458,079,280		410,218,734		417,785,302		232,172,880		244,144,652		270,836,237

		　　その他 タ		3,169,167		3,033,640		2,685,403		2,618,723		2,865,657		3,791,311		3,522,693		3,525,738		2,961,105		2,370,171		2,478,795		2,202,328		2,181,701		2,220,108		2,129,671		2,113,925		290,382		260,964		172,000		198,000		403,372		454,713		198,000		453,556		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				8,888,210		9,275,691		10,009,536		7,051,294		6,531,480		2,665,271		773,372		1,106,269		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		　人件費 ジンケンヒ		34,795,829		37,047,065		46,690,966		37,298,720		37,880,768		40,940,279		39,566,092		39,941,438		44,988,755		41,870,234		41,727,518		45,606,577		39,587,930		41,929,841		49,885,236		39,976,289		41,722,070		49,860,675		40,913,245		42,635,770		46,892,769		40,142,981		40,383,415		43,283,766		39,091,669		42,330,223		49,894,051		39,878,492		40,141,978		48,391,119		40,439,499		42,974,541		46,155,641		39,290,266		39,073,563		42,995,774		36,195,756		38,847,262		44,870,740		36,718,985		35,914,888		43,765,028		37,814,427		37,250,859		45,631,380		38,926,221		39,132,635		46,871,110		40,515,613		41,704,761		50,145,496		43,161,635		46,690,748		51,022,328		42,474,224		43,702,153		55,071,840		46,017,636		44,926,959		51,200,289				118,533,860		116,119,767		124,496,285		129,204,329		131,403,007		131,559,034		130,441,784		123,810,162		131,315,943		128,411,589		129,569,681		121,359,603		119,913,758		116,398,901		120,696,666		124,929,966		132,365,870		140,874,711		141,248,217		142,144,884

		 　管理費 カンリ ヒ		4,011,022		2,090,685		2,484,447		2,574,947		2,500,338		2,797,607		3,241,236		3,021,231		2,973,778		2,968,708		3,505,493		6,856,085		3,283,090		2,902,840		3,425,418		3,698,844		3,699,251		3,733,408		2,946,596		3,518,101		3,065,435		2,650,104		2,407,095		3,272,943		2,996,459		2,539,975		2,823,392		4,092,183		3,277,113		3,027,880		3,576,777		4,609,832		4,519,522		4,590,060		3,914,428		3,894,874		3,979,724		3,824,312		4,830,131		4,166,249		5,449,119		5,610,884		7,155,781		5,764,856		5,840,002		6,144,103		5,419,417		8,052,296		7,660,486		10,696,415		8,263,751		10,261,904		8,968,817		10,048,373		9,982,823		9,654,272		9,303,361		9,809,386		9,626,057		9,174,345				8,586,154		7,872,892		9,236,245		13,330,286		9,611,348		11,131,503		9,530,132		8,330,142		8,359,826		10,397,176		12,706,131		12,399,362		12,634,167		15,226,252		18,760,639		19,615,816		26,620,652		29,279,094		28,940,456		28,609,788

		　　支払手数料		3,143,123		1,776,652		2,010,834		2,058,768		1,780,658		1,920,894		2,009,872		2,432,094		2,194,726		2,070,991		2,318,382		5,077,665		2,388,707		1,959,245		2,332,374		2,446,248		2,599,413		2,613,382		2,174,987		2,204,276		2,182,350		1,861,564		1,664,496		2,196,402		1,881,012		1,821,304		1,777,815		1,849,161		2,357,586		1,907,184		2,192,341		3,828,873		3,443,463		3,325,555		3,130,055		3,166,324		3,247,614		3,257,252		4,173,143		3,644,002		4,909,611		5,077,480		5,909,124		5,163,216		5,175,888		5,137,307		4,509,952		7,236,118		6,917,383		9,745,776		7,612,157		10,069,964		8,780,884		9,762,378		9,498,639		9,267,856		8,786,153		9,434,033		8,957,988		8,786,369				6,930,609		5,760,320		6,636,692		9,467,038		6,680,326		7,659,043		6,561,613		5,722,462		5,480,131		6,113,931		9,464,677		9,621,934		10,678,009		13,631,093		16,248,228		16,883,377		24,275,316		28,613,226		27,552,648		27,178,390

		　　　その他 タ		867,899		314,033		473,613		516,179		719,680		876,713		1,231,364		589,137		779,052		897,717		1,187,111		1,778,420		894,383		943,595		1,093,044		1,252,596		1,099,838		1,120,026		771,609		1,313,825		883,085		788,540		742,599		1,076,541		0		0		0		0		0		0		0		0		0														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1,655,545		2,112,572		2,599,553		3,863,248		2,931,022		3,472,460		2,968,519		2,607,680		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		営業利益 エイギョウリエキ		56,299,927		80,098,868		55,660,391		68,817,498		70,432,327		72,137,456		55,698,290		51,291,369		56,271,474		61,135,640		50,120,528		24,881,588		(6,812,211)		50,288,694		11,491,145		42,353,600		69,546,275		45,259,184		50,557,510		49,967,162		(20,869,720)		42,720,832		7,699,214		(7,103,114)		9,694,747		14,625,213		5,366,195		17,315,937		13,301,554		18,890,937		11,005,507		2,377,198		1,912,942		31,258,447		30,878,407		4,591,712		(5,996,091)		29,526,393		15,880,236		13,828,018		44,826,704		39,726,207		24,873,941		7,296,255		23,435,224		25,271,776		49,095,066		35,861,003		32,109,223		57,289,053		15,497,659		11,285,565		4,625,399		21,043,197		36,712,358		(2,006,707)		3,364,878		10,883,456		5,014,497		(11,831,689)				192,059,186		211,387,281		163,261,133		136,137,756		54,967,628		157,159,059		79,654,952		43,316,932		29,686,155		49,508,428		15,295,647		66,728,566		39,410,538		98,380,929		55,605,420		110,227,845		104,895,935		36,954,161		38,070,529		4,066,264
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		売上高 ウリアゲ ダカ		55,261,200		112,499,058		138,478,497		140,573,197		105,927,260		111,451,877		111,288,273		107,529,205		124,312,826		91,892,295		111,741,002		121,045,553		66,755,788		91,841,764		138,445,609		125,005,449		141,450,694		127,953,265		101,075,757		148,332,522		126,864,143		140,878,175		88,051,763		131,025,007		84,885,477		120,041,245		153,384,784		116,190,487		158,314,893		118,981,623		136,113,928		108,264,687		91,827,258		126,145,558		115,306,684		111,588,511		72,199,063		82,337,893		136,367,336		137,410,254		88,748,089		91,901,873		95,368,633		84,865,936		74,900,921		105,784,866		75,229,612		78,129,976		55,037,872		58,402,857		86,972,804		87,362,905		49,226,399		61,795,813		44,623,259		42,628,777		47,062,738		44,670,743		29,170,119		46,908,215				306,238,755		357,952,334		343,130,304		324,678,850		297,043,161		394,409,408		376,272,422		359,954,945		358,311,506		393,487,003		336,205,873		353,040,753		290,904,292		318,060,216		255,135,490		259,144,454		200,413,533		198,385,117		134,314,774		120,749,077

		売上原価 ウリアゲゲンカ		4,644,814		6,927,002		10,064,579		8,502,417		6,729,049		7,153,764		7,462,820		7,177,134		8,318,420		5,395,568		7,421,701		5,466,905		4,521,569		5,318,457		7,393,348		6,310,522		7,932,431		6,283,204		5,959,681		6,618,925		5,774,970		7,197,375		5,464,951		5,713,854		4,773,804		5,951,941		7,660,418		6,730,477		7,552,094		6,471,760		6,959,303		6,237,505		6,102,632		6,873,739		5,353,927		5,329,634		3,718,802		6,077,563		5,260,133		5,206,198		6,598,110		5,226,367		5,370,684		5,716,921		5,178,206		5,767,979		5,444,258		5,545,920		5,116,669		4,626,491		5,195,422		5,156,641		5,581,426		4,856,523		4,709,744		4,029,987		5,090,778		3,912,053		3,904,644		3,950,800				21,636,395		22,385,230		22,958,374		18,284,174		17,233,374		20,526,157		18,353,576		18,376,180		18,386,163		20,754,331		19,299,440		17,557,300		15,056,498		17,030,675		16,265,811		16,758,157		14,938,582		15,594,590		13,830,509		11,767,497

		粗利 アラリ		50,616,386		105,572,056		128,413,918		132,070,780		99,198,211		104,298,113		103,825,453		100,352,071		115,994,406		86,496,727		104,319,301		115,578,648		62,234,219		86,523,307		131,052,261		118,694,927		133,518,263		121,670,061		95,116,076		141,713,597		121,089,173		133,680,800		82,586,812		125,311,153		80,111,673		114,089,304		145,724,366		109,460,010		150,762,799		112,509,863		129,154,625		102,027,182		85,724,626		119,271,819		109,952,757		106,258,877		68,480,261		76,260,330		131,107,203		132,204,056		82,149,979		86,675,506		89,997,949		79,149,015		69,722,715		100,016,887		69,785,354		72,584,056		49,921,203		53,776,366		81,777,382		82,206,264		43,644,973		56,939,290		39,913,515		38,598,790		41,971,960		40,758,690		25,265,475		42,957,415				284,602,360		335,567,104		320,171,930		306,394,676		279,809,787		373,883,251		357,918,846		341,578,765		339,925,343		372,732,672		316,906,433		335,483,453		275,847,794		301,029,541		238,869,679		242,386,297		185,474,951		182,790,527		120,484,265		108,981,580

		販売管理費 ハンバイカンリヒ		53,848,269		53,773,148		57,714,579		50,923,416		52,308,110		58,553,821		51,875,134		52,292,355		57,254,449		53,205,190		50,100,933		57,693,002		57,764,915		56,179,030		67,353,376		71,226,970		75,349,324		84,694,262		85,762,305		84,144,669		81,820,907		76,925,514		75,718,311		83,938,635		93,319,984		81,922,108		95,375,648		92,800,185		77,502,191		69,278,358		55,484,435		54,335,246		54,932,786		48,009,088		54,135,839		59,368,200		71,222,008		71,838,206		73,995,520		73,169,655		71,548,905		71,456,803		66,255,782		63,919,745		69,114,200		62,362,154		60,934,361		59,706,106		69,943,891		57,504,016		74,540,488		70,448,500		77,988,419		76,493,834		59,257,833		54,377,628		62,389,988		56,918,528		54,891,127		66,589,245				165,335,996		161,785,347		161,421,938		160,999,125		181,297,321		231,270,556		251,727,881		236,582,460		270,617,740		239,580,734		164,752,467		161,513,127		217,055,734		216,175,363		199,289,727		183,002,621		201,988,395		224,930,753		176,025,449		178,398,900

		　販売費 ハンバイヒ		11,540,367		12,713,793		8,113,114		10,888,537		13,747,341		19,743,131		11,977,213		10,217,494		9,124,252		9,217,011		8,025,323		11,725,763		17,360,721		15,109,114		19,092,228		28,711,090		30,758,855		31,351,969		38,984,894		37,961,880		32,099,001		36,343,230		34,485,652		38,714,005		55,155,115		44,868,471		55,660,816		58,926,604		43,593,686		32,443,162		23,395,799		20,990,971		18,516,314		16,278,341		22,238,539		23,674,976		41,299,978		40,384,101		35,158,596		40,104,643		40,258,601		35,244,585		35,044,962		27,917,580		28,679,450		26,619,874		25,427,916		21,627,131		31,347,142		20,616,530		30,979,737		31,128,310		34,481,309		28,205,406		16,617,450		12,674,683		13,585,759		14,313,195		13,239,095		15,250,800				32,367,274		44,379,009		31,318,959		28,968,097		51,562,063		90,821,914		109,045,775		109,542,887		155,684,402		134,963,452		62,903,084		62,191,856		116,842,675		115,607,829		91,641,992		73,674,921		82,943,409		93,815,025		42,877,892		42,803,090

		　　広告宣伝費 コウコクセンデンヒ		5,411,105		9,439,629		6,538,702		10,306,516		13,287,220		17,270,819		11,495,401		9,786,580		8,610,420		8,877,460		7,724,522		11,426,781		16,882,430		14,804,071		18,780,267		28,409,808		30,447,464		31,117,139		38,709,894		37,641,880		31,779,001		36,023,230		34,165,652		38,394,005		54,835,115		44,548,471		55,660,816		58,926,604		43,593,686		32,443,162		23,395,799		20,990,971		18,516,314		16,278,341		22,238,539		23,674,976		41,299,978		40,384,101		35,158,596		40,104,643		40,258,601		35,244,585		35,044,962		27,917,580		28,679,450		26,619,874		25,427,916		21,627,131		31,347,142		20,616,530		30,979,737		31,128,310		34,481,309		28,205,406		16,617,450		12,674,683		13,585,759		14,313,195		13,239,095		15,250,800				21,389,436		40,864,555		29,892,401		28,028,763		50,466,768		89,974,411		108,130,775		108,582,887		155,044,402		134,963,452		62,903,084		62,191,856		116,842,675		115,607,829		91,641,992		73,674,921		82,943,409		93,815,025		42,877,892		42,803,090

		　　その他 タ		6,129,262		3,274,164		1,574,412		582,021		460,121		2,472,312		481,812		430,914		513,832		339,551		300,801		298,982		478,291		305,043		311,961		301,282		311,391		234,830		275,000		320,000		320,000		320,000		320,000		320,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				10,977,838		3,514,454		1,426,558		939,334		1,095,295		847,503		915,000		960,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		　人件費 ジンケンヒ		38,310,107		37,793,314		45,723,110		37,373,060		35,797,097		36,476,007		37,413,332		38,996,986		43,827,488		38,961,256		39,236,912		41,789,539		36,475,199		37,726,235		45,218,909		38,689,686		41,053,477		49,180,178		40,909,674		42,017,781		45,030,508		36,778,231		36,439,520		40,454,406		32,928,785		31,447,040		35,078,182		27,481,227		27,676,233		30,792,155		26,401,828		26,977,923		30,396,024		25,586,171		25,215,695		27,606,005		23,981,413		25,426,521		28,908,238		26,231,835		24,833,660		28,836,176		25,389,597		27,906,675		32,223,891		28,145,074		28,017,835		30,872,808		28,271,601		28,273,008		33,801,679		29,567,889		34,056,375		37,596,780		31,655,171		31,000,048		38,491,409		33,125,071		32,768,133		41,492,262				121,826,531		109,646,164		120,237,806		119,987,707		119,420,343		128,923,341		127,957,963		113,672,157		99,454,007		85,949,615		83,775,775		78,407,871		78,316,172		79,901,671		85,520,163		87,035,717		90,346,288		101,221,044		101,146,628		107,385,466

		 　管理費 カンリ ヒ		3,997,795		3,266,041		3,878,355		2,661,819		2,763,672		2,334,683		2,484,589		3,077,875		4,302,709		5,026,923		2,838,698		4,177,700		3,928,995		3,343,681		3,042,239		3,826,194		3,536,992		4,162,115		5,867,737		4,165,008		4,691,398		3,804,053		4,793,139		4,770,224		5,236,084		5,606,597		4,636,650		6,392,354		6,232,272		6,043,041		5,686,808		6,366,352		6,020,448		6,144,576		6,681,605		8,087,219		5,940,617		6,027,584		9,928,686		6,833,177		6,456,644		7,376,042		5,821,223		8,095,490		8,210,859		7,597,206		7,488,610		7,206,167		10,325,148		8,614,478		9,759,072		9,752,301		9,450,735		10,691,648		10,985,212		10,702,897		10,312,820		9,480,262		8,883,899		9,846,183				11,142,191		7,760,174		9,865,173		12,043,321		10,314,915		11,525,301		14,724,143		13,367,416		15,479,331		18,667,667		18,073,608		20,913,400		21,896,887		20,665,863		22,127,572		22,291,983		28,698,698		29,894,684		32,000,929		28,210,344

		　　支払手数料		1,898,322		1,447,258		2,014,413		751,453		728,089		760,804		813,621		765,884		748,009		773,574		862,226		925,128		1,235,365		778,891		983,857		1,475,549		865,774		850,543		1,282,506		988,595		1,087,120		1,059,190		1,377,154		1,365,454		1,870,618		2,880,590		2,254,919		3,708,087		3,828,066		3,260,879		3,337,777		3,627,296		2,972,172		3,611,478		3,452,657		3,272,692		3,561,155		3,184,731		6,697,479		3,640,738		4,147,474		4,207,803		3,117,114		5,355,003		5,498,959		4,640,009		4,041,273		3,880,778		7,777,142		7,195,103		7,307,228		7,426,062		7,741,059		8,171,371		8,286,683		8,325,972		8,310,829		6,894,291		6,182,045		6,816,788				5,359,993		2,240,346		2,327,514		2,560,928		2,998,113		3,191,866		3,358,221		3,801,798		7,006,127		10,797,032		9,937,245		10,336,827		13,443,365		11,996,015		13,971,076		12,562,060		22,279,473		23,338,492		24,923,484		19,893,124

		　　　その他 タ		2,099,473		1,818,783		1,863,942		1,910,366		2,035,583		1,573,879		1,670,968		2,311,991		3,554,700		4,253,349		1,976,472		3,252,572		2,693,630		2,564,790		2,058,382		2,350,645		2,671,218		3,311,572		4,585,231		3,176,413		3,604,278		2,744,863		3,415,985		3,404,770		0		0		0		0		0		0		0		0		0														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				5,782,198		5,519,828		7,537,659		9,482,393		7,316,802		8,333,435		11,365,922		9,565,618		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		営業利益 エイギョウリエキ		(3,231,883)		51,798,908		70,699,339		81,147,364		46,890,101		45,744,292		51,950,319		48,059,716		58,739,957		33,291,537		54,218,368		57,885,646		4,469,304		30,344,277		63,698,885		47,467,957		58,168,939		36,975,799		9,353,771		57,568,928		39,268,266		56,755,286		6,868,501		41,372,518		(13,208,311)		32,167,196		50,348,718		16,659,825		73,260,608		43,231,505		73,670,190		47,691,936		30,791,840		71,262,731		55,816,918		46,890,677		(2,741,747)		4,422,124		57,111,683		59,034,401		10,601,074		15,218,703		23,742,167		15,229,270		608,515		37,654,733		8,850,993		12,877,950		(20,022,688)		(3,727,650)		7,236,894		11,757,764		(34,343,446)		(19,554,544)		(19,344,318)		(15,778,838)		(20,418,028)		(16,159,838)		(29,625,652)		(23,631,830)				119,266,364		173,781,757		158,749,992		145,395,551		98,512,466		142,612,695		106,190,965		104,996,305		69,307,603		133,151,938		152,153,966		173,970,326		58,792,060		84,854,178		39,579,952		59,383,676		(16,513,444)		(42,140,226)		(55,541,184)		(69,417,320)
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		売上高 ウリアゲ ダカ		71,519,641		62,833,216		78,211,307		68,836,504		75,513,902		62,207,163		71,866,846		61,722,670		78,500,593		81,827,986		79,501,499		69,105,861		75,786,523		79,843,471		78,368,954		91,006,542		108,110,097		106,652,728		104,005,547		96,687,431		83,944,838		99,995,399		94,182,122		77,325,395		106,781,546		107,090,240		104,414,738		108,941,244		96,871,235		97,293,695		105,968,571		102,466,316		98,122,132		105,342,515		97,058,200		83,574,768		83,397,673		83,190,071		89,139,444		88,540,610		82,211,912		82,070,105		82,592,082		78,667,859		81,087,419		80,002,588		80,727,704		75,455,519		81,492,340		62,883,433		66,241,776		54,783,975		44,903,924		48,371,897		51,292,700		45,629,185		51,374,664		43,560,223		39,747,631		41,597,426				212,564,164		206,557,569		212,090,109		230,435,346		233,998,948		305,769,367		284,637,816		271,502,916		318,286,524		303,106,174		306,557,019		285,975,483		255,727,188		252,822,627		242,347,360		236,185,811		210,617,549		148,059,796		148,296,549		124,905,280

		売上原価 ウリアゲゲンカ		1,995,852		2,038,261		2,405,879		1,910,399		2,555,348		2,444,318		2,422,957		2,618,651		3,113,860		2,858,757		3,088,302		2,729,015		2,067,938		2,418,777		4,274,291		4,683,591		4,309,705		3,689,495		3,844,199		4,212,234		9,869,869		6,902,106		4,342,879		7,980,451		13,579,074		11,120,432		12,369,785		14,860,152		15,374,667		20,735,185		21,271,893		23,731,258		22,766,289		25,182,615		24,967,030		24,241,598		20,420,203		20,826,390		17,286,708		14,016,945		11,852,566		9,833,384		8,968,328		9,510,106		7,005,420		6,862,004		5,778,980		5,458,710		5,293,598		3,453,790		3,562,576		6,636,606		3,859,670		3,830,738		4,505,243		4,102,216		5,086,177		3,469,282		6,529,909		729,191				6,439,992		6,910,065		8,155,468		8,676,074		8,761,006		12,682,791		17,926,302		19,225,436		37,069,291		50,970,004		67,769,440		74,391,243		58,533,301		35,702,895		25,483,854		18,099,694		12,309,964		14,327,014		13,693,636		10,728,382

		粗利 アラリ		69,523,789		60,794,955		75,805,428		66,926,105		72,958,554		59,762,845		69,443,889		59,104,019		75,386,733		78,969,229		76,413,197		66,376,846		73,718,585		77,424,694		74,094,663		86,322,951		103,800,392		102,963,233		100,161,348		92,475,197		74,074,969		93,093,293		89,839,243		69,344,944		93,202,472		95,969,808		92,044,953		94,081,092		81,496,568		76,558,510		84,696,678		78,735,058		75,355,843		80,159,900		72,091,170		59,333,170		62,977,470		62,363,681		71,852,736		74,523,665		70,359,346		72,236,721		73,623,754		69,157,753		74,081,999		73,140,584		74,948,724		69,996,809		76,198,742		59,429,643		62,679,200		48,147,369		41,044,254		44,541,159		46,787,457		41,526,969		46,288,487		40,090,941		33,217,722		40,868,235				206,124,172		199,647,504		203,934,641		221,759,272		225,237,942		293,086,576		266,711,514		252,277,480		281,217,233		252,136,170		238,787,579		211,584,240		197,193,887		217,119,732		216,863,506		218,086,117		198,307,585		133,732,782		134,602,913		114,176,898

		販売管理費 ハンバイカンリヒ		22,230,050		23,972,449		33,645,778		24,703,974		28,109,012		30,996,341		32,008,431		32,970,894		40,416,476		34,764,455		35,819,769		40,672,001		33,912,395		33,851,043		41,176,716		36,105,728		37,319,230		43,708,976		41,018,465		49,176,743		54,003,812		49,583,558		45,383,506		55,656,268		35,667,968		38,073,310		44,290,238		37,002,316		38,896,659		40,592,892		38,485,856		41,934,331		38,439,304		36,572,053		37,867,211		125,254,645		44,842,680		35,392,539		48,905,778		39,028,019		40,236,504		40,098,986		38,674,685		34,970,756		37,942,931		31,888,420		29,385,834		30,175,780		27,500,941		27,420,476		35,826,494		29,109,073		31,558,413		37,845,424		33,134,123		28,354,733		32,026,628		28,094,910		26,315,146		32,165,168				79,848,277		83,809,327		105,395,801		111,256,225		108,940,154		117,133,934		144,199,020		150,623,332		118,031,516		116,491,867		118,859,491		199,693,909		129,140,997		119,363,509		111,588,372		91,450,034		90,747,911		98,512,910		93,515,484		86,575,224

		　販売費 ハンバイヒ		1,270,468		887,224		1,621,268		1,510,870		2,200,306		1,670,769		4,233,935		4,405,786		4,914,139		5,092,541		5,141,781		4,336,906		3,283,263		1,881,525		1,004,835		1,126,500		2,922,814		2,391,253		2,276,181		5,374,723		4,386,116		4,779,192		1,000,413		9,022,678		5,196,574		2,340,326		1,612,232		2,968,381		1,897,373		2,451,381		2,278,258		2,656,859		607,334		679,337		938,734		979,789		11,443,379		900,338		1,183,627		1,239,337		1,403,189		809,536		510,665		403,883		468,002		438,361		203,143		659,350		695,861		535,472		896,786		87,666		986,141		1,799,067		472,759		337,016		329,347		343,605		1,018,509		252,827				3,778,960		5,381,945		13,553,860		14,571,228		6,169,623		6,440,567		12,037,020		14,802,283		9,149,132		7,317,135		5,542,451		2,597,860		13,527,344		3,452,062		1,382,550		1,300,854		2,128,119		2,872,874		1,139,122		1,614,941

		　　広告宣伝費 コウコクセンデンヒ		580,468		197,224		931,268		810,870		1,500,306		970,769		1,381,135		1,240,034		1,470,109		1,689,666		1,730,806		111,276		131,478		0		0		571,500		1,104,144		716,723		1,278,181		3,264,258		3,211,116		2,435,192		413		8,714,633		4,711,089		2,180,326		1,552,232		2,908,381		1,837,373		2,391,381		2,064,012		2,642,538		597,334		569,337		648,734		679,789		11,343,379		800,338		1,083,627		1,239,337		1,403,189		809,536		510,665		403,883		468,002		438,361		203,143		659,350		695,861		535,472		896,786		87,666		986,141		1,799,067		472,759		337,016		329,347		343,605		1,018,509		252,827				1,708,960		3,281,945		4,091,278		3,531,748		131,478		2,392,367		7,753,555		11,150,238		8,443,647		7,137,135		5,303,884		1,897,860		13,227,344		3,452,062		1,382,550		1,300,854		2,128,119		2,872,874		1,139,122		1,614,941

		　　その他 タ		690,000		690,000		690,000		700,000		700,000		700,000		2,852,800		3,165,752		3,444,030		3,402,875		3,410,975		4,225,630		3,151,785		1,881,525		1,004,835		555,000		1,818,670		1,674,530		998,000		2,110,465		1,175,000		2,344,000		1,000,000		308,045		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				2,070,000		2,100,000		9,462,582		11,039,480		6,038,145		4,048,200		4,283,465		3,652,045		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		　人件費 ジンケンヒ		16,793,598		18,358,700		25,807,020		17,262,626		20,057,520		23,818,316		21,844,610		23,118,837		28,477,879		23,271,178		25,640,307		31,191,555		25,205,158		27,404,039		35,291,175		28,735,484		29,753,789		35,974,919		32,969,542		37,813,900		43,183,924		37,851,540		36,776,123		37,948,880		27,532,784		26,457,110		33,294,801		25,978,672		26,408,236		31,532,849		28,134,035		32,497,485		33,441,789		28,799,998		28,340,145		34,838,410		27,835,129		29,137,986		38,475,407		30,864,325		31,538,790		37,497,028		30,704,487		28,289,262		34,126,619		24,725,483		22,498,171		25,670,138		20,841,086		21,372,037		26,511,328		22,255,782		22,715,329		26,651,915		22,098,939		21,403,448		24,153,896		19,582,563		19,109,140		23,057,336				60,959,318		61,138,462		73,441,326		80,103,040		87,900,372		94,464,192		113,967,366		112,576,543		87,284,695		83,919,757		94,073,309		91,978,553		95,448,522		99,900,143		93,120,368		72,893,792		68,724,451		71,623,026		67,656,283		61,749,039

		 　管理費 カンリ ヒ		4,165,984		4,726,525		6,217,490		5,930,478		5,851,186		5,507,256		5,929,886		5,446,271		7,024,458		6,400,736		5,037,681		5,143,540		5,423,974		4,565,479		4,880,706		6,243,744		4,642,627		5,342,804		5,772,742		5,988,120		6,433,772		6,952,826		7,606,970		8,684,710		2,938,610		9,275,874		9,383,205		8,055,263		10,591,050		6,608,662		8,073,563		6,779,987		4,390,181		7,092,718		8,588,332		54,268,452		5,564,172		5,354,215		9,246,744		6,924,357		7,294,525		1,792,422		7,459,533		6,277,611		3,348,310		6,724,576		6,684,520		3,846,292		5,963,994		5,512,967		8,418,380		6,765,625		7,856,943		9,394,442		10,562,425		6,614,269		7,543,385		8,168,742		6,187,497		8,855,005				15,109,999		17,288,920		18,400,615		16,581,957		14,870,159		16,229,175		18,194,634		23,244,506		21,597,689		25,254,975		19,243,731		69,949,502		20,165,131		16,011,304		17,085,454		17,255,388		19,895,341		24,017,010		24,720,079		23,211,244

		　　支払手数料		4,271,734		4,235,104		5,237,908		5,450,235		4,572,581		4,336,996		4,877,845		4,262,079		5,142,511		5,162,203		3,898,832		3,897,910		4,025,894		4,033,652		3,167,298		4,681,480		3,844,064		3,833,849		4,755,394		4,608,107		5,143,445		5,386,752		6,250,523		6,561,518		1,750,639		8,290,799		8,591,107		7,011,997		9,765,229		5,671,143		6,789,488		5,531,682		3,591,879		5,614,945		7,687,361		5,735,278		4,586,687		4,089,156		5,147,660		5,871,570		5,708,574		6,178,886		5,660,367		4,878,067		5,267,213		5,644,843		5,021,823		4,746,357		5,121,736		5,248,720		7,539,652		6,444,530		7,610,011		8,090,530		10,172,557		6,291,120		7,035,613		7,539,273		5,878,133		7,142,528				13,744,746		14,359,812		14,282,435		12,958,945		11,226,844		12,359,393		14,506,946		18,198,793		18,632,545		22,448,369		15,913,049		19,037,584		13,823,503		17,759,030		15,805,647		15,413,023		17,910,108		22,145,071		23,499,290		20,559,934

		　　　その他 タ		(105,750)		491,421		979,582		480,243		1,278,605		1,170,260		1,052,041		1,184,192		1,881,947		1,238,533		1,138,849		1,245,630		1,398,080		531,827		1,713,408		1,562,264		798,563		1,508,955		1,017,348		1,380,013		1,290,327		1,566,074		1,356,447		2,123,192		0		0		0		0		0		0		0		0		0														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1,365,253		2,929,108		4,118,180		3,623,012		3,643,315		3,869,782		3,687,688		5,045,713		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		営業利益 エイギョウリエキ		47,293,739		36,822,506		42,159,650		42,222,131		44,849,542		28,766,504		37,435,458		26,133,125		34,970,257		44,204,774		40,593,428		25,704,845		39,806,190		43,573,651		32,917,947		50,217,223		66,481,162		59,254,257		59,142,883		43,298,454		20,071,157		43,509,735		44,455,737		13,688,676		57,534,504		57,896,498		47,754,715		57,078,776		42,599,909		35,965,618		46,210,822		36,800,727		36,916,539		43,587,847		34,223,959		(30,753,481)		18,134,790		26,971,142		22,946,958		35,495,646		30,122,842		32,137,735		34,949,069		34,186,997		36,139,068		41,252,164		45,562,890		39,821,029		48,697,801		32,009,167		26,852,706		19,038,296		9,485,841		6,695,735		13,653,334		13,172,236		14,261,859		11,996,031		6,902,576		8,703,067				126,275,895		115,838,177		98,538,840		110,503,047		116,297,788		175,952,642		122,512,494		101,654,148		163,185,717		135,644,303		119,928,088		47,058,325		68,052,890		97,756,223		105,275,134		126,636,083		107,559,674		35,219,872		41,087,429		27,601,674
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		売上高 ウリアゲ ダカ		896,000		1,199,000		1,038,000		0		50,186		1,218,803		2,435,747		6,435,660		5,418,497		5,578,297		4,936,079		8,783,627		8,147,660		13,520,267		31,874,013		20,047,008		10,273,012		13,487,765		15,245,340		12,327,804		10,891,157		14,012,059		12,387,327		11,072,069		14,812,568		21,105,694		26,706,105		26,336,447		19,591,813		15,023,420		7,516,437		5,416,211		4,583,228		6,811,905		8,656,249		9,407,610		18,588,959		29,736,783		42,800,747		37,676,636		16,919,317		17,427,924		10,951,478		6,628,913		4,557,453		8,606,826		9,162,909		13,949,947		15,722,429		20,804,820		33,439,912		33,878,287		11,193,621		16,654,690		0		150,000		0		0		0		0				3,133,000		1,268,989		14,289,904		19,298,003		53,541,940		43,807,785		38,464,301		37,471,455		62,624,367		60,951,680		17,515,876		24,875,764		91,126,489		72,023,877		22,137,844		31,719,682		69,967,161		61,726,598		150,000		0

		売上原価 ウリアゲゲンカ		25,000		45,705		2,253,162		1,148,985		819,818		1,144,143		1,112,011		1,133,706		1,228,450		1,057,361		1,052,402		1,095,655		1,116,791		1,103,391		2,520,940		2,607,937		2,626,427		2,636,139		2,649,271		2,701,180		2,737,619		2,671,429		2,571,251		2,549,348		2,196,573		2,313,300		1,058,234		1,039,297		1,115,634		1,241,521		1,237,386		1,261,022		1,386,857		1,288,721		1,277,593		1,974,945		1,684,524		1,707,384		1,982,966		1,816,795		1,615,526		1,880,129		1,732,677		1,936,079		2,057,939		1,830,262		1,806,726		2,021,103		1,678,576		1,741,827		2,002,757		1,767,024		1,987,335		2,216,257		(9,694)		0		9,667		28		0		0				2,323,867		3,112,946		3,474,167		3,205,418		4,741,122		7,870,503		8,088,070		7,792,028		5,568,107		3,396,452		3,885,265		4,541,259		5,374,874		5,312,450		5,726,695		5,658,091		5,423,160		5,970,616		(27)		28

		粗利 アラリ		871,000		1,153,295		(1,215,162)		(1,148,985)		(769,632)		74,660		1,323,736		5,301,954		4,190,047		4,520,936		3,883,677		7,687,972		7,030,869		12,416,876		29,353,073		17,439,071		7,646,585		10,851,626		12,596,069		9,626,624		8,153,538		11,340,630		9,816,076		8,522,721		12,615,995		18,792,394		25,647,871		25,297,150		18,476,179		13,781,899		6,279,051		4,155,189		3,196,371		5,523,184		7,378,656		7,432,665		16,904,435		28,029,399		40,817,781		35,859,841		15,303,791		15,547,795		9,218,801		4,692,834		2,499,514		6,776,564		7,356,183		11,928,844		14,043,853		19,062,993		31,437,155		32,111,263		9,206,286		14,438,433		9,694		150,000		(9,667)		(28)		0		0				809,133		(1,843,957)		10,815,737		16,092,585		48,800,818		35,937,282		30,376,231		29,679,427		57,056,260		57,555,228		13,630,611		20,334,505		85,751,615		66,711,427		16,411,149		26,061,591		64,544,001		55,755,982		150,027		(28)

		販売管理費 ハンバイカンリヒ		3,968,326		4,224,682		6,652,216		9,524,046		6,202,002		6,549,802		5,849,300		6,688,446		8,948,762		2,749,362		2,569,738		4,787,333		5,219,391		5,724,850		10,880,796		8,996,213		9,641,033		12,717,006		10,253,890		10,314,916		14,098,054		9,335,495		11,187,122		20,650,403		9,388,803		17,885,893		12,515,824		15,977,199		11,983,338		15,431,923		12,019,539		13,605,200		16,448,694		13,269,449		12,712,943		14,150,333		11,049,085		13,204,042		14,905,813		21,596,982		13,641,261		18,086,166		18,592,469		13,018,389		14,092,574		13,515,828		11,930,677		13,208,731		10,057,250		14,493,485		11,518,640		9,999,500		10,287,009		10,031,997		5,903,476		6,187,267		1,496,924		362,930		764		44,152				14,845,224		22,275,850		21,486,508		10,106,433		21,825,037		31,354,252		34,666,860		41,173,020		39,790,520		43,392,460		42,073,433		40,132,725		39,158,940		53,324,409		45,703,432		38,655,236		36,069,375		30,318,506		13,587,667		407,846

		　販売費 ハンバイヒ		268,688		10,260		1,196,300		916,667		46,297		0		0		0		0		86,100		0		888,310		843,843		1,600,808		1,871,750		1,578,900		1,209,750		1,039,500		579,450		374,250		326,250		301,650		2,001,550		679,800		520,650		852,500		564,850		834,474		564,800		1,524,300		348,500		302,500		189,500		187,200		152,800		160,200		226,000		434,818		514,100		366,700		222,000		153,800		276,500		333,600		179,200		308,400		132,500		234,652		110,300		122,000		284,200		171,600		118,100		245,100		0		0		0		0		0		0				1,475,248		962,964		0		974,410		4,316,401		3,828,150		1,279,950		2,983,000		1,938,000		2,923,574		840,500		500,200		1,174,918		742,500		789,300		675,552		516,500		534,800		0		0

		　　広告宣伝費 コウコクセンデンヒ		146,000		10,260		0		0		46,297		0		0		0		0		86,100		0		888,310		843,843		1,600,808		1,871,750		1,578,900		1,209,750		1,039,500		579,450		374,250		326,250		301,650		288,300		329,800		520,650		852,500		564,850		834,474		564,800		499,300		348,500		302,500		189,500		187,200		152,800		160,200		226,000		434,818		499,100		366,700		222,000		153,800		276,500		333,600		179,200		308,400		132,500		234,652		110,300		122,000		284,200		171,600		118,100		245,100		0		0		0		0		0		0				156,260		46,297		0		974,410		4,316,401		3,828,150		1,279,950		919,750		1,938,000		1,898,574		840,500		500,200		1,159,918		742,500		789,300		675,552		516,500		534,800		0		0

		　　その他 タ		122,688		0		1,196,300		916,667		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,713,250		350,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1,318,988		916,667		0		0		0		0		0		2,063,250		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		　人件費 ジンケンヒ		3,657,031		2,659,841		4,482,218		5,553,475		5,316,701		5,727,530		5,503,307		5,006,560		5,930,981		2,640,013		2,203,210		3,006,883		3,439,021		4,375,920		8,695,316		6,652,160		8,127,380		10,526,717		8,979,960		9,433,900		10,661,666		7,867,569		8,704,028		9,858,281		8,448,955		9,163,829		10,630,648		9,146,180		10,091,472		12,468,031		10,197,512		11,955,701		11,145,793		9,162,233		8,840,577		10,182,170		8,494,323		9,625,585		11,247,846		10,741,183		10,546,668		11,642,514		9,969,153		9,816,967		11,380,765		9,433,424		9,715,478		10,799,128		7,950,030		8,392,842		9,130,580		7,669,250		8,200,784		7,699,493		6,245,899		6,186,214		1,496,924		0		0		165,936				10,799,090		16,597,706		16,440,848		7,850,106		16,510,257		25,306,257		29,075,526		26,429,878		28,243,432		31,705,683		33,299,006		28,184,980		29,367,754		32,930,365		31,166,885		29,948,030		25,473,452		23,569,527		13,929,037		165,936

		 　管理費 カンリ ヒ		42,607		1,554,581		973,698		3,053,904		839,004		822,272		345,993		1,681,886		3,017,781		23,249		366,528		892,140		936,527		(251,878)		313,730		765,153		303,903		1,150,789		694,480		506,766		3,110,138		1,166,276		481,544		10,112,322		419,198		7,869,564		1,320,326		5,996,545		1,327,066		1,439,592		1,473,527		1,346,999		5,113,401		3,920,016		3,719,566		3,807,963		2,328,762		3,143,639		3,143,867		10,489,099		2,872,593		6,289,852		8,346,816		2,867,822		2,532,609		3,774,004		2,082,699		2,174,951		1,996,920		5,978,643		2,103,860		2,158,650		1,968,125		2,087,404		(342,423)		1,053		0		362,930		764		(121,784)				2,570,886		4,715,180		5,045,660		1,281,917		998,379		2,219,845		4,311,384		11,760,142		9,609,088		8,763,203		7,933,927		11,447,545		8,616,268		19,651,544		13,747,247		8,031,654		10,079,423		6,214,179		(341,370)		241,910

		　　支払手数料		489,423		2,315,939		1,585,392		2,974,784		760,916		782,203		122,756		1,414,371		2,732,263		159,096		649,234		1,361,890		1,358,127		214,374		226,024		678,362		221,775		280,817		391,938		265,621		2,982,354		1,039,152		356,513		10,109,431		300,527		7,691,730		1,053,854		5,617,942		871,291		818,650		940,321		924,191		4,781,648		3,703,731		3,382,747		3,648,451		2,205,470		2,942,112		2,821,899		10,047,845		2,542,111		5,885,852		7,941,798		2,438,930		2,219,896		3,531,576		1,890,570		1,773,775		1,870,270		5,917,969		2,056,360		2,129,336		1,938,828		2,090,850		(355,230)		0		0		360,958		0		0				4,390,754		4,517,903		4,269,390		2,170,220		1,798,525		1,180,954		3,639,913		11,505,096		9,046,111		7,307,883		6,646,160		10,734,929		7,969,481		18,475,808		12,600,624		7,195,921		9,844,599		6,159,014		(355,230)		360,958

		　　　その他 タ		(446,816)		(761,358)		(611,694)		79,120		78,088		40,069		223,237		267,515		285,518		(135,847)		(282,706)		(469,750)		(421,600)		(466,252)		87,706		86,791		82,128		869,972		302,542		241,145		127,784		127,124		125,031		2,891		0		0		0		0		0		0		0		0		0														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				(1,819,868)		197,277		776,270		(888,303)		(800,146)		1,038,891		671,471		255,046		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		営業利益 エイギョウリエキ		(3,097,326)		(3,071,387)		(7,867,378)		(10,673,031)		(6,971,634)		(6,475,142)		(4,525,564)		(1,386,492)		(4,758,715)		1,771,574		1,313,939		2,900,639		1,811,478		6,692,026		18,472,277		8,442,858		(1,994,448)		(1,865,380)		2,342,179		(688,292)		(5,944,516)		2,005,135		(1,371,046)		(12,127,682)		3,227,192		906,501		13,132,047		9,319,951		6,492,841		(1,650,024)		(5,740,488)		(9,450,011)		(13,252,323)		(7,746,265)		(5,334,287)		(6,717,668)		5,855,350		14,825,357		25,911,968		14,262,859		1,662,530		(2,538,371)		(9,373,668)		(8,325,555)		(11,593,060)		(6,739,264)		(4,574,494)		(1,279,887)		3,986,603		4,569,508		19,918,515		22,111,763		(1,080,723)		4,406,436		(5,893,782)		(6,037,267)		(1,506,591)		(362,958)		(764)		(44,152)				(14,036,091)		(24,119,807)		(10,670,771)		5,986,152		26,975,781		4,583,030		(4,290,629)		(11,493,593)		17,265,740		14,162,768		(28,442,822)		(19,798,220)		46,592,675		13,387,018		(29,292,283)		(12,593,645)		28,474,626		25,437,476		(13,437,640)		(407,874)
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		売上高 ウリアゲ ダカ		26,813,369		32,595,817		30,363,952		13,810,420		13,119,771		11,639,302		13,841,981		13,936,173		17,316,448		14,818,336		15,745,508		16,676,148		31,397,889		38,754,023		39,177,264		28,338,304		31,478,233		29,255,750		38,971,200		45,029,600		43,534,750		41,120,050		41,406,700		42,414,800		57,414,150		77,292,550		74,327,100		45,287,850		49,168,300		47,015,950		55,575,436		72,086,850		72,893,864		74,458,950		72,839,750		68,049,300		90,054,934		81,010,363		85,807,218		50,941,685		49,324,100		56,028,600		63,909,468		65,086,350		62,771,982		65,938,471		59,259,400		215,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				89,773,138		38,569,493		45,094,602		47,239,992		109,329,176		89,072,287		127,535,550		124,941,550		209,033,800		141,472,100		200,556,150		215,348,000		256,872,515		156,294,385		191,767,800		125,412,871		0		0		0		0

		売上原価 ウリアゲゲンカ		2,710,472		2,955,362		3,745,210		2,901,514		2,800,453		2,459,669		3,182,021		3,389,892		2,463,240		3,169,727		3,342,344		3,388,169		3,386,836		4,233,819		4,140,411		5,569,141		5,246,957		3,966,545		3,042,064		3,878,595		4,466,711		3,847,682		3,721,678		3,037,186		3,853,639		3,408,690		3,594,068		5,246,916		3,318,705		3,757,131		3,624,570		3,789,068		3,886,639		5,658,112		5,296,501		6,517,260		4,679,594		5,466,019		5,520,802		5,695,458		4,666,407		4,652,278		5,158,038		4,988,290		5,084,066		5,456,698		5,255,392		2,013,600		330,000		250,000		70,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0				9,411,044		8,161,636		9,035,153		9,900,240		11,761,066		14,782,643		11,387,370		10,606,546		10,856,397		12,322,752		11,300,277		17,471,873		15,666,415		15,014,143		15,230,394		12,725,690		650,000		0		0		0

		粗利 アラリ		24,102,897		29,640,455		26,618,742		10,908,906		10,319,318		9,179,633		10,659,960		10,546,281		14,853,208		11,648,609		12,403,164		13,287,979		28,011,053		34,520,204		35,036,853		22,769,163		26,231,276		25,289,205		35,929,136		41,151,005		39,068,039		37,272,368		37,685,022		39,377,614		53,560,511		73,883,860		70,733,032		40,040,934		45,849,595		43,258,819		51,950,866		68,297,782		69,007,225		68,800,838		67,543,249		61,532,040		85,375,340		75,544,344		80,286,416		45,246,227		44,657,693		51,376,322		58,751,430		60,098,060		57,687,916		60,481,773		54,004,008		(1,798,600)		(330,000)		(250,000)		(70,000)		0		0		0		0		0		0		0		0		0				80,362,094		30,407,857		36,059,449		37,339,752		97,568,110		74,289,644		116,148,180		114,335,004		198,177,403		129,149,348		189,255,873		197,876,127		241,206,100		141,280,242		176,537,406		112,687,181		(650,000)		0		0		0

		販売管理費 ハンバイカンリヒ		15,300,534		14,910,316		16,066,222		12,860,012		11,913,967		12,678,920		12,030,687		9,020,423		12,137,644		8,791,944		10,561,645		13,199,904		14,839,026		19,009,072		18,088,343		15,506,625		19,105,872		20,135,960		17,500,050		25,584,155		22,162,752		17,296,701		22,427,497		21,015,553		26,356,740		26,819,376		36,431,455		29,217,780		24,043,628		23,564,374		23,480,027		29,218,026		36,255,337		35,458,646		34,287,475		37,616,292		34,087,786		41,966,677		45,129,036		31,623,867		27,682,085		34,480,804		36,686,412		40,418,489		40,450,852		43,509,917		36,036,505		13,870,948		1,417,216		(1,872,067)		1,246,002		80,000		50,000		0		0		0		0		0		0		(4,364)				46,277,072		37,452,899		33,188,754		32,553,493		51,936,441		54,748,457		65,246,957		60,739,751		89,607,571		76,825,782		88,953,390		107,362,413		121,183,499		93,786,756		117,555,753		93,417,370		791,151		130,000		0		(4,364)

		　販売費 ハンバイヒ		5,005,643		5,632,148		3,931,197		3,056,497		2,177,933		2,035,088		3,376,914		1,619,105		3,414,982		2,299,716		3,947,845		5,379,958		6,669,500		9,970,320		6,849,109		7,100,998		9,569,869		7,717,909		8,229,557		11,505,211		10,498,063		8,459,498		12,656,109		11,386,145		16,083,987		18,346,406		24,982,892		18,091,366		12,651,064		10,814,024		10,864,418		16,027,804		21,987,069		23,801,935		22,113,825		24,186,689		22,773,182		28,941,044		30,528,092		18,119,462		15,201,463		20,774,866		24,966,347		28,160,804		27,689,146		31,484,203		25,698,124		2,381,860		837,000		675,000		166,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0				14,568,988		7,269,518		8,411,001		11,627,519		23,488,929		24,388,776		30,232,831		32,501,752		59,413,285		41,556,454		48,879,291		70,102,449		82,242,318		54,095,791		80,816,297		59,564,187		1,678,000		0		0		0

		　　広告宣伝費 コウコクセンデンヒ		5,005,643		5,632,148		3,931,197		3,056,497		2,177,933		2,035,088		3,376,914		1,619,105		3,414,982		2,299,716		3,947,845		5,379,958		6,669,500		9,504,049		6,849,109		7,100,998		9,569,869		7,717,909		8,229,557		11,505,211		10,464,729		8,459,498		12,656,109		11,386,145		15,083,987		18,346,406		24,982,892		18,091,366		12,651,064		10,814,024		10,864,418		16,027,804		21,987,069		23,801,935		22,113,825		23,686,689		22,773,182		28,941,044		30,528,092		18,119,462		15,201,463		20,774,866		24,966,347		28,160,804		27,689,146		31,484,203		25,698,124		2,381,860		837,000		675,000		166,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0				14,568,988		7,269,518		8,411,001		11,627,519		23,022,658		24,388,776		30,199,497		32,501,752		58,413,285		41,556,454		48,879,291		69,602,449		82,242,318		54,095,791		80,816,297		59,564,187		1,678,000		0		0		0

		　　その他 タ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		466,271		0		0		0		0		0		0		33,334		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		466,271		0		33,334		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		　人件費 ジンケンヒ		8,529,731		7,491,799		10,496,082		7,548,776		7,442,629		8,560,752		6,584,107		6,408,257		7,351,072		5,945,805		5,927,917		7,007,047		6,590,439		6,776,084		8,772,469		6,687,107		7,864,550		10,088,428		7,508,768		8,234,509		9,352,903		6,756,310		6,601,089		6,909,212		7,371,892		4,999,454		6,838,494		5,789,688		5,830,314		7,761,751		6,472,210		6,592,715		7,469,247		6,270,382		5,846,774		6,891,115		5,639,531		6,597,967		7,646,921		6,187,035		6,058,144		7,264,711		6,042,506		6,156,884		7,009,174		6,112,176		5,770,039		6,793,577		477,062		(2,627,124)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				26,517,612		23,552,157		20,343,436		18,880,769		22,138,992		24,640,085		25,096,180		20,266,611		19,209,840		19,381,753		20,534,172		19,008,271		19,884,419		19,509,890		19,208,564		18,675,792		(2,150,062)		0		0		0

		 　管理費 カンリ ヒ		1,765,160		1,786,369		1,638,943		2,254,739		2,293,405		2,083,080		2,069,666		993,061		1,371,590		546,423		685,883		812,899		1,579,087		2,262,668		2,466,765		1,718,520		1,671,453		2,329,623		1,761,725		5,844,435		2,311,786		2,080,893		3,170,299		2,720,196		2,900,861		3,473,516		4,610,069		5,336,726		5,562,250		4,988,599		6,143,399		6,597,507		6,799,021		5,386,329		6,326,876		6,538,488		5,675,073		6,427,666		6,954,023		7,317,370		6,422,478		6,441,227		5,677,559		6,100,801		5,752,532		5,913,538		4,568,342		4,695,511		103,154		80,057		1,080,002		80,000		50,000		0		0		0		0		0		0		(4,364)				5,190,472		6,631,224		4,434,317		2,045,205		6,308,520		5,719,596		9,917,946		7,971,388		10,984,446		15,887,575		19,539,927		18,251,693		19,056,762		20,181,075		17,530,892		15,177,391		1,263,213		130,000		0		(4,364)

		　　支払手数料		1,575,692		1,582,424		1,412,816		2,084,382		2,162,652		2,048,774		1,960,572		895,966		1,156,664		490,812		571,242		689,806		1,306,391		2,045,640		2,227,021		1,495,292		1,299,184		1,951,052		1,518,482		5,755,771		2,032,709		1,992,410		3,086,699		2,554,822		2,654,675		3,237,496		4,163,390		5,134,142		5,249,446		4,794,245		5,679,732		6,038,737		6,635,759		5,064,465		6,139,376		6,153,468		5,353,280		6,292,460		6,795,794		7,020,528		6,215,678		6,188,776		5,409,040		5,879,325		5,691,718		5,811,497		4,307,681		4,621,607		72,772		50,000		1,050,000		50,000		50,000		0		0		0		0		0		0		0				4,570,932		6,295,808		4,013,202		1,751,860		5,579,052		4,745,528		9,306,962		7,633,931		10,055,561		15,177,833		18,354,228		17,357,309		18,441,534		19,424,982		16,980,083		14,740,785		1,172,772		100,000		0		0

		　　　その他 タ		189,468		203,945		226,127		170,357		130,753		34,306		109,094		97,095		214,926		55,611		114,641		123,093		272,696		217,028		239,744		223,228		372,269		378,571		243,243		88,664		279,077		88,483		83,600		165,374		0		0		0		0		0		0		0		0		0														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				619,540		335,416		421,115		293,345		729,468		974,068		610,984		337,457		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		営業利益 エイギョウリエキ		8,802,363		14,730,139		10,552,520		(1,951,106)		(1,594,649)		(3,499,287)		(1,370,727)		1,525,858		2,715,564		2,856,665		1,841,519		88,075		13,172,027		15,511,132		16,948,510		7,262,538		7,125,404		5,153,245		18,429,086		15,566,850		16,905,287		19,975,667		15,257,525		18,362,061		27,203,771		47,064,484		34,301,577		10,823,154		21,805,967		19,694,445		28,470,839		39,079,756		32,751,888		33,342,192		33,255,774		23,915,748		51,287,554		33,577,667		35,157,380		13,622,360		16,975,608		16,895,518		22,065,018		19,679,571		17,237,064		16,971,856		17,967,503		(15,669,548)		(1,747,216)		1,622,067		(1,316,002)		(80,000)		(50,000)		0		0		0		0		0		0		4,364				34,085,022		(7,045,042)		2,870,695		4,786,259		45,631,669		19,541,187		50,901,223		53,595,253		108,569,832		52,323,566		100,302,483		90,513,714		120,022,601		47,493,486		58,981,653		19,269,811		(1,441,151)		(130,000)		0		4,364
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		売上高 ウリアゲ ダカ		6,999		30,026		41,328		1,117,465		44,087		339,436		1,081,821		1,194,514		2,377,485		2,027,452		3,656,640		3,254,532		2,797,537		4,028,226		4,941,647		6,545,382		6,390,594		7,307,399		11,269,585		10,848,911		14,794,005		7,593,690		7,964,336		7,779,475		5,759,921		8,364,607		10,837,783		6,921,237		6,362,871		8,800,423		10,904,824		6,425,646		9,217,395		11,651,833		11,856,629		11,618,335		11,389,481		11,339,380		11,673,540		10,040,826		8,028,008		8,786,846		8,985,603		7,916,658		8,857,017		9,413,790		8,126,956		9,136,151		9,379,672		10,119,987		10,120,979		7,573,047		8,684,622		8,318,621		8,609,087		8,398,030		8,402,354		9,418,683		7,693,570		8,166,114				78,353		1,500,988		4,653,820		8,938,624		11,767,410		20,243,375		36,912,501		23,337,501		24,962,311		22,084,531		26,547,865		35,126,797		34,402,401		26,855,680		25,759,278		26,676,897		29,620,638		24,576,290		25,409,471		25,278,367

		売上原価 ウリアゲゲンカ		142,116		143,161		167,750		174,903		259,679		541,837		631,720		698,145		1,901,257		648,878		614,621		651,368		478,618		465,889		399,300		429,796		517,545		426,414		650,608		695,356		5,311,448		713,209		731,670		759,798		756,672		787,734		714,078		772,911		1,282,888		997,159		1,010,385		1,028,852		1,073,540		1,433,030		1,260,773		1,087,119		1,003,746		1,002,550		1,040,405		993,750		952,244		1,052,222		1,051,174		1,086,916		1,181,939		1,016,387		1,076,080		1,140,034		1,258,097		1,167,386		1,222,475		1,097,882		1,165,724		1,291,686		1,228,008		1,335,577		1,485,924		1,364,709		1,369,363		1,413,801				453,027		976,419		3,231,122		1,914,867		1,343,807		1,373,755		6,657,412		2,204,677		2,258,484		3,052,958		3,112,777		3,780,922		3,046,701		2,998,216		3,320,029		3,232,501		3,647,958		3,555,292		4,049,509		4,147,873

		粗利 アラリ		(135,117)		(113,135)		(126,422)		942,562		(215,592)		(202,401)		450,101		496,369		476,228		1,378,574		3,042,019		2,603,164		2,318,919		3,562,337		4,542,347		6,115,586		5,873,049		6,880,985		10,618,977		10,153,555		9,482,557		6,880,481		7,232,666		7,019,677		5,003,249		7,576,873		10,123,705		6,148,326		5,079,983		7,803,264		9,894,439		5,396,794		8,143,855		10,218,803		10,595,856		10,531,216		10,385,735		10,336,830		10,633,135		9,047,076		7,075,764		7,734,624		7,934,429		6,829,742		7,675,078		8,397,403		7,050,876		7,996,117		8,121,575		8,952,601		8,898,504		6,475,165		7,518,898		7,026,935		7,381,079		7,062,453		6,916,430		8,053,974		6,324,207		6,752,313				(374,674)		524,569		1,422,698		7,023,757		10,423,603		18,869,620		30,255,089		21,132,824		22,703,827		19,031,573		23,435,088		31,345,875		31,355,700		23,857,464		22,439,249		23,444,396		25,972,680		21,020,998		21,359,962		21,130,494

		販売管理費 ハンバイカンリヒ		7,248,078		9,098,963		10,394,090		7,154,313		10,808,098		7,245,980		7,851,775		6,733,270		11,103,177		7,581,937		9,866,522		9,164,090		7,330,945		8,099,616		10,214,260		9,696,198		10,329,431		12,796,123		10,418,867		11,384,426		13,708,224		11,846,462		14,594,418		18,093,557		10,118,709		12,866,483		15,118,243		12,305,199		12,115,122		11,349,997		9,790,030		12,171,128		11,715,032		10,070,496		12,755,170		13,524,564		10,882,471		11,579,748		14,042,229		11,006,603		10,697,454		13,624,043		12,439,304		12,784,136		14,349,277		11,361,957		11,644,152		13,483,055		14,071,962		16,488,274		16,647,786		13,802,817		13,594,187		15,226,490		11,049,985		9,729,203		12,590,256		9,949,386		9,988,749		10,540,576				26,741,131		25,208,391		25,688,222		26,612,549		25,644,821		32,821,752		35,511,517		44,534,437		38,103,435		35,770,318		33,676,190		36,350,230		36,504,448		35,328,100		39,572,717		36,489,164		47,208,022		42,623,494		33,369,444		30,478,711

		　販売費 ハンバイヒ		12,716		866,213		416,379		292,677		249,562		(7,006)		95,015		147,160		658,944		219,015		552,283		514,943		182,800		70,800		226,300		160,300		416,900		505,066		800,179		670,823		766,903		1,502,545		1,797,064		3,058,919		1,223,298		572,671		734,391		715,865		1,039,584		351,486		429,152		816,341		579,683		361,040		268,695		273,959		243,250		1,152,105		97,617		66,128		86,524		134,068		126,469		65,809		55,812		182,132		253,765		117,651		86,106		80,779		58,177		85,372		65,673		63,659		61,900		73,628		45,968		83,546		0		0				1,295,308		535,233		901,119		1,286,241		479,900		1,082,266		2,237,905		6,358,528		2,530,360		2,106,935		1,825,176		903,694		1,492,972		286,720		248,090		553,548		225,062		214,704		181,496		83,546

		　　広告宣伝費 コウコクセンデンヒ		12,716		49,099		416,379		292,677		249,562		(7,006)		83,542		134,430		658,944		219,015		552,283		514,943		182,800		70,800		226,300		160,300		416,900		496,366		800,179		585,023		766,903		1,487,545		1,609,132		2,371,919		1,223,298		572,671		734,391		715,865		1,039,584		351,486		428,122		816,341		579,683		361,040		268,695		273,959		243,250		152,105		97,617		66,128		86,524		134,068		126,469		65,809		55,812		182,132		253,765		117,651		86,106		80,779		58,177		85,372		65,673		63,659		61,900		73,628		45,968		83,546		0		0				478,194		535,233		876,916		1,286,241		479,900		1,073,566		2,152,105		5,468,596		2,530,360		2,106,935		1,824,146		903,694		492,972		286,720		248,090		553,548		225,062		214,704		181,496		83,546

		　　その他 タ		0		817,114		0		0		0		0		11,473		12,730		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8,700		0		85,800		0		15,000		187,932		687,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				817,114		0		24,203		0		0		8,700		85,800		889,932		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		　人件費 ジンケンヒ		5,207,794		5,249,391		7,643,862		5,180,465		5,592,564		5,397,115		6,102,786		5,505,863		8,561,875		6,587,339		6,545,732		7,332,315		6,417,523		6,774,118		8,610,792		6,858,634		7,759,788		10,219,599		7,478,804		8,321,093		9,283,661		8,498,298		9,064,408		10,419,503		7,254,927		10,225,135		11,427,209		9,268,167		8,421,691		8,760,991		7,255,219		9,692,235		9,311,743		7,678,010		9,155,184		10,425,260		7,783,442		7,491,475		9,339,887		8,203,226		7,919,410		10,361,209		8,563,423		9,401,813		10,821,445		8,696,164		9,112,496		10,522,663		10,985,848		12,686,268		13,518,850		11,562,847		11,334,321		12,938,443		8,617,610		7,471,535		10,559,606		7,944,347		8,211,770		8,823,649				18,101,047		16,170,144		20,170,524		20,465,386		21,802,433		24,838,021		25,083,558		27,982,209		28,907,271		26,450,849		26,259,197		27,258,454		24,614,804		26,483,845		28,786,681		28,331,323		37,190,966		35,835,611		26,648,751		24,979,766

		 　管理費 カンリ ヒ		2,027,568		2,983,359		2,333,849		1,681,171		4,965,972		1,855,871		1,653,974		1,080,247		1,882,358		775,583		2,768,507		1,316,832		730,622		1,254,698		1,377,168		2,677,264		2,152,743		2,071,458		2,139,884		2,392,510		3,657,660		1,845,619		3,732,946		4,615,135		1,640,484		2,068,677		2,956,643		2,321,167		2,653,847		2,237,520		2,105,659		1,662,552		1,823,606		2,031,446		3,331,291		2,825,345		2,855,779		2,936,168		4,604,725		2,737,249		2,691,520		3,128,766		3,749,412		3,316,514		3,472,020		2,483,661		2,277,891		2,842,741		3,000,008		3,721,227		3,070,759		2,154,598		2,194,193		2,224,388		2,370,475		2,184,040		1,984,682		1,921,493		1,776,979		1,716,927				7,344,776		8,503,014		4,616,579		4,860,922		3,362,488		6,901,465		8,190,054		10,193,700		6,665,804		7,212,534		5,591,817		8,188,082		10,396,672		8,557,535		10,537,946		7,604,293		9,791,994		6,573,179		6,539,197		5,415,399

		　　支払手数料		2,015,474		2,512,096		2,167,709		1,598,419		4,803,379		1,586,085		1,478,320		990,042		1,648,950		672,104		2,533,588		1,213,251		642,231		1,178,115		1,303,214		2,625,783		1,911,952		1,974,746		2,053,656		2,317,764		3,425,699		1,754,185		3,653,275		3,540,044		1,434,006		2,019,898		2,344,896		1,828,248		2,553,423		2,017,390		2,015,357		1,412,657		1,737,856		1,933,942		3,208,245		2,748,007		2,731,513		2,800,355		4,344,398		2,600,143		2,553,119		2,606,823		3,579,395		2,997,283		3,341,561		2,358,964		2,054,661		2,622,678		2,679,252		2,694,264		2,788,901		1,987,081		1,925,014		1,908,253		1,865,633		1,986,283		1,761,090		1,566,083		1,568,524		1,562,515				6,695,279		7,987,883		4,117,312		4,418,943		3,123,560		6,512,481		7,797,119		8,947,504		5,798,800		6,399,061		5,165,870		7,890,194		9,876,266		7,760,085		9,918,239		7,036,303		8,162,417		5,820,348		5,613,006		4,697,122

		　　　その他 タ		12,094		471,263		166,140		82,752		162,593		269,786		175,654		90,205		233,408		103,479		234,919		103,581		88,391		76,583		73,954		51,481		240,791		96,712		86,228		74,746		231,961		91,434		79,671		1,075,091		0		0		0		0		0		0		0		0		0														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				649,497		515,131		499,267		441,979		238,928		388,984		392,935		1,246,196		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		営業利益 エイギョウリエキ		(7,383,195)		(9,212,098)		(10,520,512)		(6,211,751)		(11,023,690)		(7,448,381)		(7,401,674)		(6,236,901)		(10,626,949)		(6,203,363)		(6,824,503)		(6,560,926)		(5,012,026)		(4,537,279)		(5,671,913)		(3,580,612)		(4,456,382)		(5,915,138)		200,110		(1,230,871)		(4,225,667)		(4,965,981)		(7,361,752)		(11,073,880)		(5,115,460)		(5,289,610)		(4,994,538)		(6,156,873)		(7,035,139)		(3,546,733)		104,409		(6,774,334)		(3,571,177)		148,307		(2,159,314)		(2,993,348)		(496,736)		(1,242,918)		(3,409,094)		(1,959,527)		(3,621,690)		(5,889,419)		(4,504,875)		(5,954,394)		(6,674,199)		(2,964,554)		(4,593,276)		(5,486,938)		(5,950,387)		(7,535,673)		(7,749,282)		(7,327,652)		(6,075,289)		(8,199,555)		(3,668,906)		(2,666,750)		(5,673,826)		(1,895,412)		(3,664,542)		(3,788,263)				(27,115,805)		(24,683,822)		(24,265,524)		(19,588,792)		(15,221,218)		(13,952,132)		(5,256,428)		(23,401,613)		(15,399,608)		(16,738,745)		(10,241,102)		(5,004,355)		(5,148,748)		(11,470,636)		(17,133,468)		(13,044,768)		(21,235,342)		(21,602,496)		(12,009,482)		(9,348,217)
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		売上高 ウリアゲ ダカ		0		0		0		0		0		2,000,000		2,460,000		5,200,000		6,300,000		6,060,000		6,209,277		2,700,000		9,380,000		9,900,000		5,700,000		14,000,000		9,180,000		5,800,000		10,200,000		13,200,000		4,110,000		11,700,000		14,450,000		10,250,000		26,000,000		16,100,000		17,300,000		19,400,000		8,750,000		16,700,000		27,500,000		12,700,000		31,400,000		23,800,000		36,300,000		19,100,000		25,900,000		18,001,430		28,300,000		38,600,000		35,000,000		14,100,000		27,000,940		12,000,000		19,600,000		15,096,364		21,696,364		13,996,364		17,500,000		12,700,000		18,500,000		19,400,000		17,900,000		21,400,000		12,400,000		21,900,000		13,500,000		13,450,000		14,700,000		13,900,000				0		2,000,000		13,960,000		14,969,277		24,980,000		28,980,000		27,510,000		36,400,000		59,400,000		44,850,000		71,600,000		79,200,000		72,201,430		87,700,000		58,600,940		50,789,092		48,700,000		58,700,000		47,800,000		42,050,000

		売上原価 ウリアゲゲンカ		0		0		0		214,924		214,924		684,184		648,762		673,641		761,904		620,680		587,929		598,207		539,070		556,184		601,415		645,238		675,740		649,547		608,501		686,496		707,060		665,558		603,296		582,821		632,277		666,052		711,337		669,430		675,080		709,435		719,631		724,105		784,599		751,137		731,737		778,439		498,269		493,462		502,206		494,580		487,732		484,534		480,287		492,967		501,637		489,639		490,962		501,570		540,551		548,589		577,997		535,969		568,852		606,937		578,946		540,107		664,493		331,357		338,725		362,307				0		1,114,032		2,084,307		1,806,816		1,696,669		1,970,525		2,002,057		1,851,675		2,009,666		2,053,945		2,228,335		2,261,313		1,493,937		1,466,846		1,474,891		1,482,171		1,667,137		1,711,758		1,783,546		1,032,389

		粗利 アラリ		0		0		0		(214,924)		(214,924)		1,315,816		1,811,238		4,526,359		5,538,096		5,439,320		5,621,348		2,101,793		8,840,930		9,343,816		5,098,585		13,354,762		8,504,260		5,150,453		9,591,499		12,513,504		3,402,940		11,034,442		13,846,704		9,667,179		25,367,723		15,433,948		16,588,663		18,730,570		8,074,920		15,990,565		26,780,369		11,975,895		30,615,401		23,048,863		35,568,263		18,321,561		25,401,731		17,507,968		27,797,794		38,105,420		34,512,268		13,615,466		26,520,653		11,507,033		19,098,363		14,606,725		21,205,402		13,494,794		16,959,449		12,151,411		17,922,003		18,864,031		17,331,148		20,793,063		11,821,054		21,359,893		12,835,507		13,118,643		14,361,275		13,537,693				0		885,968		11,875,693		13,162,461		23,283,331		27,009,475		25,507,943		34,548,325		57,390,334		42,796,055		69,371,665		76,938,687		70,707,493		86,233,154		57,126,049		49,306,921		47,032,863		56,988,242		46,016,454		41,017,611

		販売管理費 ハンバイカンリヒ		1,686		(24,066)		2,944,570		1,537,541		3,943,146		6,237,271		4,170,107		4,581,016		7,750,488		3,416,338		3,987,225		6,995,706		5,731,335		5,379,821		8,522,144		6,830,128		5,636,944		11,544,001		9,250,974		10,056,466		11,289,577		9,623,666		11,506,296		10,974,291		9,878,033		11,795,959		12,947,679		10,521,876		11,102,821		12,540,494		11,289,367		10,261,420		14,509,982		12,880,907		10,895,056		12,983,794		13,377,580		10,234,069		13,887,553		13,587,704		13,544,120		14,140,424		14,112,524		12,791,054		16,658,829		13,658,789		14,730,703		15,561,377		14,136,803		12,262,407		16,461,237		12,448,077		11,708,253		15,033,371		12,572,369		12,185,214		14,743,571		13,672,034		12,803,829		13,041,635				2,922,190		11,717,958		16,501,611		14,399,269		19,633,300		24,011,073		30,597,017		32,104,253		34,621,671		34,165,191		36,060,769		36,759,757		37,499,202		41,272,248		43,562,407		43,950,869		42,860,447		39,189,701		39,501,154		39,517,498

		　販売費 ハンバイヒ		100,026		140,507		1,387,061		45,057		797,427		1,950,154		678,676		366,718		4,009,673		382,481		104,116		1,798,504		2,045,680		879,437		3,505,331		3,126,265		783,835		4,917,874		4,161,749		4,064,798		5,013,281		4,336,974		5,724,164		4,290,704		3,735,511		5,329,421		4,836,458		4,007,887		4,477,572		4,560,910		5,707,141		4,225,270		7,783,382		7,476,805		5,038,706		5,486,142		7,248,273		4,106,542		6,843,439		7,054,592		7,008,072		5,739,597		6,688,394		5,464,754		5,770,002		5,174,475		6,186,141		4,833,572		3,974,149		3,293,536		4,616,310		3,043,758		2,716,733		2,186,113		2,886,112		2,769,555		3,153,285		3,905,317		2,599,164		1,783,133				1,627,594		2,792,638		5,055,067		2,285,101		6,430,448		8,827,974		13,239,828		14,351,842		13,901,390		13,046,369		17,715,793		18,001,653		18,198,254		19,802,261		17,923,150		16,194,188		11,883,995		7,946,604		8,808,952		8,287,614

		　　広告宣伝費 コウコクセンデンヒ		100,026		104,351		1,309,610		45,057		797,427		1,950,154		678,676		366,718		4,009,673		382,481		3,900		1,798,504		2,045,680		879,437		3,431,256		3,126,265		783,835		4,917,874		3,999,749		4,064,798		5,013,281		4,336,974		5,724,164		4,290,704		3,735,511		5,329,421		4,836,458		4,007,887		4,477,572		4,560,910		5,707,141		4,174,751		7,783,382		7,476,805		5,038,706		5,486,142		7,248,273		3,941,542		6,575,142		6,741,814		6,978,072		5,682,800		6,569,875		5,404,754		5,712,964		5,049,156		6,148,368		4,833,572		3,974,149		3,293,536		4,616,310		3,043,758		2,716,733		2,186,113		2,886,112		2,769,555		3,153,285		3,905,317		2,599,164		1,783,133				1,513,987		2,792,638		5,055,067		2,184,885		6,356,373		8,827,974		13,077,828		14,351,842		13,901,390		13,046,369		17,665,274		18,001,653		17,764,957		19,402,686		17,687,593		16,031,096		11,883,995		7,946,604		8,808,952		8,287,614

		　　その他 タ		0		36,156		77,451		0		0		0		0		0		0		0		100,216		0		0		0		74,075		0		0		0		162,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				113,607		0		0		100,216		74,075		0		162,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		　人件費 ジンケンヒ		181,851		168,225		1,896,945		1,651,889		3,136,895		4,197,366		3,394,731		4,135,264		3,586,387		2,973,150		3,678,367		4,955,691		3,522,457		4,290,315		4,887,428		3,601,506		4,679,783		6,476,834		5,047,854		5,861,498		6,008,944		5,112,748		5,691,673		6,638,254		6,073,687		6,443,870		8,018,859		6,427,335		6,432,022		7,818,394		5,533,405		5,930,076		6,624,191		5,309,604		5,779,276		7,303,504		5,961,932		5,866,026		6,802,085		5,558,193		5,880,006		7,334,342		6,439,998		5,720,701		7,568,575		5,764,866		6,923,900		8,790,414		7,109,050		6,524,729		9,115,841		7,143,164		7,626,578		9,329,735		7,149,258		7,036,089		9,216,281		7,471,488		7,496,881		8,501,905				2,247,021		8,986,150		11,116,382		11,607,208		12,700,200		14,758,123		16,918,296		17,442,675		20,536,416		20,677,751		18,087,672		18,392,384		18,630,043		18,772,541		19,729,274		21,479,180		22,749,620		24,099,477		23,401,628		23,470,274

		 　管理費 カンリ ヒ		(280,191)		(332,798)		(339,436)		(159,405)		8,824		89,751		96,700		79,034		154,428		60,707		204,742		241,511		163,198		210,069		129,385		102,357		173,326		149,293		41,371		130,170		267,352		173,944		90,459		45,333		68,835		22,668		92,362		86,654		193,227		161,190		48,821		106,074		102,409		94,498		77,074		194,148		167,375		261,501		242,029		974,919		656,042		1,066,485		984,132		1,605,599		3,320,252		2,719,448		1,620,662		1,937,391		3,053,604		2,444,142		2,729,086		2,261,155		1,364,942		3,517,523		2,536,999		2,379,570		2,374,005		2,295,229		2,707,784		2,756,597				(952,425)		(60,830)		330,162		506,960		502,652		424,976		438,893		309,736		183,865		441,071		257,304		365,720		670,905		2,697,446		5,909,983		6,277,501		8,226,832		7,143,620		7,290,574		7,759,610

		　　支払手数料		0		8,300		0		2,675		1,975		41,434		82,867		65,485		86,874		7,631		0		184,132		98,102		141,208		95,650		56,320		114,716		77,211		6,441		24,593		74,970		117,783		30,865		31,962		18,699		13,899		36,678		29,044		25,901		102,489		35,143		35,188		16,006		23,701		24,533		109,744		96,794		112,140		172,570		544,212		626,893		824,606		707,277		1,500,271		3,224,625		2,624,155		1,494,264		1,797,918		2,979,885		2,400,181		2,724,397		2,255,575		1,360,762		3,461,294		2,388,936		2,370,208		2,372,094		2,292,152		2,620,293		2,728,462				8,300		46,084		235,226		191,763		334,960		248,247		106,004		180,610		69,276		157,434		86,337		157,978		381,504		1,995,711		5,432,173		5,916,337		8,104,463		7,077,631		7,131,238		7,640,907

		　　　その他 タ		(280,191)		(341,098)		(339,436)		(162,080)		6,849		48,317		13,833		13,549		67,554		53,076		204,742		57,379		65,096		68,861		33,735		46,037		58,610		72,082		34,930		105,577		192,382		56,161		59,594		13,371		0		0		0		0		0		0		0		0		0														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				(960,725)		(106,914)		94,936		315,197		167,692		176,729		332,889		129,126		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		営業利益 エイギョウリエキ		(1,686)		24,066		(2,944,570)		(1,752,465)		(4,158,070)		(4,921,455)		(2,358,869)		(54,657)		(2,212,392)		2,022,982		1,634,123		(4,893,913)		3,109,595		3,963,995		(3,423,559)		6,524,634		2,867,316		(6,393,548)		340,525		2,457,038		(7,886,637)		1,410,776		2,340,408		(1,307,112)		15,489,690		3,637,989		3,640,984		8,208,694		(3,027,901)		3,450,071		15,491,002		1,714,475		16,105,419		10,167,956		24,673,207		5,337,767		12,024,151		7,273,899		13,910,241		24,517,716		20,968,148		(524,958)		12,408,129		(1,284,021)		2,439,534		947,936		6,474,699		(2,066,583)		2,822,646		(110,996)		1,460,766		6,415,954		5,622,895		5,759,692		(751,315)		9,174,679		(1,908,064)		(553,391)		1,557,446		496,058				(2,922,190)		(10,831,990)		(4,625,918)		(1,236,808)		3,650,031		2,998,402		(5,089,074)		2,444,072		22,768,663		8,630,864		33,310,896		40,178,930		33,208,291		44,960,906		13,563,642		5,356,052		4,172,416		17,798,541		6,515,300		1,500,113
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		売上高 ウリアゲ ダカ		0		28,882		427,783		73,663		55,176		451,356		36,206		49,000		337,825		200,000		269,868		430,043		315,435		473,834		485,249		383,740		409,144		1,858,764		786,323		1,116,913		1,206,978		1,412,660		1,028,715		215,752		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				456,665		580,195		423,031		899,911		1,274,518		2,651,648		3,110,214		2,657,127		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		売上原価 ウリアゲゲンカ		27,755		27,729		27,478		26,282		27,563		122,115		113,739		134,625		179,380		142,316		69,182		269,501		198,436		175,316		188,291		197,505		202,379		194,276		186,210		208,227		216,563		206,516		197,975		187,653		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				82,962		175,960		427,744		480,999		562,043		594,160		611,000		592,144		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		粗利 アラリ		(27,755)		1,153		400,305		47,381		27,613		329,241		(77,533)		(85,625)		158,445		57,684		200,686		160,542		116,999		298,518		296,958		186,235		206,765		1,664,488		600,113		908,686		990,415		1,206,144		830,740		28,099		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				373,703		404,235		(4,713)		418,912		712,475		2,057,488		2,499,214		2,064,983		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		販売管理費 ハンバイカンリヒ		4,002,914		4,272,597		5,547,938		4,566,341		4,031,782		4,382,015		3,855,136		4,152,702		4,645,393		4,004,734		3,543,243		4,482,819		3,063,331		3,353,692		3,843,461		3,015,273		4,064,772		4,036,699		3,374,019		3,504,519		3,825,752		3,393,523		3,048,883		730,280		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				13,823,449		12,980,138		12,653,231		12,030,796		10,260,484		11,116,744		10,704,290		7,172,686		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		　販売費 ハンバイヒ		246,669		231,999		402,465		617,259		236,358		201,246		212,418		226,060		194,810		77,050		42,256		247,397		52,550		54,959		118,654		53,400		59,689		101,045		383,483		372,356		315,721		402,718		445,034		66,277		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				881,133		1,054,863		633,288		366,703		226,163		214,134		1,071,560		914,029		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		　　広告宣伝費 コウコクセンデンヒ		246,669		231,999		379,465		616,259		223,358		201,246		212,418		226,060		194,810		77,050		42,256		247,397		52,550		54,959		103,654		53,400		59,689		101,045		383,483		372,356		315,721		402,718		445,034		66,277		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				858,133		1,040,863		633,288		366,703		211,163		214,134		1,071,560		914,029		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		　　その他 タ		0		0		23,000		1,000		13,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		15,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				23,000		14,000		0		0		15,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		　人件費 ジンケンヒ		3,413,482		3,772,506		4,817,010		3,699,533		3,604,730		3,966,882		3,542,584		3,818,480		4,301,075		3,804,220		3,342,905		3,897,132		2,955,155		3,215,794		3,677,089		2,915,887		2,945,825		3,678,204		2,941,548		3,103,119		3,434,752		2,950,973		2,420,525		619,191		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				12,002,998		11,271,145		11,662,139		11,044,257		9,848,038		9,539,916		9,479,419		5,990,689		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		 　管理費 カンリ ヒ		342,763		268,092		328,463		249,549		190,694		213,887		100,134		108,162		149,508		123,464		158,082		338,290		55,626		82,939		47,718		45,986		1,059,258		257,450		48,988		29,044		75,279		39,832		183,324		44,812		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				939,318		654,130		357,804		619,836		186,283		1,362,694		153,311		267,968		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		　　支払手数料		340,599		241,556		267,717		218,820		188,874		122,603		98,603		105,733		148,369		122,533		157,524		334,980		52,949		81,663		47,016		42,057		1,057,849		255,817		40,540		27,798		74,412		39,442		181,393		40,909		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				849,872		530,297		352,705		615,037		181,628		1,355,723		142,750		261,744		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		　　　その他 タ		2,164		26,536		60,746		30,729		1,820		91,284		1,531		2,429		1,139		931		558		3,310		2,677		1,276		702		3,929		1,409		1,633		8,448		1,246		867		390		1,931		3,903		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				89,446		123,833		5,099		4,799		4,655		6,971		10,561		6,224		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		営業利益 エイギョウリエキ		(4,030,669)		(4,271,444)		(5,147,633)		(4,518,960)		(4,004,169)		(4,052,774)		(3,932,669)		(4,238,327)		(4,486,948)		(3,947,050)		(3,342,557)		(4,322,277)		(2,946,332)		(3,055,174)		(3,546,503)		(2,829,038)		(3,858,007)		(2,372,211)		(2,773,906)		(2,595,833)		(2,835,337)		(2,187,379)		(2,218,143)		(702,181)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				(13,449,746)		(12,575,903)		(12,657,944)		(11,611,884)		(9,548,009)		(9,059,256)		(8,205,076)		(5,107,703)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



		◆新規事業（CN含む） シンキジギョウ フク

		1980900		201601		201602		201603		201604		201605		201606		201607		201608		201609		201610		201611		201612		201701		201702		201703		201704		201705		201706		201707		201708		201709		201710		201711		201712		201801		201802		201803		201804		201805		201806		201807		201808		201809		201810		201811		201812		201901		201902		201903		201904		201905		201906		201907		201908		201909		201910		201911		201912		202001		202002		202003		202004		202005		202006		202007		202008		202009		202010		202011		202012				1Q16		2Q16		3Q16		4Q16		1Q17		2Q17		3Q17		4Q17		1Q18		2Q18		3Q18		4Q18		1Q19		2Q19		3Q19		4Q19		1Q20		2Q20		3Q20		4Q20

		売上高 ウリアゲ ダカ																																																		140,171		114,902		302,354		152,520		128,085		2,069,727		71,366		31,160		29,903		30,052		31,857		629,914		27,001		451,747		19,406		22,269		25,150		29,635		22,585		18,827		17,391		15,774		15,880		12,580		995		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		557,427		2,350,332		132,429		691,823		498,154		77,054		58,803		44,234		995		0		0		0

		売上原価 ウリアゲゲンカ																																																		103,332		100,925		98,671		99,938		96,658		3,518		2,836		2,460		44,868		1,683		1,676		45,921		105,718		152,135		217,224		299,504		237,273		256,979		195,786		221,586		244,834		221,092		222,407		244,565		289,445		297,682		298,015		176,346		209,969		254,136		240,213		199,553		297,336		293,050		335,561		398,942				0		0		0		0		0		0		0		0		302,928		200,114		50,164		49,280		475,077		793,756		662,206		688,064		885,142		640,451		737,102		1,027,553

		粗利 アラリ																																																		36,839		13,977		203,683		52,582		31,427		2,066,209		68,530		28,700		(14,965)		28,369		30,181		583,993		(78,717)		299,612		(197,818)		(277,235)		(212,123)		(227,344)		(173,201)		(202,759)		(227,443)		(205,318)		(206,527)		(231,985)		(288,450)		(297,682)		(298,015)		(176,346)		(209,969)		(254,136)		(240,213)		(199,553)		(297,336)		(293,050)		(335,561)		(398,942)				0		0		0		0		0		0		0		0		254,499		2,150,218		82,265		642,543		23,077		(716,702)		(603,403)		(643,830)		(884,147)		(640,451)		(737,102)		(1,027,553)

		販売管理費 ハンバイカンリヒ																																																		5,189,262		6,526,864		5,827,481		3,682,660		4,436,925		5,438,395		8,017,448		4,371,416		4,180,713		3,411,435		3,823,536		4,881,599		3,921,671		3,518,234		4,168,507		3,336,880		3,370,838		3,989,411		2,634,387		(1,105,044)		370,721		3,068,144		2,580,066		4,108,475		4,724,493		6,819,635		6,861,195		5,369,767		5,838,503		8,024,891		11,873,586		14,725,063		19,170,136		15,714,920		14,213,171		19,699,957				0		0		0		0		0		0		0		0		17,543,607		13,557,980		16,569,577		12,116,570		11,608,412		10,697,129		1,900,064		9,756,685		18,405,323		19,233,161		45,768,785		49,628,048

		　販売費 ハンバイヒ																																																		1,778		9,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		62,728		230,700		832,405		953,175		0		1,194,424		342,894		185,576		1,318,207				0		0		0		0		0		0		0		0		10,778		0		0		0		0		0		0		0		0		1,125,833		2,147,599		1,846,677

		　　広告宣伝費 コウコクセンデンヒ																																																		1,778		9,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		62,728		230,700		832,405		953,175		0		1,194,424		342,894		185,576		1,318,207				0		0		0		0		0		0		0		0		10,778		0		0		0		0		0		0		0		0		1,125,833		2,147,599		1,846,677

		　　その他 タ																																																		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		　人件費 ジンケンヒ																																																		5,036,280		6,460,036		5,484,835		3,412,471		3,898,889		5,096,948		4,533,890		4,051,343		3,971,710		3,198,069		3,230,235		4,024,627		3,097,641		2,643,618		3,320,872		2,564,155		2,561,044		3,189,915		2,624,273		(1,111,539)		163,753		1,842,531		2,207,400		3,939,050		4,154,902		6,324,807		6,400,818		4,991,261		5,259,153		6,514,650		10,503,650		14,113,683		16,320,081		12,919,409		12,589,799		16,569,995				0		0		0		0		0		0		0		0		16,981,151		12,408,308		12,556,943		10,452,931		9,062,131		8,315,114		1,676,487		7,988,981		16,880,527		16,765,064		40,937,414		42,079,203

		 　管理費 カンリ ヒ																																																		151,204		57,828		342,646		270,189		538,036		341,447		3,483,558		320,073		209,003		213,366		593,301		856,972		824,030		874,616		847,635		772,725		809,794		799,496		10,114		6,495		206,968		1,225,613		372,666		169,425		569,591		494,828		460,377		315,778		348,650		677,836		416,761		611,380		1,655,631		2,452,617		1,437,796		1,811,755				0		0		0		0		0		0		0		0		551,678		1,149,672		4,012,634		1,663,639		2,546,281		2,382,015		223,577		1,767,704		1,524,796		1,342,264		2,683,772		5,702,168

		　　支払手数料																																																		22,648		36,433		204,789		176,187		385,443		166,498		3,452,988		248,099		199,363		209,467		587,778		813,855		797,025		857,322		845,361		770,711		796,656		797,480		8,049		4,470		204,519		1,216,284		360,939		125,145		173,882		435,803		376,410		193,919		318,430		542,110		302,330		369,166		1,531,258		2,205,015		1,327,723		1,633,317				0		0		0		0		0		0		0		0		263,870		728,128		3,900,450		1,611,100		2,499,708		2,364,847		217,038		1,702,368		986,095		1,054,459		2,202,754		5,166,055

		　　　その他 タ																																																		0		0		0		0		0		0		0		0		0														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		営業利益 エイギョウリエキ																																																		(5,152,423)		(6,512,887)		(5,623,798)		(3,630,078)		(4,405,498)		(3,372,186)		(7,948,918)		(4,342,716)		(4,195,678)		(3,383,066)		(3,793,355)		(4,297,606)		(4,000,388)		(3,218,622)		(4,366,325)		(3,614,115)		(3,582,961)		(4,216,755)		(2,807,588)		902,285		(598,164)		(3,273,462)		(2,786,593)		(4,340,460)		(5,012,943)		(7,117,317)		(7,159,210)		(5,546,113)		(6,048,472)		(8,279,027)		(12,113,799)		(14,924,616)		(19,467,472)		(16,007,970)		(14,548,732)		(20,098,899)				0		0		0		0		0		0		0		0		(17,289,108)		(11,407,762)		(16,487,312)		(11,474,027)		(11,585,335)		(11,413,831)		(2,503,467)		(10,400,515)		(19,289,470)		(19,873,612)		(46,505,887)		(50,655,601)



		◆IM

		1980400		201601		201602		201603		201604		201605		201606		201607		201608		201609		201610		201611		201612		201701		201702		201703		201704		201705		201706		201707		201708		201709		201710		201711		201712		201801		201802		201803		201804		201805		201806		201807		201808		201809		201810		201811		201812		201901		201902		201903		201904		201905		201906		201907		201908		201909		201910		201911		201912		202001		202002		202003		202004		202005		202006		202007		202008		202009		202010		202011		202012				1Q16		2Q16		3Q16		4Q16		1Q17		2Q17		3Q17		4Q17		1Q18		2Q18		3Q18		4Q18		1Q19		2Q19		3Q19		4Q19		1Q20		2Q20		3Q20		4Q20

		売上高 ウリアゲ ダカ		5,746,360		6,486,516		7,026,378		7,626,300		9,005,301		6,992,215		9,474,452		11,092,281		10,485,096		10,766,476		9,104,129		11,250,489		9,786,228		11,401,026		12,950,912		13,616,493		13,785,367		12,235,500		12,401,220		13,199,202		12,127,566		12,656,308		12,328,231		11,320,824		25,373,592		13,040,276		11,896,772		12,598,410		12,191,214		12,164,626		11,490,916		10,676,726		12,755,365		16,507,915		0		0		(1,000)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				19,259,254		23,623,816		31,051,829		31,121,094		34,138,166		39,637,360		37,727,988		36,305,363		50,310,640		36,954,250		34,923,007		16,507,915		(1,000)		0		0		0		0		0		0		0

		売上原価 ウリアゲゲンカ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		粗利 アラリ		5,746,360		6,486,516		7,026,378		7,626,300		9,005,301		6,992,215		9,474,452		11,092,281		10,485,096		10,766,476		9,104,129		11,250,489		9,786,228		11,401,026		12,950,912		13,616,493		13,785,367		12,235,500		12,401,220		13,199,202		12,127,566		12,656,308		12,328,231		11,320,824		25,373,592		13,040,276		11,896,772		12,598,410		12,191,214		12,164,626		11,490,916		10,676,726		12,755,365		16,507,915		0		0		(1,000)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				19,259,254		23,623,816		31,051,829		31,121,094		34,138,166		39,637,360		37,727,988		36,305,363		50,310,640		36,954,250		34,923,007		16,507,915		(1,000)		0		0		0		0		0		0		0

		販売管理費 ハンバイカンリヒ		6,892,206		6,662,568		6,929,591		9,963,541		6,886,717		10,173,598		10,123,484		10,258,408		10,209,108		9,598,309		9,427,868		11,982,981		8,121,884		8,525,586		10,684,330		10,703,454		10,611,194		11,720,439		11,862,476		12,436,464		12,205,312		11,955,024		11,574,587		13,740,702		11,228,933		11,434,718		11,522,539		11,627,085		12,226,236		11,728,885		13,814,834		12,051,842		12,646,090		15,275,702		202,580		(2,228,009)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				20,484,365		27,023,856		30,591,000		31,009,158		27,331,800		33,035,087		36,504,252		37,270,313		34,186,190		35,582,206		38,512,766		13,250,273		0		0		0		0		0		0		0		0

		　販売費 ハンバイヒ		27,780		62,038		38,890		1,503,293		2,149,871		3,894,644		3,454,856		3,464,648		3,571,033		3,762,892		3,748,831		2,835,119		3,364,671		2,741,101		3,212,972		2,550,017		2,079,728		2,725,597		2,190,500		3,027,290		2,833,470		2,696,814		2,394,287		2,094,101		2,345,358		2,075,120		956,372		1,253,188		1,400,666		986,538		1,167,099		803,431		1,216,572		948,848		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				128,708		7,547,808		10,490,537		10,346,842		9,318,744		7,355,342		8,051,260		7,185,202		5,376,850		3,640,392		3,187,102		948,848		0		0		0		0		0		0		0		0

		　　広告宣伝費 コウコクセンデンヒ		27,780		62,038		38,890		1,503,293		2,149,871		3,894,644		3,454,856		3,464,648		3,571,033		3,762,892		3,748,831		2,835,119		3,364,671		2,741,101		3,212,972		2,550,017		2,079,728		2,725,597		2,190,500		3,027,290		2,833,470		2,696,814		2,394,287		2,094,101		2,345,358		2,075,120		956,372		1,253,188		1,400,666		986,538		1,167,099		803,431		1,216,572		948,848		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				128,708		7,547,808		10,490,537		10,346,842		9,318,744		7,355,342		8,051,260		7,185,202		5,376,850		3,640,392		3,187,102		948,848		0		0		0		0		0		0		0		0

		　　その他 タ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		　人件費 ジンケンヒ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		 　管理費 カンリ ヒ		6,864,426		6,600,530		6,890,701		8,460,248		4,736,846		6,278,954		6,668,628		6,793,760		6,638,075		5,835,417		5,679,037		9,147,862		4,757,213		5,784,485		7,471,358		8,153,437		8,531,466		8,994,842		9,671,976		9,409,174		9,371,842		9,258,210		9,180,300		11,646,601		8,883,575		9,359,598		10,566,167		10,373,897		10,825,570		10,742,347		12,647,735		11,248,411		11,429,518		14,326,854		202,580		(2,228,009)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				20,355,657		19,476,048		20,100,463		20,662,316		18,013,056		25,679,745		28,452,992		30,085,111		28,809,340		31,941,814		35,325,664		12,301,425		0		0		0		0		0		0		0		0

		　　支払手数料		6,864,426		6,600,530		6,890,701		8,460,248		4,736,846		6,278,954		6,668,628		6,793,760		6,638,075		5,835,417		5,679,037		9,147,862		4,757,213		5,784,485		7,471,358		8,153,437		8,531,466		8,994,842		9,671,976		9,409,174		9,371,842		9,258,210		9,180,300		11,646,601		8,883,575		9,359,598		10,566,167		10,373,897		10,825,570		10,742,347		12,647,735		11,248,411		11,429,518		14,326,854		202,580		(2,228,009)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				20,355,657		19,476,048		20,100,463		20,662,316		18,013,056		25,679,745		28,452,992		30,085,111		28,809,340		31,941,814		35,325,664		12,301,425		0		0		0		0		0		0		0		0

		　　　その他 タ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		営業利益 エイギョウリエキ		(1,145,846)		(176,052)		96,787		(2,337,241)		2,118,584		(3,181,383)		(649,032)		833,873		275,988		1,168,167		(323,739)		(732,492)		1,664,344		2,875,440		2,266,582		2,913,039		3,174,173		515,061		538,744		762,738		(77,746)		701,284		753,644		(2,419,878)		14,144,659		1,605,558		374,233		971,325		(35,022)		435,741		(2,323,918)		(1,375,116)		109,275		1,232,213		(202,580)		2,228,009		(1,000)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				(1,225,111)		(3,400,040)		460,829		111,936		6,806,366		6,602,273		1,223,736		(964,950)		16,124,450		1,372,044		(3,589,759)		3,257,642		(1,000)		0		0		0		0		0		0		0



		◆Corp

				201601		201602		201603		201604		201605		201606		201607		201608		201609		201610		201611		201612		201701		201702		201703		201704		201705		201706		201707		201708		201709		201710		201711		201712		201801		201802		201803		201804		201805		201806		201807		201808		201809		201810		201811		201812		201901		201902		201903		201904		201905		201906		201907		201908		201909		201910		201911		201912		202001		202002		202003		202004		202005		202006		202007		202008		202009		202010		202011		202012				1Q16		2Q16		3Q16		4Q16		1Q17		2Q17		3Q17		4Q17		1Q18		2Q18		3Q18		4Q18		1Q19		2Q19		3Q19		4Q19		1Q20		2Q20		3Q20		4Q20

		売上高 ウリアゲ ダカ																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		691,000		607,900		477,900		586,300		875,000		889,200		914,500		915,400		893,800		884,600		880,500		777,500		769,700		758,000		715,800		768,400		731,900		694,900		800,000		800,000		800,000		800,000		800,000		800,000												0		0		0		0		0		0		0		0		1,776,800		2,350,500		2,723,700		2,542,600		2,243,500		2,195,200		2,400,000		2,400,000

		売上原価 ウリアゲゲンカ																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,004,667		(1,004,667)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		50,500		(50,500)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5,965		35,540												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		41,505

		粗利 アラリ																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(1,004,667)		1,004,667		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		691,000		607,900		477,900		586,300		824,500		939,700		914,500		915,400		893,800		884,600		880,500		777,500		769,700		758,000		715,800		768,400		731,900		694,900		800,000		800,000		800,000		800,000		794,035		764,460												0		0		0		0		0		0		0		0		1,776,800		2,350,500		2,723,700		2,542,600		2,243,500		2,195,200		2,400,000		2,358,495

		販売管理費 ハンバイカンリヒ																										81,918,311		87,854,715		112,469,915		103,713,349		110,992,858		118,196,587		94,453,023		99,529,216		119,623,761		86,925,949		90,119,346		102,307,442		83,715,386		81,118,436		106,628,051		94,814,017		99,255,083		120,141,988		95,532,582		94,621,605		109,335,913		92,149,641		87,916,992		117,193,225		95,129,837		89,734,218		100,743,968		92,504,245		89,239,278		109,099,661		89,908,613		94,947,788		118,028,468		100,963,277		94,452,342		137,261,531		103,136,927		94,648,659		119,556,979		98,285,732		95,377,744		117,619,825		89,426,283		87,027,598		128,904,735		94,761,716		86,258,338		108,084,843												282,242,941		332,902,794		313,606,000		279,352,737		271,461,873		314,211,088		299,490,100		297,259,858		285,608,023		290,843,184		302,884,869		332,677,150		317,342,565		311,283,301		305,358,616		289,104,897

		　販売費 ハンバイヒ																										577,672		1,819,915		1,355,374		139,777		784,152		2,914,000		140,000		5,267,888		765,900		441,019		708,815		5,608,565		432,500		1,813,486		2,335,643		522,100		390,218		8,479,500		188,004		1,857,896		1,727,581		305,000		535,568		260,000		1,443,281		11,770		1,987,570		751,078		50,172		482,200		114,688		1,624,853		757,116		334,005		198,063		276,482		384,621		855,139		1,373,757		(53,475)		251,237		(176,975)		182,689		945,739		837,125		150,625		1,323,621		118,125												3,752,961		3,837,929		6,173,788		6,758,399		4,581,629		9,391,818		3,773,481		1,100,568		3,442,621		1,283,450		2,496,657		808,550		2,613,517		20,787		1,965,553		1,592,371

		　　広告宣伝費 コウコクセンデンヒ																										577,672		1,819,915		1,355,374		139,777		784,152		2,914,000		140,000		5,267,888		765,900		441,019		708,815		5,608,565		432,500		1,813,486		2,335,643		522,100		390,218		8,479,500		188,004		1,857,896		1,727,581		305,000		535,568		260,000		1,443,281		11,770		1,987,570		751,078		50,172		482,200		114,688		1,624,853		757,116		334,005		198,063		276,482		384,621		855,139		1,373,757		(53,475)		251,237		(176,975)		182,689		945,739		837,125		150,625		1,323,621		118,125												3,752,961		3,837,929		6,173,788		6,758,399		4,581,629		9,391,818		3,773,481		1,100,568		3,442,621		1,283,450		2,496,657		808,550		2,613,517		20,787		1,965,553		1,592,371

		　　その他 タ																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		　人件費 ジンケンヒ																										37,966,437		38,856,876		47,499,026		50,840,224		40,989,297		55,041,931		46,829,960		49,717,538		58,367,151		45,204,882		46,621,328		46,969,628		41,045,535		35,272,302		50,923,375		48,876,096		53,877,786		54,444,237		47,588,599		43,822,779		60,087,914		43,696,345		40,942,797		52,798,451		47,660,382		41,605,895		47,787,509		43,292,068		46,396,104		54,378,369		41,786,662		47,341,897		57,106,273		51,577,067		44,375,162		50,968,635		53,112,328		41,717,025		49,854,390		47,386,980		45,653,529		48,478,440		39,723,397		38,590,302		47,170,308		39,151,472		38,889,403		51,521,778												124,322,339		146,871,452		154,914,649		138,795,838		127,241,212		157,198,119		151,499,292		137,437,593		137,053,786		144,066,541		146,234,832		146,920,864		144,683,743		141,518,949		125,484,007		129,562,653

		 　管理費 カンリ ヒ																										43,374,202		47,177,924		63,615,515		52,733,348		69,219,409		60,240,656		47,483,063		44,543,790		60,490,710		41,280,048		42,789,203		49,729,249		42,237,351		44,032,648		53,369,033		45,415,821		44,987,079		57,218,251		47,755,979		48,940,930		47,520,418		48,148,296		46,438,627		64,134,774		46,026,174		48,116,553		50,968,889		48,461,099		42,793,002		54,239,092		48,007,263		45,981,038		60,165,079		49,052,205		49,879,117		86,016,414		49,639,978		52,076,495		68,328,832		50,952,227		49,472,978		69,318,360		49,520,197		47,491,557		80,897,302		55,459,619		46,045,314		56,444,940												154,167,641		182,193,413		152,517,563		133,798,500		139,639,032		147,621,151		144,217,327		158,721,697		145,111,616		145,493,193		154,153,380		184,947,736		170,045,305		169,743,565		177,909,056		157,949,873

		　　支払手数料																										12,840,210		11,663,320		13,713,823		16,007,994		22,286,719		12,944,788		14,531,087		14,716,014		15,245,013		13,302,576		14,365,430		14,065,251		14,756,809		15,199,865		15,128,568		16,269,943		16,949,144		17,380,484		17,897,964		19,155,294		18,043,716		19,438,956		18,231,042		17,728,129		17,179,712		17,065,054		12,671,535		16,193,361		13,771,709		14,431,547		19,465,284		17,238,358		22,686,161		18,668,580		18,910,835		14,294,174		18,577,860		18,389,972		19,903,170		20,269,441		19,883,840		20,813,393		17,815,878		18,019,494		17,809,273		20,730,235		18,368,324		18,230,491												38,217,353		51,239,501		44,492,114		41,733,257		45,085,242		50,599,571		55,096,974		55,398,127		46,916,301		44,396,617		59,389,803		51,873,589		56,871,002		60,966,674		53,644,645		57,329,050

		　　　その他 タ																										30,533,992		35,514,604		49,901,692		36,725,354		46,932,690		47,295,868		32,951,976		29,827,776		45,245,697		27,977,472		28,423,773		35,663,998		27,480,542		28,832,783		38,240,465		29,145,878		28,037,935		39,837,767		29,858,015		29,785,636		29,476,702		28,709,340		28,207,585		46,406,645		33,602,456		36,365,672		47,096,890		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0												115,950,288		130,953,912		108,025,449		92,065,243		94,553,790		97,021,580		89,120,353		103,323,570		117,065,018		0		0		0		0		0		0		0

		営業利益 エイギョウリエキ																										(81,918,311)		(87,854,715)		(112,469,915)		(103,713,349)		(110,992,858)		(118,196,587)		(94,453,023)		(99,529,216)		(119,623,761)		(86,925,949)		(90,119,346)		(102,307,442)		(84,720,053)		(80,113,769)		(106,628,051)		(94,814,017)		(99,255,083)		(120,141,988)		(95,532,582)		(94,621,605)		(109,335,913)		(92,149,641)		(87,916,992)		(117,193,225)		(94,438,837)		(89,126,318)		(100,266,068)		(91,917,945)		(88,414,778)		(108,159,961)		(88,994,113)		(94,032,388)		(117,134,668)		(100,078,677)		(93,571,842)		(136,484,031)		(102,367,227)		(93,890,659)		(118,841,179)		(97,517,332)		(94,645,844)		(116,924,925)		(88,626,283)		(86,227,598)		(128,104,735)		(93,961,716)		(85,464,303)		(107,320,383)												(282,242,941)		(332,902,794)		(313,606,000)		(279,352,737)		(271,461,873)		(314,211,088)		(299,490,100)		(297,259,858)		(283,831,223)		(288,492,684)		(300,161,169)		(330,134,550)		(315,099,065)		(309,088,101)		(302,958,616)		(286,746,402)

																																																																										売上高 ウリアゲ ダカ		454,709,911		482,646,735		573,110,091

																																																																										売上原価 ウリアゲゲンカ		44,467,691		47,718,801		45,699,146

																																																																										粗利 アラリ		410,242,220		434,927,934		527,410,945

																																																																										販売管理費 ハンバイカンリヒ		430,615,174		411,919,210		464,533,966

																																																																										　販売費 ハンバイヒ		190,603,919		167,710,621		175,367,732

																																																																										　　広告宣伝費 コウコクセンデンヒ		190,305,919		166,247,621		174,786,435

																																																																										　　その他 タ

																																																																										　人件費 ジンケンヒ		166,649,549		167,242,335		198,399,505

																																																																										 　管理費 カンリ ヒ		73,361,706		76,966,254		90,766,729

																																																																										　　支払手数料		39,759,250		40,600,582		43,669,839

																																																																										　　　その他 タ		33,602,456		36,365,672		47,096,890

																																																																										営業利益 エイギョウリエキ		(20,372,954)		23,008,724		62,876,979





>元ﾃﾞｰﾀ





PL_0128時点

		対象決算年月：2020/12

		表示単位：円

		構成比（％）　＝　開示科目の集計前金額　÷　各段階利益・費用のシステム科目に関連付けられている開示科目金額　×　100

		百分比（％）　＝　開示科目の集計後金額　÷　システム科目「売上高」に関連付けられている開示科目金額　×　100

		

		勘定科目コード		勘定科目名称		取込金額		登録金額		仕訳金額		科目金額		比率/判定		開示科目コード		開示科目名称		集計前金額		構成比（％）				開示科目コード		開示科目名称		集計後金額		百分比（％）		比率/判定

		2010000000		売上高		4,078,911,194		0		0		4,078,911,194				2010000000		売上高		4,078,911,194		100				2010000000		売上高		4,078,911,194		100		

		2020100000		仕入		0		0		0		0				2020000000		売上原価		0		0				2020000000		売上原価		422,953,278		10.369		

		2020200000		給料手当（製）		45,284,278		0		0		45,284,278				2020000000		売上原価		45,284,278		10.706				2030000000		売上総利益		3,655,957,916		89.63		

		2020210000		雑給（製）		0		0		0		0				2020000000		売上原価		0		0				2040000000		販売費及び一般管理費		4,785,054,290		117.312		

		2020300000		賞与(製)		2,168,184		0		0		2,168,184				2020000000		売上原価		2,168,184		0.512				2050000000		営業利益		-1,129,096,374		-27.681		

		2020400000		賞与引当金繰入額（製）		1,413,825		0		0		1,413,825				2020000000		売上原価		1,413,825		0.334				2060100000		受取利息		41,284		0.001		

		2020500000		法定福利費（製）		7,331,457		0		0		7,331,457				2020000000		売上原価		7,331,457		1.733				2061100000		投資有価証券売却益		0		0		

		2020600000		ｼｽﾃﾑ維持費		86,503,722		0		0		86,503,722				2020000000		売上原価		86,503,722		20.452				2060900000		受取配当金		0		0		

		2020700000		祝い金		18,118,500		0		0		18,118,500				2020000000		売上原価		18,118,500		4.283				2060500000		還付加算金		0		0		

		2020800000		ｱｿｼｴｲﾄ報酬		236,630,556		0		0		236,630,556				2020000000		売上原価		236,630,556		55.947				2060600000		違約金収入		19,202,785		0.47		

		2020900000		ﾄﾞﾒｲﾝ取得（製）		0		0		0		0				2020000000		売上原価		0		0				2060700000		コンテンツ譲渡益		0		0		

		2021000000		商品評価損		0		0		0		0				2020000000		売上原価		0		0				2061200000		株式譲渡に伴うライセンス収入		76,608,000		1.878		

		2021100000		輸入諸掛		0		0		0		0				2020000000		売上原価		0		0				2060800000		クーポン失効益		0		0		

		2021200000		クーポン引当金繰入額		0		0		0		0				2020000000		売上原価		0		0				2060200000		為替差益		0		0		

		2021300000		減価償却費（製）		11,738,511		0		0		11,738,511				2020000000		売上原価		11,738,511		2.775				2060300000		補助金収入		14,578,900		0.357		

		2021400000		他勘定振替高（製）		13,764,245		0		0		13,764,245				2020000000		売上原価		13,764,245		3.254				2061000000		投資事業組合運用益		0		0		

		2021500000		期首仕掛品棚卸高		0		0		0		0				2020000000		売上原価		0		0				2060400000		その他		257,263		0.006		

		2021600000		期末仕掛品棚卸高		0		0		0		0				2020000000		売上原価		0		0				2060000000		営業外収益合計		110,688,232		2.713		

		2021700000		ｲﾍﾞﾝﾄ運営費		0		0		0		0				2020000000		売上原価		0		0				2070600000		支払利息及び割引料		189,117		0.004		

		2022000000		支払手数料（製）		0		0		0		0				2020000000		売上原価		0		0				2070300000		投資有価証券評価損		0		0		

		2021800000		期首商品棚卸高		0		0		0		0				2020000000		売上原価		0		0				2070100000		投資事業組合運用損		12,409,064		0.304		

		2021900000		期末商品棚卸高		0		0		0		0				2020000000		売上原価		0		0				2070400000		為替差損		0		0		

		2020000000		売上原価		0		0		0		0				**********										2070500000		貸倒損失（営業外）		0		0		

		2030000000		売上総利益		0		0		0		0				**********										2070200000		その他		1,339,135		0.032		

		2040100000		販売促進費		0		0		0		0				2040000000		販売費及び一般管理費		0		0				2070000000		営業外費用合計		13,937,316		0.341		

		2040200000		荷造運賃発送費		0		0		0		0				2040000000		販売費及び一般管理費		0		0				2080000000		経常利益		-1,032,345,458		-25.309		

		2040300000		広告宣伝費		1,495,039,523		0		0		1,495,039,523				2040000000		販売費及び一般管理費		1,495,039,523		31.243				2090100000		投資有価証券売却益		0		0		

		2040400000		役員報酬		46,320,000		0		0		46,320,000				2040000000		販売費及び一般管理費		46,320,000		0.968				2090200000		為替換算調整勘定取崩額		0		0		

		2040500000		給料手当（管）		1,414,088,888		0		0		1,414,088,888				2040000000		販売費及び一般管理費		1,414,088,888		29.552				2090300000		関係会社株式売却益		0		0		

		2040600000		雑給（管）		308,379,390		0		0		308,379,390				2040000000		販売費及び一般管理費		308,379,390		6.444				2090400000		事業譲渡益		0		0		

		2040700000		賞与（管）		66,811,550		0		0		66,811,550				2040000000		販売費及び一般管理費		66,811,550		1.396				2090500000		特別利益		0		0		

		2040800000		賞与引当金繰入額（管）		58,590,222		0		0		58,590,222				2040000000		販売費及び一般管理費		58,590,222		1.224				2090000000		特別利益合計		0		0		

		2040900000		人材派遣費		2,705,514		0		0		2,705,514				2040000000		販売費及び一般管理費		2,705,514		0.056				2100100000		減損損失		66,547,580		1.631		

		2041000000		株式報酬費用		0		0		0		0				2040000000		販売費及び一般管理費		0		0				2100200000		事業所閉鎖損失		8,838,129		0.216		

		2041100000		法定福利費（管）		262,630,999		0		0		262,630,999				2040000000		販売費及び一般管理費		262,630,999		5.488				2100300000		子会社清算損		0		0		

		2041200000		福利厚生費（管）		2,304,364		0		0		2,304,364				2040000000		販売費及び一般管理費		2,304,364		0.048				2100400000		前期損益修正損		0		0		

		2041300000		通勤交通費		15,419,382		0		0		15,419,382				2040000000		販売費及び一般管理費		15,419,382		0.322				2100500000		特別損失		0		0		

		2041400000		人材募集費		46,645,554		0		0		46,645,554				2040000000		販売費及び一般管理費		46,645,554		0.974				2100600000		事業譲渡損		0		0		

		2041500000		会議費		699,771		0		0		699,771				2040000000		販売費及び一般管理費		699,771		0.014				2100000000		特別損失合計		75,385,709		1.848		

		2041600000		交際費		6,314,327		0		0		6,314,327				2040000000		販売費及び一般管理費		6,314,327		0.131				2110000000		税金等調整前当期純利益		-1,107,731,167		-27.157		-8,000円/NG

		2041700000		図書費		762,262		0		0		762,262				2040000000		販売費及び一般管理費		762,262		0.015				2120100000		法人税、住民税及び事業税		-123,300,560		-3.022		

		2041800000		地代家賃		190,797,553		0		0		190,797,553				2040000000		販売費及び一般管理費		190,797,553		3.987				2120200000		法人税等調整額		105,270,768		2.58		

		2041900000		水道光熱費（管）		10,514,959		0		0		10,514,959				2040000000		販売費及び一般管理費		10,514,959		0.219				2120000000		法人税等合計		-18,029,792		-0.442		

		2042000000		保険料（管）		1,997,585		0		0		1,997,585				2040000000		販売費及び一般管理費		1,997,585		0.041				2130000000		当期純利益		-1,089,701,375		-26.715		-8,093,634円/NG

		2042100000		修繕費		0		0		0		0				2040000000		販売費及び一般管理費		0		0				2130100000		非支配株主に帰属する当期純利益		0		0		

		2042200000		旅費交通費（管）		3,422,952		0		0		3,422,952				2040000000		販売費及び一般管理費		3,422,952		0.071				2150000000		親会社株主に帰属する当期純利益		-1,089,701,375		-26.715		-8,093,634円/NG

		2042300000		通信費（管）		30,037,508		0		0		30,037,508				2040000000		販売費及び一般管理費		30,037,508		0.627												

		2042400000		消耗品費（管）		12,000,892		0		0		12,000,892				2040000000		販売費及び一般管理費		12,000,892		0.25												

		2042500000		リース料（管）		41,201,934		0		0		41,201,934				2040000000		販売費及び一般管理費		41,201,934		0.861												

		2042600000		支払手数料		606,455,977		0		0		606,455,977				2040000000		販売費及び一般管理費		606,455,977		12.673												

		2042700000		租税公課（管）		30,499,363		0		0		30,499,363				2040000000		販売費及び一般管理費		30,499,363		0.637												

		2042800000		諸会費		2,004,792		0		0		2,004,792				2040000000		販売費及び一般管理費		2,004,792		0.041												

		2042900000		研修費		14,461,916		0		0		14,461,916				2040000000		販売費及び一般管理費		14,461,916		0.302												

		2043000000		支払報酬		85,126,480		0		0		85,126,480				2040000000		販売費及び一般管理費		85,126,480		1.779												

		2043100000		貸倒引当金繰入額（管）		853,607		0		0		853,607				2040000000		販売費及び一般管理費		853,607		0.017												

		2043200000		貸倒損失（管）		2,550,001		0		0		2,550,001				2040000000		販売費及び一般管理費		2,550,001		0.053												

		2043300000		減価償却費（管）		26,417,025		0		0		26,417,025				2040000000		販売費及び一般管理費		26,417,025		0.552												

		2043400000		クーポン引当金繰入額		0		0		0		0				2040000000		販売費及び一般管理費		0		0												

		2043500000		雑費		0		0		0		0				2040000000		販売費及び一般管理費		0		0												

		2043600000		間接費配賦勘定		0		0		0		0				2040000000		販売費及び一般管理費		0		0												

		2043610000		のれん償却額		0		0		0		0				2040000000		販売費及び一般管理費		0		0												

		2040000000		販売費及び一般管理費		0		0		0		0				**********																		

		2050000000		営業利益		0		0		0		0				**********																		

		2060100000		受取利息		41,284		0		0		41,284				2060100000		受取利息		41,284		0.037												

		2061100000		投資有価証券売却益		0		0		0		0				2061100000		投資有価証券売却益		0		0												

		2060900000		受取配当金		0		0		0		0				2060900000		受取配当金		0		0												

		2060500000		還付加算金		0		0		0		0		0%/OK		2060400000		その他		0		0												

		2060600000		違約金収入		19,202,785		0		0		19,202,785				2060600000		違約金収入		19,202,785		17.348												

		2060700000		コンテンツ譲渡益		0		0		0		0				2060700000		コンテンツ譲渡益		0		0												

		2061200000		 株式譲渡に伴うライセンス収入		76,608,000		0		0		76,608,000				2061200000		株式譲渡に伴うライセンス収入		76,608,000		69.21												

		2060800000		クーポン失効益		0		0		0		0				2060800000		クーポン失効益		0		0												

		2060200000		為替差益（マイナスは為替差損）		0		0		0		0		0%/OK		2060400000		その他		0		0												

		2060400000		補助金収入		14,578,900		0		0		14,578,900				2060300000		補助金収入		14,578,900		13.171												

		2061000000		投資事業組合運用益		0		0		0		0				2061000000		投資事業組合運用益		0		0												

		2060300000		雑収入		257,263		0		0		257,263		0.2%/OK		2060400000		その他		257,263		0.232												

		2060000000		営業外収益		0		0		0		0				**********																		

		2070100000		有価証券評価損		0		0		0		0				2070300000		投資有価証券評価損		0		0												

		2070110000		貸倒損失（営業外）		0		0		0		0		0%/OK		2070200000		その他		0		0												

		2070200000		雑損失		1,339,135		0		0		1,339,135		9.6%/OK		2070200000		その他		1,339,135		9.608												

		2070300000		為替差損		0		0		0		0				2070400000		為替差損		0		0												

		2070500000		投資事業組合運用損		12,409,064		0		0		12,409,064				2070100000		投資事業組合運用損		12,409,064		89.034												

		2070400000		株式交付費		0		0		0		0				**********																		

		2043700000		支払利息及び割引料		189,117		0		0		189,117				2070600000		支払利息及び割引料		189,117		1.356												

		2070000000		営業外費用		0		0		0		0				**********																		

		2080000000		経常利益		0		0		0		0				**********																		

		2090100000		投資有価証券売却益		0		0		0		0				2090100000		投資有価証券売却益		0		0												

		2090200000		為替換算調整勘定取崩額		0		0		0		0				2090200000		為替換算調整勘定取崩額		0		0												

		2090300000		関係会社株式売却益		0		0		0		0				2090300000		関係会社株式売却益		0		0												

		2090400000		事業譲渡益		0		0		0		0				2090400000		事業譲渡益		0		0												

		2090500000		特別利益		0		0		0		0				2090500000		特別利益		0		0												

		2090000000		特別利益		0		0		0		0				**********																		

		2100100000		減損損失		66,547,580		0		0		66,547,580				2100100000		減損損失		66,547,580		88.276												

		2100200000		事業所閉鎖損失		8,838,129		0		0		8,838,129				2100200000		事業所閉鎖損失		8,838,129		11.723												

		2100300000		子会社清算損		0		0		0		0				2100300000		子会社清算損		0		0												

		2100500000		特別損失		0		0		0		0				2100500000		特別損失		0		0												

		2100400000		前期損益修正損		0		0		0		0				2100400000		前期損益修正損		0		0												

		2100600000		事業譲渡損		0		0		0		0				2100600000		事業譲渡損		0		0												

		2100000000		特別損失		0		0		0		0				**********																		

		2110000000		税引前当期純利益		0		0		0		0				**********																		

		2120100000		法人税等		-123,300,560		0		0		-123,300,560				2120100000		法人税、住民税及び事業税		-123,300,560		11.315												

		2120200000		法人税等調整額		105,270,768		0		0		105,270,768				2120200000		法人税等調整額		105,270,768		-9.66												

		2130000000		当期純利益		0		0		0		0				**********																		

		2130100000		非支配株主に帰属する当期純利益		0		0		0		0				2130100000		非支配株主に帰属する当期純利益		0		0												

		2150000000		親会社株主に帰属する当期純利益		0		0		0		0				**********																		





BS_0128時点

		対象決算年月：2020/12

		表示単位：円

		百分比（％）　＝　開示科目の集計前金額　÷　システム科目「総資産（負債・純資産合計）」に関連付けられている開示科目金額　×　100

		構成比（％）　＝　開示科目の集計後金額　÷　親科目の集計後金額　×　100

		

		勘定科目コード		勘定科目名称		取込金額		登録金額		仕訳金額		科目金額		比率/判定		開示科目コード		開示科目名称		集計前金額		百分比（％）				開示科目コード		開示科目名称		集計後金額		構成比（％）		比率/判定

		1110100000		小口現金		0		0		0		0				1110100000		現金及び預金		0		0				1110100000		現金及び預金		3,031,742,974		75.219		

		1110200000		未収消費税		193,767,191		0		0		193,767,191		4.5%/OK		1110500000		その他（流動資産合計）		193,767,191		4.595				1110200000		売掛金		339,424,063		8.421		

		1110300000		普通預金		3,031,742,974		0		0		3,031,742,974				1110100000		現金及び預金		3,031,742,974		71.898				1110700000		商品		0		0		

		1110400000		当座預金		0		0		0		0				1110100000		現金及び預金		0		0				1110800000		仕掛品		0		0		

		1110500000		定期預金		0		0		0		0				1110100000		現金及び預金		0		0				1110300000		繰延税金資産（流動資産合計）		0		0		

		1110600000		売掛金		339,424,063		0		0		339,424,063				1110200000		売掛金		339,424,063		8.049				1110400000		未収還付法人税等		378,307,877		9.386		

		1110700000		商品及び製品		0		0		0		0				1110700000		商品		0		0				1110500000		その他（流動資産合計）		281,819,745		6.992		

		1110800000		仕掛品		0		0		0		0				1110800000		仕掛品		0		0				1110600000		貸倒引当金（流動資産合計）		-747,397		-0.018		

		1110900000		貯蔵品		0		0		0		0		0%/OK		1110500000		その他（流動資産合計）		0		0				1110000000		流動資産合計		4,030,547,262		95.585		

		1111000000		前渡金		0		0		0		0		0%/OK		1110500000		その他（流動資産合計）		0		0				1120101100		建物		63,450,002		0		

		1111100000		前払費用		38,126,739		0		0		38,126,739		0.9%/OK		1110500000		その他（流動資産合計）		38,126,739		0.904				1120101200		減価償却累計額		-63,450,002		0		

		1111200000		繰延税金資産		0		0		0		0		0%/OK		1110500000		その他（流動資産合計）		0		0				1120101000		建物（純額）		0		0		

		1111300000		未収収益		0		0		0		0		0%/OK		1110500000		その他（流動資産合計）		0		0				1120102100		工具、器具及び備品		169,249,277		0		

		1111400000		未収入金		38,927,434		0		0		38,927,434		0.9%/OK		1110500000		その他（流動資産合計）		38,927,434		0.923				1120102200		減価償却累計額		-169,249,277		0		

		1111500000		未収還付法人税等		378,307,877		0		0		378,307,877				1110400000		未収還付法人税等		378,307,877		8.971				1120102000		工具、器具及び備品（純額）		0		0		

		1111600000		預け金		2,609,880		0		0		2,609,880		0%/OK		1110500000		その他（流動資産合計）		2,609,880		0.061				1120103100		車両運搬具		0		0		

		1111700000		仮払金		217,844		0		0		217,844		0%/OK		1110500000		その他（流動資産合計）		217,844		0.005				1120103200		減価償却累計額（車両運搬具）		0		0		

		1111800000		仮払消費税等		0		0		0		0		0%/OK		1110500000		その他（流動資産合計）		0		0				1120103000		車両運搬具(純額)		0		0		

		1111900000		立替金		8,170,657		0		0		8,170,657		0.1%/OK		1110500000		その他（流動資産合計）		8,170,657		0.193				11200104000		その他（有形固定資産合計）		0		0		

		1112000000		貸倒引当金（流動資産）		-747,397		0		0		-747,397				1110600000		貸倒引当金（流動資産合計）		-747,397		-0.017				1120100000		有形固定資産合計		0		0		

		1110000000		流動資産		0		0		0		0				**********										1120202000		のれん		0		0		

		1120101000		建物		23,022,690		0		0		23,022,690				1120101100		建物		23,022,690		0.545				1120201000		その他（無形固定資産合計）		0		0		

		1120101001		建物附属設備		40,427,312		0		0		40,427,312				1120101100		建物		40,427,312		0.958				1120200000		無形固定資産合計		0		0		

		1120101100		車両運搬具		1,393,010		0		0		1,393,010				11200104000		その他（有形固定資産合計）		1,393,010		0.033				1120301000		投資有価証券		67,553,314		36.294		

		1120102000		工具、器具及び備品		169,249,277		0		0		169,249,277				1120102100		工具、器具及び備品		169,249,277		4.013				1120302000		関係会社長期貸付金		0		0		

		1120103000		減価償却累計額（建物）		-23,022,690		0		0		-23,022,690				1120101200		減価償却累計額		-23,022,690		-0.545				1120306000		敷金及び保証金		116,286,722		62.477		

		1120103001		減価償却累計額（建物附属設備）		-40,427,312		0		0		-40,427,312				1120101200		減価償却累計額		-40,427,312		-0.958				1120303000		繰延税金資産		0		0		

		1120103100		減価償却累計額（車両運搬具）		-1,393,010		0		0		-1,393,010				11200104000		その他（有形固定資産合計）		-1,393,010		-0.033				1120304000		その他（投資その他の資産合計）		3,680,910		1.977		

		1120104000		減価償却累計額（工具器具備品）		-169,249,277		0		0		-169,249,277				1120102200		減価償却累計額		-169,249,277		-4.013				1120305000		貸倒引当金		-1,396,448		-0.75		

		1120100000		有形固定資産		0		0		0		0				**********										1120300000		投資その他の資産合計		186,124,498		100		

		1120203000		のれん		0		0		0		0				1120202000		のれん		0		0				1120000000		固定資産合計		186,124,498		4.414		

		1120201000		ソフトウエア		0		0		0		0		0%/OK		1120201000		その他（無形固定資産合計）		0		0				1100000000		資産合計		4,216,671,760		100		0円/OK

		1120202000		ソフトウエア仮勘定		0		0		0		0		0%/OK		1120201000		その他（無形固定資産合計）		0		0				1210106000		買掛金		0		0		

		1120200000		無形固定資産		0		0		0		0				**********										1210101000		未払金		286,973,194		53.051		

		1120301000		投資有価証券		67,553,314		0		0		67,553,314				1120301000		投資有価証券		67,553,314		1.602				1210102000		未払法人税等		2,008,800		0.371		

		1120302000		長期貸付金		0		0		0		0		0%/OK		1120304000		その他（投資その他の資産合計）		0		0				1210103000		未払消費税等		0		0		

		1120303000		子会社株式		0		0		0		0		0%/OK		1120304000		その他（投資その他の資産合計）		0		0				1210104000		賞与引当金		60,004,047		11.092		

		1120304000		貸倒引当金（投資資産）		-1,396,448		0		0		-1,396,448				1120305000		貸倒引当金		-1,396,448		-0.033				1210107000		ポイント引当金		0		0		

		1120305000		敷金及び保証金		116,286,722		0		0		116,286,722				1120306000		敷金及び保証金		116,286,722		2.757				1210105000		その他		191,946,385		35.484		

		1120306000		長期未収入金		2,234,464		0		0		2,234,464		0%/OK		1120304000		その他（投資その他の資産合計）		2,234,464		0.052				1210100000		流動負債合計		540,932,426		93.894		

		1120307000		破産更生債権等		279,356		0		0		279,356		0%/OK		1120304000		その他（投資その他の資産合計）		279,356		0.006				1210201000		資産除去債務		2,732,052		7.766		

		1120308000		長期前払費用		1,167,090		0		0		1,167,090		0%/OK		1120304000		その他（投資その他の資産合計）		1,167,090		0.027				1210201100		長期繰延税金負債		7,943,440		22.582		

		1120309000		長期繰延税金資産		0		0		0		0				1120303000		繰延税金資産		0		0				1210203000		長期借入金		24,500,000		69.65		

		1120300000		投資その他の資産		0		0		0		0				**********										1210202000		その他		0		0		

		1120000000		固定資産		0		0		0		0				**********										1210200000		固定負債合計		35,175,492		6.105		

		1100000000		資産		0		0		0		0				**********										1210000000		負債合計		576,107,918		13.662		

		1210101000		買掛金		0		0		0		0				1210106000		買掛金		0		0				1220101000		資本金		236,591,400		6.501		0円/OK

		1210102000		未払金		286,973,194		0		0		286,973,194				1210101000		未払金		286,973,194		6.805				1220102000		資本剰余金		225,041,396		6.183		0円/OK

		1210103000		未払法人税等		2,008,800		0		0		2,008,800				1210102000		未払法人税等		2,008,800		0.047				1220103000		利益剰余金		3,384,490,194		93		-8,093,634円/NG

		1210104000		未払消費税等		0		0		0		0		0%/OK		1210105000		その他		0		0				1220104000		自己株式		-206,887,500		-5.684		0円/OK

		1210105000		未払費用		77,465,032		0		0		77,465,032		1.8%/OK		1210105000		その他		77,465,032		1.837				1220100000		株主資本合計		3,639,235,490		99.963		-8,093,634円/NG

		1210106000		前受金		0		0		0		0		0%/OK		1210105000		その他		0		0				1220201000		その他有価証券評価差額金		-4,388,448		100		

		1210107000		預り金		43,317,399		0		0		43,317,399		1%/OK		1210105000		その他		43,317,399		1.027				1220202000		為替換算調整勘定		0		0		

		1210108000		前受収益		66,651,772		0		0		66,651,772		1.5%/OK		1210105000		その他		66,651,772		1.58				1220200000		その他の包括利益累計額合計		-4,388,448		-0.12		0円/OK

		1210109000		仮受金		4,512,182		0		0		4,512,182		0.1%/OK		1210105000		その他		4,512,182		0.107				1220300000		新株予約権		5,716,800		0.157		0円/OK

		1210110000		仮受消費税等		0		0		0		0		0%/OK		1210105000		その他		0		0				1220400000		非支配株主持分		0		0		

		1210111000		クーポン引当金		0		0		0		0				1210107000		ポイント引当金		0		0				1220000000		純資産合計		3,640,563,842		86.337		-8,093,634円/NG

		1210112000		賞与引当金		60,004,047		0		0		60,004,047				1210104000		賞与引当金		60,004,047		1.423				1200000000		負債純資産合計		4,216,671,760		100		

		1210113000		短期借入金		0		0		0		0		0%/OK		1210105000		その他		0		0												

		1210100000		流動負債		0		0		0		0				**********																		

		1210201000		資産除去債務		2,732,052		0		0		2,732,052				1210201000		資産除去債務		2,732,052		0.064												

		1210202000		長期繰延税金負債		7,943,440		0		0		7,943,440				1210201100		長期繰延税金負債		7,943,440		0.188												

		1210203000		長期借入金		24,500,000		0		0		24,500,000				1210203000		長期借入金		24,500,000		0.581												

		1210200000		固定負債		0		0		0		0				**********																		

		1210000000		負債		0		0		0		0				**********																		

		1220101000		資本金		236,591,400		0		0		236,591,400				1220101000		資本金		236,591,400		5.61												

		1220102000		資本準備金		221,591,400		0		0		221,591,400				1220102000		資本剰余金		221,591,400		5.255												

		1220102001		その他の資本剰余金		3,449,996		0		0		3,449,996				1220102000		資本剰余金		3,449,996		0.081												

		1220103000		前期繰越利益		4,474,191,569		0		0		4,474,191,569				1220103000		利益剰余金		4,474,191,569		106.107												

		1220105000		当期純利益（P/L当期純利益）		0		0		-1,089,701,375		-1,089,701,375				1220103000		利益剰余金		-1,089,701,375		-25.842												

		1220104000		自己株式		-206,887,500		0		0		-206,887,500				1220104000		自己株式		-206,887,500		-4.906												

		1220100000		株主資本合計		0		0		0		0				**********																		

		1220201000		その他有価証券評価差額金		-4,388,448		0		0		-4,388,448				1220201000		その他有価証券評価差額金		-4,388,448		-0.104												

		1220202000		為替換算調整勘定		0		0		0		0				1220202000		為替換算調整勘定		0		0												

		1220200000		その他の包括利益累計額合計		0		0		0		0				**********																		

		1220300000		新株予約権		5,716,800		0		0		5,716,800				1220300000		新株予約権		5,716,800		0.135												

		1220400000		非支配株主持分		0		0		0		0				1220400000		非支配株主持分		0		0												

		1220000000		純資産		0		0		0		0				**********																		

		1200000000		負債・純資産		0		0		0		0				**********																		

		1300000000		調整科目		0		0		1,089,701,375		1,089,701,375				**********						25.842												





原価_0114時点

		単体＿売上原価推移 タンタイ ウリアゲゲンカ スイイ

				損益計算書売上原価 ソンエキケイサンショ ウリアゲゲンカ				上書き編集 ウワガ ヘンシュウ

								第15期4Q累計 ダイ キ ルイケイ		構成比 コウセイヒ		経費比率10/100判定にて実施 ケイヒヒリツ ハンテイ ジッシ

						売上原価 ウリアゲゲンカ		421,586,729

				売上原価明細（補助元帳より） ウリアゲゲンカ メイサイ ホジョモトチョウ



						ｼｽﾃﾑ維持費          

						ｼｽﾃﾑ維持費(10～20万)

						採用祝い金          

						ｱｿｼｴｲﾄ報酬          

						ﾄﾞﾒｲﾝ取得           

						ｿﾌﾄｳｴｱ償却          

						ｼｽﾃﾑ維持費(労務費)  

						ｼｽﾃﾑ維持費(間接費)  

						ｼｽﾃﾑ維持費(償却費)  

						計 ケイ

						Check

																※材料費以下を貼付け ザイリョウヒ イカ ハリツ

				売上原価明細書 ウリアゲゲンカ メイサイ ショ												Ⅰ　材　料　費

								第15期4Q累計								　当　期　材　料　費		0		0.00		0		0.00

				　労務費 ロウムヒ				56,197,744		13.3%						Ⅱ　労　務　費

				　経費 ケイヒ												　　給料手当		45,284,278		10.74		45,284,278		10.74

						ｼｽﾃﾑ維持費		86,503,722				23.7%				      その他		45,284,278		10.74		45,284,278		10.74

						採用祝い金		17,468,500				4.8%				　　賞与（製）		2,168,184		0.51		2,168,184		0.51

						入居祝い金 ニュウキョ イワ キン		650,000				0.2%				      その他		2,168,184		0.51		2,168,184		0.51

						ｱｿｼｴｲﾄ報酬		235,264,007				64.4%				　　賞与引当金繰入額		1,413,825		0.33		1,413,825		0.33

						ﾄﾞﾒｲﾝ取得		0				0.0%				      その他		1,413,825		0.33		1,413,825		0.33

						ｿﾌﾄｳｴｱ償却		0				0.0%				　　法定福利費		7,331,457		1.73		7,331,457		1.73

						ｲﾍﾞﾝﾄ運営費 ウンエイヒ		0				0.0%				      その他		7,331,457		1.73		7,331,457		1.73

						支払手数料 シハラ テスウリョウ		0				0.0%				　当期労務費		56,197,744		13.33		56,197,744		13.33

						減価償却費		11,738,511				3.2%				Ⅲ　経　費

						他勘定振替高※以下参照 タカンジョウフリカエダカ イカサンショウ						0.0%				　　ｼｽﾃﾑ維持費		86,503,722		20.51		86,503,722		20.51

				　（間接費からの配賦内訳） カンセツ ヒ ハイフ ウチワケ								0.0%				      ｵﾝﾌﾟﾚ		28,792,712		6.82		28,792,712		6.82

				8553		地代・家賃		3,198,060		OK		0.9%				      その他		57,711,010		13.68		57,711,010		13.68

				8554		水道光熱費		172,473				0.0%				　　祝い金		18,118,500		4.29		18,118,500		4.29

				8564		支払手数料 配賦 ハイフ		9,939,426				2.7%				      HR		17,468,500		4.14		17,468,500		4.14

				8576		減価償却費 配賦 ハイフ		454,286				0.1%				      その他		650,000		0.15		650,000		0.15

						振替 フリカエ		0				0.0%				　　ｱｿｼｴｲﾄ報酬		235,264,007		55.80		235,264,007		55.80

				経費計 ケイヒ ケイ				365,388,985		86.7%		100.0%				      その他		234,578,892		55.64		234,578,892		55.64

				当期総製造費用				421,586,729						-		      ﾘﾌﾞｾﾝｽｺﾈｸﾄ		685,115		0.16		685,115		0.16

						期首仕掛品棚卸高		0								　　減価償却費		11,738,511		2.78		11,738,511		2.78

						期末仕掛品棚卸高		0								      器具備品		5,342,753		1.26		5,342,753		1.26

				売上原価計 ウリアゲゲンカ ケイ				421,586,729								      ｿﾌﾄｳｴｱ		6,395,758		1.51		6,395,758		1.51

						Check		0								　　他勘定振替高		13,764,245		3.26		13,764,245		3.26

																      その他		13,764,245		3.26		13,764,245		3.26

																　当期経費		365,388,985		86.66		365,388,985		86.66

																　当期総製造費用		421,586,729		100.00		421,586,729		100.00

																　合　計		421,586,729		100.00		421,586,729		100.00

																　当期製品製造原価		421,586,729		100.00		421,586,729		100.00











>PL

		各種データ参照先 カクシュ サンショウ サキ

		全社P/L及びKPI ゼンシャ オヨ

				FY2016予算 ヨサン		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R9Tj8yx8l1nYGTKo-RBAcG7DUfBb41yq-1nFrHL8Zo4/edit#gid=741801007

				業績報告会 ギョウセキホウコクカイ		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QUftV3fhvJEFnR7tspvuHgHOCtQ-9yh6p_vHQFkVS4o/edit#gid=687033216

				KPIモニタリング		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QUftV3fhvJEFnR7tspvuHgHOCtQ-9yh6p_vHQFkVS4o/edit#gid=687033216

		事業別KPI ジギョウベツ

				JS		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XndiPetF5yVXxv51Di1MWS4X-pQswyqqk6xm8VJAJp4/edit?pli=1#gid=1173190979

				JL		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nxQ6MY8cx6guB8qrZdMIEjuI_GLNSlgXhgPkld6Tfns/edit#gid=1477444550

				TK		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y3mq4oqdC1qj84ogkwZd4_VMyXK20kDV-IKnEkcQt1Y/edit#gid=961384061

				DO		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CgIHSFVhGyMosWscf4r7gCd9R6CGZkKJWnXgicy6o4A/edit#gid=1071751300

				ieshil		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GZjZKE65QN0OtkNQFFN5nR9BgWQjpoiBqdFAzTyPobk/edit#gid=1548694197

				就活会議		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RPwS77saVavRXYz0TKQQdQCYH061hqV6X8gdLxvQxnY/edit#gid=1421790...

				futaril		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tLo9WA3lRNBWiNww4hGBQB7qAZZOOU2l7wQkZJLcWEQ/edit#gid=0

				治療ノート		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1g2FEJ7dOdAGYSfsFIv9H3MZ8MGP9kAqgIiTqgxToYPE/edit#gid=0

				waja		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EYCGN6R0rvEuAqWhqcBvbn-PwOI5lb50r3Uzy5ZW-ck/edit

				imitsu		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-P9mcO9B-8hlKjEeT8oMbYS-ZXNkmVnB2JPWaYGA6Wk/edit#gid=1941419951









https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QUftV3fhvJEFnR7tspvuHgHOCtQ-9yh6p_vHQFkVS4o/edithttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1QUftV3fhvJEFnR7tspvuHgHOCtQ-9yh6p_vHQFkVS4o/edithttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1R9Tj8yx8l1nYGTKo-RBAcG7DUfBb41yq-1nFrHL8Zo4/edit

PL base(Q_分析用)

		P/L（Qベース）

		科目名 カモクメイ						備考 ビコウ		ｺｰﾄﾞ				FY2011								FY2012								FY2013								FY2014								FY2015								FY2016								FY2017								FY2018								FY2019								FY2020										売上高
構成比 ウリアゲダカ コウセイヒ		YoY				QoQ								検算用 ケンザン ヨウ

														1Q11		2Q11		3Q11		4Q11		1Q12		2Q12		3Q12		4Q12		1Q13		2Q13		3Q13		4Q13		1Q14		2Q14		3Q14		4Q14		1Q15		2Q15		3Q15		4Q15		1Q16		2Q16		3Q16		4Q16		1Q17		2Q17		3Q17		4Q17		1Q18		2Q18		3Q18		4Q18		1Q19		2Q19		3Q19		4Q19		1Q20		2Q20		3Q20		4Q20						±		%		±		%				PL base(累計)★との差異 サイ		会計横計 カイケイ ヨコ ケイ		累計シートとの差異 ルイケイ サイ

		売上高 ウリアゲダカ								2010000000		●		197,245,821		291,989,996		307,656,230		337,605,401		425,117,868		598,122,746		570,597,116		670,204,905		856,469,356		1,245,442,446		1,087,311,297		1,066,929,957		987,730,726		1,140,986,095		1,101,899,366		1,048,894,258		1,034,020,680		1,264,877,582		1,325,908,105		1,444,551,542		1,284,153,585		1,377,667,291		1,341,456,073		1,363,296,459		1,394,442,608		1,714,192,028		1,630,736,929		1,611,399,117		1,744,237,575		1,775,881,704		1,704,556,885		1,567,236,848		1,531,190,133		1,629,344,812		1,548,434,951		1,480,862,259		1,350,989,919		1,003,339,002		883,020,936		841,561,337				-		(639,300,922)		-43.2%		(41,459,599)		-4.7%				TRUE		4,078,911,194		0

						ﾏｯﾊﾊﾞｲﾄ				-				116,763,282		191,427,536		189,660,326		198,551,490		216,145,019		320,783,444		296,125,917		365,846,784		417,196,779		694,692,776		600,494,055		540,763,428		475,179,088		600,953,202		573,002,323		582,178,491		543,602,326		671,266,723		590,696,651		682,012,071		509,014,213		612,512,619		551,483,045		556,320,052		477,735,313		640,773,953		553,924,352		546,987,753		490,862,076		618,229,502		562,129,204		537,331,349		501,712,668		691,459,910		724,725,974		724,093,599		761,704,495		493,373,977		513,695,615		514,353,208				61.1%		(209,740,391)		-29.0%		657,593		0.1%				TRUE		2,283,127,295		0

						転職ﾅﾋﾞ テンショク				-				34,834,894		44,435,394		51,819,340		58,929,182		78,128,118		136,626,638		134,302,159		161,076,488		210,634,660		342,595,287		302,655,930		321,895,900		260,746,954		336,746,162		328,338,908		274,586,241		264,331,305		339,032,433		335,977,781		352,598,486		306,238,755		357,952,334		343,130,304		324,678,850		297,043,161		394,409,408		347,388,630		388,838,737		358,311,506		393,487,003		336,205,873		353,040,753		290,904,292		318,060,216		255,135,490		259,144,454		200,413,533		198,385,117		134,314,774		120,749,077				14.3%		(138,395,377)		-53.4%		(13,565,697)		-10.1%				TRUE		653,862,501		0

						ｼﾞｮﾌﾞｾﾝｽ派遣				-				24,036,850		28,876,800		31,329,249		34,105,200		41,906,000		52,199,100		49,150,000		48,167,500		54,451,300		55,060,100		49,864,100		47,513,300		51,182,500		57,253,500		49,431,700		46,142,600		43,442,478		38,977,800		33,984,500		25,627,500		21,456,800		22,858,200		21,058,300		16,715,000		15,967,100		14,632,900		11,818,600		9,338,000		8,274,800		7,800,200		6,381,200		5,282,200		5,245,800		4,870,600		5,203,100		3,484,400		4,695,200		3,727,400		2,749,900		2,135,400				0.3%		(1,349,000)		-38.7%		(614,500)		-22.3%				TRUE		13,307,900		0

						転職会議				-				958,974		3,118,717		3,721,283		2,948,881		7,832,537		13,747,278		16,430,012		15,664,038		25,680,220		32,706,003		41,047,666		44,963,523		56,374,809		71,050,514		81,282,358		83,966,940		94,356,867		141,448,336		186,980,639		201,672,349		212,564,164		206,557,569		212,090,109		230,435,346		227,680,348		289,042,217		283,357,866		270,593,166		316,723,524		301,414,974		306,016,519		285,565,283		254,746,988		252,320,127		242,218,060		235,972,411		210,311,049		147,704,996		148,296,549		124,905,280				14.8%		(111,067,131)		-47.1%		(23,391,269)		-15.8%				TRUE		631,217,874		0

						転職ﾄﾞﾗﾌﾄ テンショク				-																																				0		0		0		0		0		2,000,000		13,960,000		14,969,277		24,980,000		28,980,000		27,510,000		36,400,000		59,200,000		44,550,000		71,400,000		79,000,000		72,201,430		87,700,000		58,600,940		50,789,092		48,700,000		58,700,000		47,800,000		42,050,000				5.0%		(8,739,092)		-17.2%		(5,750,000)		-12.0%				TRUE		197,250,000		0

						就活会議 シュウカツ カイギ				-																																								750,000		7,692,000		3,133,000		1,268,989		14,289,904		19,298,003		53,541,940		43,807,785		38,464,301		37,471,455		62,624,367		60,951,680		17,515,876		24,875,764		91,126,489		72,023,877		22,137,844		31,719,682		69,967,161		61,726,598		150,000		0				0.0%		(31,719,682)		-100.0%		(150,000)		-100.0%				TRUE		131,843,759		0

						ﾘﾌﾞｾﾝｽｺﾈｸﾄ																																																																(300,000)		(600,000)		(800,000)		(600,009)		(199,997)		3		3		1		0		0		0		0				0.0%		(1)		-100.0%		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

						door賃貸 チンタイ				-				15,516,300		20,321,700		25,167,800		32,160,000		69,093,200		53,469,900		58,040,200		65,355,800		133,766,800		112,933,800		87,469,600		106,071,200		125,043,000		69,923,000		64,998,500		57,160,999		82,237,054		64,222,307		47,781,653		55,443,668		89,773,138		38,569,493		45,094,602		47,239,992		109,329,176		89,072,287		127,535,550		124,941,550		209,033,800		141,472,100		200,556,150		215,348,000		256,872,515		156,294,385		191,767,800		125,412,871		0		0		0		0				0.0%		(125,412,871)		-100.0%		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

						IESHIL				-																																												78,353		1,500,988		4,653,820		8,938,624		11,767,410		20,243,375		36,912,501		23,337,501		24,962,311		22,084,531		26,537,865		35,122,797		34,390,401		19,840,972		32,761,986		26,676,897		29,620,638		24,576,290		25,409,471		25,278,367				3.0%		(1,398,530)		-5.2%		(131,104)		-0.5%				TRUE		104,884,766		0

						ﾌｨﾙﾗｲﾌ																																																																8,232,399		9,062,321		13,732,194		12,351,973		20,923,393		23,838,668		12,965,951		20,768,618		23,026,848		12,594,624		8,204,627		9,690,005				1.2%		(11,078,613)		-53.3%		1,485,378		18.1%				TRUE		53,516,104		0

						waja				-				-		-		-		-		-		-		-		-																						115,598,227		102,848,233		119,622,212		107,760,538		101,745,114		110,316,042		135,641,327		148,721,095		160,586,927		132,163,465		153,164,725		135,724,811		127,426,568		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0.0%		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

						新規事業 シンキ ジギョウ		2019から「新規事業」と「その他」に分けている ワ																																																																						497,154		77,054		58,803		44,234		995		0		0		0				0.0%		(44,234)		-100.0%		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		995		0

						その他 タ		2019から「新規事業」と「その他」に分けている ワ		-				5,135,521		3,809,849		5,958,232		10,910,648		12,012,994		21,296,386		16,548,828		14,094,295		14,739,597		7,454,480		5,779,946		5,722,606		19,204,375		5,059,717		4,845,577		4,858,987		6,050,650		9,929,983		14,138,654		17,157,235		22,272,950		26,686,561		33,950,875		34,385,273		40,756,833		44,509,008		43,238,202		41,327,490		53,148,067		41,704,582		37,455,436		19,918,738		2,769,000		2,859,000		2,859,000		2,756,000		2,550,000		2,550,000		2,400,000		2,400,000				0.3%		(356,000)		-12.9%		0		0.0%				TRUE		9,900,000		0

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ								2020000000		●		30,043,576		42,703,564		42,795,999		46,242,231		48,698,332		73,306,569		59,237,416		63,139,731		71,642,038		106,299,014		94,583,182		87,415,810		74,131,801		77,830,562		74,647,230		76,837,994		74,929,351		88,613,712		129,725,450		139,822,123		132,377,675		131,642,130		122,106,906		121,802,762		139,602,843		166,781,725		150,599,644		137,221,244		164,168,881		182,206,778		194,351,367		145,143,799		123,084,820		124,724,983		140,058,364		118,779,044		125,620,428		99,620,252		98,135,936		99,576,662				11.8%		(19,202,382)		-16.2%		1,440,726		1.5%				TRUE		422,953,278		0

				労務費 ロウムヒ				人件費等合計 ジンケンヒトウ ゴウケイ		-				1,722,060		1,796,010		1,799,981		1,868,673		1,868,673		2,919,595		3,427,479		3,575,136		6,771,954		7,633,550		10,073,362		10,492,483		8,215,438		9,314,670		10,611,382		10,118,948		9,377,315		7,182,669		9,759,573		11,382,128		11,040,551		10,658,979		12,130,716		8,853,498		8,772,290		12,409,164		12,662,467		10,965,903		10,970,794		9,159,722		11,502,518		9,662,079		13,892,234		12,688,953		14,513,115		14,803,384		13,958,543		15,257,497		13,740,129		13,241,575				1.6%		(1,561,809)		-10.6%		(498,554)		-3.6%				TRUE		56,197,744		0

						給料手当		人件費 ジンケン		2020200000																																												8,109,749		9,135,107		9,976,253		7,605,548		7,071,448		10,208,562		10,577,047		9,356,307		8,807,908		7,354,613		9,545,684		7,645,384		11,366,015		10,244,110		11,236,583		11,867,200		11,294,017		11,841,805		11,128,644		11,019,812				1.3%		(847,388)		-7.1%		(108,832)		-1.0%				TRUE		45,284,278		0

						雑給		人件費 ジンケン		2020210000																																												114,584						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0.0%		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

						賞与		人件費 ジンケン		2020300000																																																1,371,648		0		(48,800)		0		1,177,356		0		0		0		1,247,500		0		(62,100)		0		2,129,050		0		(67,020)		228,000		2,007,204		0				0.0%		0		ERROR:#DIV/0!		(2,007,204)		-100.0%				TRUE		2,168,184		0

						賞与引当金繰入額		人件費 ジンケン		2020400000																																												1,396,698		217,600		(697,173)		118,525		675,428		655,153		(630,709)		301,678		805,260		668,740		(652,300)		821,700		861,025		861,025		(618,544)		1,113,819		1,030,178		1,262,959		(1,266,136)		386,824				0.0%		(726,995)		-65.3%		1,652,960		-				TRUE		1,413,825		0

						法定福利費		人件費 ジンケン		2020500000																																												1,419,520		1,306,272		1,479,988		1,129,425		1,074,214		1,545,449		1,538,773		1,307,918		1,357,626		1,136,369		1,361,634		1,194,995		1,727,294		1,583,818		1,766,026		1,822,365		1,701,368		1,924,733		1,870,417		1,834,939				0.2%		12,574		0.7%		(35,478)		-1.9%				TRUE		7,331,457		0

						ｼｽﾃﾑ維持費		その他 タ		2020600000				3,135,492		3,165,992		3,140,233		3,437,351		3,546,283		3,420,336		4,492,989		5,017,760		5,145,381		7,936,933		11,338,472		8,607,446		8,292,836		9,239,149		9,776,787		10,477,916		10,941,640		11,527,087		12,423,493		10,924,873		10,692,762		11,744,159		16,282,498		17,412,749		20,401,261		24,359,356		22,296,259		22,511,638		24,531,986		27,596,541		26,917,099		33,345,071		27,842,102		28,612,307		28,356,476		25,384,796		21,613,317		22,514,133		21,026,122		21,350,150				2.5%		(4,034,646)		-15.9%		324,028		1.5%				TRUE		86,503,722		0

						採用祝い金		その他 タ		-				16,515,000		26,095,500		25,310,500		28,155,500		31,444,000		49,692,000		37,940,000		41,907,000		46,550,500		75,207,500		57,433,000		53,810,500		39,473,000		47,119,000		41,737,000		43,035,500		40,382,500		51,632,500		47,281,500		50,113,000		34,381,000		36,960,000		31,011,000		29,658,000		26,039,500		34,197,000		9,714,500		9,319,500		9,285,000		10,685,500		8,542,500		6,571,000		6,252,500		7,691,000		6,971,000		7,337,500		5,149,500		5,399,000		3,830,500		3,089,500				0.4%		(4,248,000)		-57.9%		(741,000)		-19.3%				TRUE		17,468,500		0

						入居祝い金 ニュウキョ イワ キン		その他 タ		-				34,000		112,000		167,000		93,000		145,000		158,000		120,000		143,000		280,000		745,000		1,550,000		1,320,000		1,295,000		925,000		510,000		465,000		1,210,000		4,505,000		2,590,000		1,755,000		2,925,000		1,615,000		1,206,000		1,785,000		2,845,000		4,575,000		3,315,000		2,745,000		3,240,000		3,360,000		2,775,000		5,170,000		5,320,000		5,050,000		3,785,000		4,410,000		650,000		0		0		0				0.0%		(4,410,000)		-100.0%		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		650,000		0

						ｱｿｼｴｲﾄ報酬		その他 タ		2020800000				6,120,471		9,390,131		9,446,949		8,605,200		7,949,340		11,164,819		7,779,320		7,869,691		4,680,238		6,610,223		4,108,633		3,470,872		2,656,070		3,073,597		2,947,559		3,966,110		6,278,802		7,723,066		7,316,406		20,277,648		21,332,216		15,876,013		16,131,580		15,650,063		17,522,860		20,161,090		25,177,672		29,513,235		47,501,010		70,444,659		89,860,549		77,823,547		63,174,980		63,866,187		78,454,103		58,945,380		77,047,257		48,952,681		52,100,249		58,530,369				7.0%		(415,011)		-0.7%		6,430,120		12.3%				TRUE		236,630,556		0

						ﾄﾞﾒｲﾝ取得		その他 ホカ		2020900000				534,089		74,401		594,317		1,797,116		2,108,887		4,037,974		2,844,917		1,688,688		1,919,830		360,887		62,573		30,001		2,573		0		551,839		164,968		173,942		1,908														3,730		(3,730)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0.0%		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

						ｿﾌﾄｳｴｱ償却		その他 ホカ		-				297,456		297,456		369,180		393,097		369,180		417,736		442,014		442,029		0		0		0		0		0		0		0		0		0																0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0.0%		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

						ｲﾍﾞﾝﾄ運営費 ウンエイヒ		その他 ホカ		2021700000																																0		0		0						865,403		1,099,174		246,325		405,601		0		0		0		4,603,902		0		0		0		0		375,000		0		0		0		0		0		0		0		0				0.0%		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

						支払手数料 シハラ テスウリョウ		その他 タ		2022000000																																																				2,160,000		3,860,000		4,050,000		4,050,000		2,250,000		2,250,000		2,310,000		2,310,000		0		0		0		0		0		0		0		0				0.0%		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

						減価償却費		その他 タ		2021300000				1,358,577		1,358,577		1,358,577		1,427,299		773,697		773,697		938,445		1,156,631		1,920,445		4,475,396		5,682,784		5,706,070		4,156,456		4,932,244		4,932,229		4,950,206		3,505,258		3,652,330		4,907,022		6,146,058		7,079,360		9,711,457		9,536,253		9,649,520		9,336,916		8,070,598		8,046,282		8,046,317		4,777,853		4,647,100		4,385,489		4,385,533		3,543,164		3,840,794		4,555,619		4,555,638		3,993,113		3,953,140		3,792,258		0				0.0%		(4,555,638)		-100.0%		(3,792,258)		-100.0%				TRUE		11,738,511		0

						仕入れ シイ		waja		2020100000																																								33,986,052		28,223,034		34,551,822		36,011,777		26,559,467		30,814,403		44,465,525		47,639,951		49,288,001		40,316,885		49,987,887		45,840,215		39,893,387		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0.0%		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

						商品評価損		waja		2021000000																																								561,655		(8,713)		1,392,025		304,071		572,317		3,613,746		887,352		1,022,694		961,882		837,308		987,255		440,626		104,014		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0.0%		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

						輸入諸掛		waja		2021100000																																								6,487,482		5,861,700		6,829,100		6,224,077		6,596,300		6,492,480		7,411,900		7,614,480		7,960,600		6,400,000		8,219,500		6,238,200		6,719,300		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0.0%		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

						期首商品棚卸高		waja		2021800000																																												4,620,935		5,438,283		5,508,543		5,975,890		10,167,324		0		0		0		12,354,779		0		0		2,755,272		0		0		0		0		0		0		0		0				0.0%		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

						期末商品棚卸高		waja		2021900000																																												(6,830,308)		(5,812,614)		(6,548,207)		(10,101,854)		(12,309,039)		63,618		(191,670)		114,808		(12,376,967)		(815,385)		(1,514,276)		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0.0%		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

				（間接費からの配賦内訳） カンセツ ヒ ハイフ ウチワケ						-																																																		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0.0%		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

						福利厚生費		その他 ホカ		-				13,064		13,363		17,571		23,764		21,376		34,546		53,382		57,072		98,685		127,645		155,532		207,192		94,585		112,362		104,622		148,404		85,042		56,680		79,565		76,104		13,355						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0.0%		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

						通勤交通費		その他 ホカ		-				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0.0%		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

						消耗品費		その他 ホカ		-				30,551		55,074		186,063		47,300		57,473		83,694		105,590		83,898		1,113,890		511,505		748,944		599,028		481,788		587,067		333,912		352,284		315,942		184,396		565,305		130,920		111,728								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0.0%		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

						地代・家賃		その他 ホカ		-				100,595		61,990		169,450		154,997		136,040		202,100		240,246		410,254		1,316,220		1,011,820		1,206,006		1,192,086		796,284		821,866		911,994		860,022		726,334		505,280		970,188		1,195,176		873,361		815,960		851,557		661,059		605,977		871,197		828,642		743,837		706,339		535,830		450,147		720,849		816,571		735,177		804,955		869,939		767,232		820,261		865,844		744,723				0.1%		(125,216)		-14.4%		(121,121)		-14.0%				TRUE		3,198,060		0

						賃借料		その他 ホカ		-				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0.0%		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

						保険料		その他 ホカ		-				957		866		742		715		2,229		8,175		8,854		9,478		19,000		17,380		19,650		18,306		12,982		13,071		13,950		11,928		15,030		6,224		9,140		10,416		9,146								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0.0%		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

						修繕費		その他 ホカ		-				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0.0%		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

						人材募集費		その他 ホカ		-				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0.0%		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

						租税公課		その他 ホカ		-				5,957		17,722		4,198		5,474		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0.0%		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

						減価償却費 配賦 ハイフ		その他 ホカ		-				29,058		61,654		30,317		37,424		27,909		43,582		259,698		241,892		262,375		227,220		385,122		292,794		182,248		201,831		234,732		223,692		160,476		113,340		345,113		313,912		223,667		218,408		240,303		189,374		282,148		311,580		108,315		84,356		70,366		73,070		92,088		85,338		90,503		87,325		87,308		98,882		83,958		96,964		217,322		56,042				0.0%		(42,840)		-43.3%		(161,280)		-74.2%				TRUE		454,286		0

						貸倒引当金繰入額		その他 ホカ		-				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0.0%		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

						旅費交通費		その他 ホカ		-				2,665		3,631		4,008		3,435		3,058		6,575		6,554		14,232		32,310		44,060		51,648		37,224		30,839		43,076		8,568		44,100		27,402		29,776		28,414		38,960		25,944								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0.0%		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

						通信費		その他 ホカ		-				29,741		33,061		31,513		30,090		37,559		53,433		61,326		70,764		156,485		149,765		223,194		284,952		150,356		200,832		206,664		200,436		138,494		116,788		197,121		297,024		199,504								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0.0%		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

						水道光熱費		その他 ホカ		-				13,014		8,608		21,597		12,442		13,197		20,537		30,132		21,908		61,785		49,335		92,772		84,276		52,512		49,583		75,414		63,276		54,978		42,820		92,805		89,640		56,595		49,097		65,856		43,854		37,799		54,197		64,441		50,940		50,475		36,175		59,796		36,524		59,220		48,145		64,708		56,959		47,436		37,033		48,216		39,788				0.0%		(17,171)		-30.1%		(8,428)		-17.5%				TRUE		172,473		0

						支払手数料 配賦 ハイフ		その他 ホカ		-				97,054		148,399		139,720		144,397		162,216		251,271		468,186		414,116		1,189,740		1,085,470		1,265,526		1,153,758		1,387,967		1,106,106		1,647,264		1,721,142		1,468,516		1,308,724		2,104,798		2,106,720		1,724,569		1,581,138		1,557,122		1,104,980		972,300		1,575,530		1,713,350		1,521,518		1,612,604		1,714,525		2,253,756		1,903,586		2,093,546		2,105,095		2,466,080		2,316,566		2,310,072		2,589,543		2,515,296		2,524,515				0.3%		207,949		9.0%		9,219		0.4%				TRUE		9,939,426		0

						広告宣伝費		広告宣伝費 コウコクセンデンヒ		-				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0.0%		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

						交際費		その他 ホカ		-				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0.0%		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

						図書費		その他 ホカ		-				2,730		2,649		1,094		2,773		2,148		3,914		4,354		4,600		13,835		9,860		14,214		11,730		10,218		6,702		8,400		10,326		9,510		2,300		5,071		4,016		6,888								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0.0%		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

						研修費		その他 ホカ		-				553		2,006		1,741		1,041		405		4,873		9,568		8,630		28,030		47,905		153,930		70,326		46,977		43,694		24,252		16,530		9,172		14,716		8,249		10,728		2,644								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0.0%		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

						研究開発費		その他 ホカ		-				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0.0%		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

						諸会費		その他 ホカ		-				380		4,333		1,199		902		1,925		5,478		1,590		1,542		3,245		7,200		7,158		4,986		3,392		6,492		1,812		1,710		3,260		3,524		3,243		6,352		3,836								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0.0%		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

						会議費		その他 ホカ		-				112		141		49		241		27,737		4,234		2,772		1,410		78,090		40,360		10,662		21,780		63,599		34,220		8,850		5,496		45,738		4,584		3,255		2,024		12,801								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0.0%		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

				経費計 ケイヒ ケイ						-				28,321,516		40,907,554		40,996,018		44,373,558		46,829,659		70,386,974		55,809,937		59,564,595		64,870,084		98,665,464		84,509,820		76,923,327		59,189,682		68,515,892		64,035,848		70,336,336		65,552,036		81,431,043		78,930,688		94,363,974		80,773,550		78,817,557		77,287,770		76,154,599		80,207,491		98,031,818		79,918,363		78,586,341		94,025,633		121,343,400		137,646,424		132,726,448		109,192,586		112,036,030		125,545,249		103,975,660		111,661,885		84,362,755		84,395,807		86,335,087				10.3%		(17,640,573)		-17.0%		1,939,280		2.3%				TRUE		366,755,534		0

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ								2030000000		●		167,202,245		249,286,432		264,860,231		291,363,170		376,419,536		524,816,177		511,359,700		607,065,174		784,827,318		1,139,143,432		992,728,115		979,514,147		913,598,925		1,063,155,533		1,027,252,136		972,056,264		959,091,329		1,176,263,870		1,196,182,655		1,304,729,419		1,151,775,910		1,246,025,161		1,219,349,167		1,241,493,697		1,254,839,765		1,547,410,303		1,480,137,285		1,474,177,873		1,580,068,694		1,593,674,926		1,510,205,518		1,422,093,049		1,408,105,313		1,504,619,829		1,408,376,587		1,362,083,215		1,225,369,491		903,718,750		784,885,000		741,984,675				88.2%		(620,098,540)		-45.5%		(42,900,325)		-5.5%				TRUE		3,655,957,916		0

		販売費及び一般管理費								2040000000		●		86,395,894		101,578,414		124,098,339		141,874,936		155,303,680		179,102,834		315,697,907		238,711,882		367,136,502		625,917,817		633,713,302		684,966,930		776,440,155		799,883,857		820,005,924		945,149,311		1,062,278,825		1,244,581,008		1,264,318,071		1,057,335,098		997,648,815		1,103,543,504		1,114,488,442		1,127,486,993		1,199,959,012		1,385,484,615		1,478,611,724		1,470,385,952		1,501,405,943		1,627,609,983		1,528,770,589		1,325,933,907		1,349,543,594		1,441,357,396		1,496,950,425		1,401,017,707		1,352,657,063		1,179,907,452		1,128,380,451		1,124,109,324				133.6%		(276,908,383)		-19.8%		(4,271,127)		-0.4%				TRUE		4,785,054,290		0

				人件費 ジンケンヒ				人件費等合計 ジンケンヒ トウ ゴウケイ		-				54,492,780		59,923,234		70,761,159		81,831,943		92,854,188		110,120,159		123,731,104		131,680,627		142,153,880		188,031,603		209,919,447		233,322,110		247,603,630		302,549,584		317,563,671		334,687,161		374,395,056		442,246,452		503,470,767		499,543,180		508,809,632		500,788,244		537,514,039		538,053,575		563,734,838		608,127,663		632,523,525		598,565,672		627,652,509		627,547,143		631,179,889		557,035,908		545,051,730		539,516,312		544,701,021		539,395,776		530,619,606		559,495,672		546,725,396		540,409,635				64.2%		1,013,859		0.2%		(6,315,761)		-1.2%				TRUE		2,177,250,309		0

						役員報酬		人件費 ジンケン		2040400000				12,660,000		12,660,000		12,660,000		12,660,000		12,660,000		12,660,000		12,660,000		12,660,000		12,660,000		12,660,000		12,660,000		12,660,000		12,660,000		14,460,000		11,060,000		9,210,000		12,510,000		11,160,000		14,650,000		8,897,346		18,757,300		19,035,900		19,035,900		19,068,850		19,035,900		17,970,000		18,030,000		1,950,000		13,980,000		13,980,000		13,980,000		13,980,000		13,980,000		11,580,000		11,580,000		11,580,000		11,580,000		11,580,000		11,580,000		11,580,000				1.4%		0		0.0%		0		0.0%				TRUE		46,320,000		0

						給料手当		人件費 ジンケン		2040500000				28,260,000		32,277,183		38,114,653		46,693,996		50,066,798		59,642,547		65,662,996		68,408,449		69,997,850		95,231,184		106,427,871		116,864,209		123,653,849		139,424,517		141,178,696		145,443,460		159,083,678		195,065,205		233,014,485		241,550,040		245,260,625		285,480,823		305,574,589		306,254,814		324,702,574		363,730,487		382,683,225		394,138,662		391,234,020		405,876,674		412,128,813		353,623,907		349,868,314		344,087,994		343,997,860		337,985,165		343,410,417		351,975,232		363,081,335		355,621,904				42.3%		17,636,739		5.2%		(7,459,431)		-2.1%				TRUE		1,414,088,888		0

						雑給		人件費 ジンケン		2040600000				6,052,658		7,120,906		10,213,472		10,832,599		14,249,465		15,666,285		18,430,109		20,297,282		25,492,502		30,047,257		30,858,668		36,343,939		42,314,830		64,481,087		76,262,774		84,221,761		86,493,985		98,519,050		109,792,007		111,828,321		104,557,194		106,677,975		109,770,019		105,731,860		98,357,440		99,943,970		99,804,996		93,367,973		86,579,365		83,577,105		84,434,441		74,642,381		70,146,029		76,189,344		77,842,244		82,730,622		76,531,683		78,009,727		77,569,307		76,268,673				9.1%		(6,461,949)		-7.8%		(1,300,634)		-1.7%				TRUE		308,379,390		0

						人材派遣費		その他 タ		2040900000				683,201		0		0		0		1,928,747		4,831,808		7,298,882		9,879,436		11,911,055		23,261,827		30,419,685		29,668,900		23,914,107		28,527,322		34,310,493		35,994,831		49,227,619		65,366,630		60,397,464		47,741,353		30,773,254		10,691,650		8,896,168		8,045,034		8,294,148		10,594,969		12,385,008		11,213,711		8,960,316		13,986,256		9,992,155		7,953,122		5,964,497		6,624,258		5,621,159		1,770,113		1,565,701		1,139,813		0		0				0.0%		(1,770,113)		-100.0%		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		2,705,514		0

						法定福利費		人件費 ジンケン		2041100000				5,139,127		5,923,608		7,244,149		8,489,287		9,547,528		10,631,270		12,263,387		12,681,817		14,002,408		17,102,318		19,234,408		22,008,722		25,515,220		31,047,865		32,057,291		34,652,427		37,748,206		44,322,250		51,460,856		55,737,681		57,333,621		59,737,936		62,636,387		64,501,970		66,065,530		71,867,232		72,895,704		70,628,767		74,239,968		73,507,577		70,209,991		66,267,554		65,956,389		65,385,249		64,006,892		64,925,132		62,898,404		67,479,872		65,258,868		66,993,855				8.0%		2,068,723		3.2%		1,734,987		2.7%				TRUE		262,630,999		0

						福利厚生費		人件費 ジンケン		2041200000				619,363		702,098		1,069,224		1,593,058		1,640,850		1,805,665		2,520,126		2,783,264		2,288,670		3,346,209		3,640,476		5,530,306		3,745,117		4,840,715		4,327,630		6,530,923		4,297,410		4,340,722		5,072,177		3,891,107		1,415,104		1,447,263		2,496,377		2,500,019		1,336,449		1,084,385		2,814,453		4,016,260		1,711,611		1,412,866		4,095,195		3,443,186		806,767		958,163		3,195,306		2,897,687		814,426		391,410		425,403		673,125				0.1%		(2,224,562)		-76.8%		247,722		58.2%				TRUE		2,304,364		0

						通勤交通費		人件費 ジンケン		2041300000				1,078,431		1,239,439		1,459,661		1,563,003		1,917,175		2,351,709		2,364,729		2,439,504		3,270,520		3,851,933		4,147,464		4,424,145		4,920,825		6,751,728		7,525,496		7,693,225		8,163,908		9,584,157		10,200,894		10,723,682		10,597,097		11,525,100		11,392,430		11,302,160		10,696,998		11,062,096		11,145,628		10,678,879		10,498,476		10,276,800		9,966,128		9,587,276		9,218,367		9,230,331		9,107,370		8,561,514		7,994,937		5,491,830		917,611		1,015,004				0.1%		(7,546,510)		-88.1%		97,393		10.6%				TRUE		15,419,382		0

						株式報酬費用		人件費 ジンケン		2041000000				0		0		0		0		843,625		2,530,875		2,530,875		2,530,875		2,530,875		2,530,875		2,530,875		2,530,875		2,024,700		1,012,350		1,012,350		1,012,350		674,900																0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0.0%		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

						賞与引当金繰入額		人件費 ジンケン		2040800000																				0		0		0		3,291,014		8,854,982		12,004,000		9,828,941		9,928,184		15,402,100		13,888,438		(9,662,958)		19,173,650		39,984,945		6,191,597		(22,334,609)		20,648,868		34,228,292		31,874,524		(23,780,805)		12,221,420		36,677,791		23,339,290		(29,716,482)		24,955,332		29,551,843		22,507,823		(20,778,583)		26,272,393		29,631,096		30,401,213		(27,148,161)		25,706,074				3.1%		(566,319)		-2.2%		52,854,235		-				TRUE		58,590,222		0

						賞与		人件費 ジンケン		2040700000																				0		0		0		0		0		0		0		0		793,250				28,545,842				130,492				40,046,778		0		1,017,507		0		56,545,316		350,000		3,770,962		1,590,575		56,089,648		2,583,150		(440,476)		2,953,150		50,128,773		2,673,150		(3,807,058)		13,026,575		55,041,033		2,551,000				0.3%		(122,150)		-4.6%		(52,490,033)		-95.4%				TRUE		66,811,550		0

						人材募集費		その他 タ		2041400000				3,069,744		2,688,000		4,870,800		9,659,754		6,673,684		8,506,002		4,998,002		2,049,334		10,015,775		22,376,375		21,129,084		16,336,097		14,214,670		25,748,000		16,238,751		27,097,700		27,485,766		38,279,974		32,079,696		29,019,555		16,696,332		24,259,983		16,064,751		25,150,780		21,776,240		31,973,931		43,678,412		32,035,627		14,417,622		27,713,151		26,195,531		20,625,455		18,516,431		24,038,068		18,560,559		14,690,368		21,418,211		10,834,805		7,945,489		6,447,049				0.8%		(8,243,319)		-56.1%		(1,498,440)		-18.9%				TRUE		46,645,554		0

						広告宣伝費		広告宣伝費 コウコクセンデンヒ		2040300000				6,224,584		9,038,556		6,337,234		8,231,703		9,383,809		15,384,194		122,159,531		26,647,001		108,738,355		312,361,268		282,629,843		300,930,296		349,399,561		279,836,346		287,895,977		365,797,961		424,304,813		510,047,669		397,576,830		241,497,320		205,176,331		317,489,791		296,221,759		314,020,135		347,469,724		438,581,764		510,522,847		551,211,006		559,015,117		619,726,930		512,859,238		457,030,997		535,561,239		610,082,768		656,507,134		564,704,683		523,253,321		342,388,004		302,236,689		327,161,509				38.9%		(237,543,174)		-42.1%		24,924,820		8.2%				TRUE		1,495,039,523		0

						販売促進費		その他 タ		2040100000				1,269,247		1,773,832		1,121,972		589,708		1,554,260		793,027		418,548		3,974,195		1,950,056		8,590,360		14,742,785		26,231,517		26,857,034		47,389,299		40,189,015		39,806,520		55,751,893		42,364,723		32,064,706		33,328,771		24,208,757		15,820,812		20,922,879		19,130,324		14,220,266		7,569,674		6,252,971		8,671,496		3,196,198		2,031,015		884,116		1,795,070		2,342,297		993,575		829,557		757,092		0		0		0		0				0.0%		(757,092)		-100.0%		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

						消耗品費		その他 タ		2042400000				1,454,551		2,917,545		10,988,308		3,202,111		4,401,200		4,587,377		4,949,297		4,089,007		25,496,294		13,416,849		17,730,384		15,793,287		19,379,667		24,653,844		14,086,852		15,513,746		16,301,410		13,971,172		29,445,505		6,764,635		7,384,232		4,847,866		7,204,170		3,420,417		5,187,699		14,415,598		5,708,628		11,643,087		4,013,577		5,682,919		5,623,873		8,341,228		1,708,824		4,866,970		3,014,738		2,281,121		5,122,966		1,556,873		1,455,854		3,865,199				0.5%		1,584,078		69.4%		2,409,345		165.5%				TRUE		12,000,892		0

						地代家賃		その他 タ		2041800000				4,758,171		3,160,656		10,323,264		10,323,252		10,323,252		10,323,252		11,330,400		20,024,636		30,266,521		26,489,722		28,175,217		31,546,203		31,546,203		35,402,421		38,858,460		39,180,939		38,563,416		39,846,407		51,472,866		54,892,437		48,587,707		50,746,223		51,391,889		51,465,864		52,567,939		52,712,676		49,534,173		47,672,104		50,084,134		53,851,279		53,878,571		49,649,289		48,888,382		48,471,927		49,074,851		49,989,076		49,753,686		49,222,308		49,596,469		42,225,090				5.0%		(7,763,986)		-15.5%		(7,371,379)		-14.9%				TRUE		190,797,553		0

						保険料		その他 タ		2042000000				45,252		45,252		45,248		47,556		170,889		417,555		417,561		461,327		439,463		454,962		458,458		484,144		508,678		557,704		601,687		524,719		725,191		476,233		548,706		590,677		584,459		560,190		560,192		564,945		751,112		651,216		645,216		660,327		704,117		619,913		645,873		518,795		736,088		456,285		461,665		459,673		547,977		555,905		447,265		446,438				0.1%		(13,235)		-2.9%		(827)		-0.2%				TRUE		1,997,585		0

						租税公課		その他 タ		2042700000				291,000		965,750		251,900		4,765,780		1,788,700		3,334,200		2,716,400		3,606,312		3,627,700		5,302,788		4,681,979		4,158,534		3,026,400		4,005,750		2,658,112		3,031,595		2,711,600		5,378,177		5,365,769		6,891,243		7,415,093		8,798,937		8,041,026		1,394,438		9,752,850		13,107,447		11,529,299		(6,238,735)		9,737,109		10,259,185		2,986,297		13,013,218		8,414,956		10,541,266		6,621,146		29,780,120		5,845,291		5,975,825		13,495,944		5,182,303				0.6%		(24,597,817)		-82.6%		(8,313,641)		-61.6%				TRUE		30,499,363		0

						減価償却費		その他 タ		2043300000				1,377,272		3,349,451		1,873,879		2,499,864		2,120,410		2,185,442		12,233,235		11,767,427		6,056,151		5,948,081		9,005,993		7,750,944		7,242,159		8,616,455		9,715,030		9,817,260		8,198,899		8,673,874		16,683,529		14,813,741		13,058,516		13,607,580		13,817,201		14,234,713		28,213,674		27,439,815		9,764,955		8,864,784		6,639,325		7,580,199		7,942,519		6,020,834		5,334,755		5,683,203		5,299,206		5,653,653		5,353,552		5,722,540		12,221,546		3,119,387				0.4%		(2,534,266)		-44.8%		(9,102,159)		-74.5%				TRUE		26,417,025		0

						貸倒引当金繰入額		その他 タ		2043100000				1,347,551		2,288,131		255,997		1,124,053		1,788,567		509,278		325,906		3,219,063		2,319,801		1,060,459		608,453		1,494,243		1,818,335		1,111,438		791,001		7,366,987		5,426,028		10,517,460		9,917,263		(21,457,440)		515,446		1,103,680		2,411,315		3,261,499		575,948		1,428,820		4,870,311		(4,254,425)		542,429		792,838		(805,515)		338,831		1,093,555		498,707		683,229		(109,011)		2,594,615		(1,765,242)		400,679		(376,445)				-0.0%		(267,434)		-		(777,124)		-				TRUE		853,607		0

						旅費交通費		その他 タ		2042200000				125,439		191,310		244,119		230,137		235,200		315,568		307,501		692,822		754,600		1,155,428		1,212,349		969,375		1,163,936		1,818,973		1,478,847		2,645,730		1,598,741		2,281,804		3,004,717		3,292,622		3,094,015		3,838,782		6,492,274		9,718,349		7,267,815		8,388,493		8,481,167		9,309,689		6,335,504		12,527,117		12,466,680		8,568,144		4,356,857		3,509,885		2,836,758		2,692,749		1,990,121		163,887		697,482		571,462				0.1%		(2,121,287)		-78.8%		(126,020)		-18.1%				TRUE		3,422,952		0

						通信費		その他 タ		2042300000				1,410,361		1,737,727		1,916,445		2,004,681		2,862,225		2,832,487		2,894,566		3,446,813		3,626,572		3,915,812		5,203,399		7,574,366		5,942,432		8,631,536		8,586,229		8,859,587		7,186,747		8,966,760		12,411,806		16,264,218		14,447,968		12,517,405		14,253,688		13,613,489		14,386,527		13,896,066		14,038,668		12,734,175		13,345,969		16,069,100		16,473,486		8,794,805		7,805,622		8,395,299		8,330,874		6,836,978		6,526,349		7,825,023		8,042,911		7,643,225				0.9%		806,247		11.8%		(399,686)		-5.0%				TRUE		30,037,508		0

						水道光熱費		その他 タ		2041900000				614,715		453,782		1,322,975		828,741		1,008,262		1,016,603		1,422,835		1,065,932		1,431,185		1,292,531		2,169,489		2,214,148		2,108,915		2,157,182		3,121,584		2,843,158		2,876,996		3,290,405		4,992,602		4,311,080		3,364,117		3,264,984		4,146,756		3,594,032		3,485,578		3,475,422		4,408,833		3,620,616		3,865,630		4,125,011		4,929,464		3,650,398		3,622,687		3,202,393		3,961,439		3,312,774		3,114,441		2,296,967		2,809,012		2,294,539				0.3%		(1,018,235)		-30.7%		(514,473)		-18.3%				TRUE		10,514,959		0

						支払手数料		その他 タ		2042600000				4,581,883		7,780,767		8,522,788		9,634,154		12,372,002		12,679,236		22,048,436		20,162,141		27,491,324		28,383,869		29,516,230		30,522,918		55,846,548		47,611,174		68,715,337		75,857,173		77,403,850		100,358,096		130,685,817		118,411,510		116,681,591		117,503,988		111,837,676		104,218,945		107,590,517		135,279,789		142,606,376		157,862,769		166,081,700		200,944,471		215,885,684		152,232,527		127,463,043		143,713,719		158,230,312		139,927,011		155,964,337		158,863,720		146,493,359		145,134,561				17.2%		5,207,550		3.7%		(1,358,798)		-0.9%				TRUE		606,455,977		0

						交際費		その他 タ		2041600000				355,054		441,374		571,574		564,669		425,397		480,218		648,651		1,491,047		1,314,672		2,061,513		2,188,305		2,332,946		3,306,354		2,861,826		2,661,880		3,046,936		2,762,725		3,894,690		4,121,577		3,173,099		2,227,615		3,479,600		6,357,830		6,312,852		4,047,748		5,630,208		6,978,668		6,987,517		5,782,215		10,053,337		8,033,679		7,739,463		4,932,071		5,618,675		6,270,178		6,640,936		2,886,687		356,398		907,362		2,163,880				0.3%		(4,477,056)		-67.4%		1,256,518		138.5%				TRUE		6,314,327		0

						図書費		その他 タ		2041700000				128,170		139,805		67,250		187,649		159,386		226,490		205,809		223,706		319,417		256,700		333,686		307,926		411,139		290,983		361,543		468,911		526,556		176,820		372,196		345,204		453,839		198,771		358,664		415,814		545,730		227,134		223,682		225,903		393,122		392,077		360,295		251,722		277,270		241,600		331,535		288,426		267,226		161,553		144,653		188,830				0.0%		(99,596)		-34.5%		44,177		30.5%				TRUE		762,262		0

						研修費		その他 タ		2042900000				25,716		102,859		102,764		68,908		30,002		217,478		450,671		418,670		656,052		1,262,933		3,634,148		1,856,076		1,875,084		1,889,780		1,024,045		731,365		506,713		1,108,912		453,067		552,703		202,954		252,966		576,578		340,948		560,734		1,748,428		1,542,120		2,825,649		4,292,971		2,219,009		2,560,707		565,351		1,369,487		1,927,929		475,496		969,208		4,904,931		4,176,698		2,381,372		2,998,915				0.4%		2,029,707		209.4%		617,543		25.9%				TRUE		14,461,916		0

						諸会費		その他 タ		2042800000				18,000		221,000		74,762		60,000		141,667		285,000		75,000		75,000		75,000		190,000		165,000		125,000		125,000		275,000		86,085		75,565		171,740		271,476		167,590		288,529		221,164		539,801		215,001		215,001		264,997		619,798		231,998		248,330		365,004		669,796		344,996		265,006		605,007		759,799		354,999		355,001		635,004		659,796		354,996		354,996				0.0%		(5)		-0.0%		0		0.0%				TRUE		2,004,792		0

						会議費		その他 タ		2041500000				5,297		7,191		3,048		15,824		2,135,998		271,395		130,610		68,389		1,854,875		1,028,798		248,051		573,445		3,113,172		1,523,208		366,271		240,929		3,127,078		352,719		470,119		427,285		1,255,162		373,050		534,681		542,470		897,417		325,518		546,689		251,399		992,569		168,947		303,199		34,787		642,065		201,913		299,409		336,563		679,119		9,936		10,716		0				0.0%		(336,563)		-100.0%		(10,716)		-100.0%				TRUE		699,771		0

						貸倒損失		その他 タ		2043200000				538,000		341,200		148,952		432,000		368,500		617,811		145,356		224,647		60,373		328,115		39,290		474,825		198,448		1		906,145		1,905,256		2,490,556		1,388,815		(295,358)		21,599,192		1,363,092		641,526		1,088,544		740,691		1,397,883		869,925		2,338,756		789,576		744,270		1,277,220		479,414		749,952		692,758		212,976		362,405		1,451,215		427,332		493,571		377,953		1,251,145				0.1%		(200,070)		-13.8%		873,192		231.0%				TRUE		2,550,001		0

						支払報酬		その他 タ		2043000000				4,589,538		4,788,252		4,903,163		6,037,444		4,999,354		5,034,826		5,870,062		6,451,020		6,099,919		6,325,561		4,978,463		5,903,954		6,469,082		6,104,735		7,466,450		9,024,692		9,886,071		10,146,190		17,266,825		10,111,686		9,487,213		10,163,815		11,710,858		13,768,378		11,416,157		13,861,240		14,271,719		20,398,804		15,832,294		15,012,805		15,501,474		19,123,811		19,632,040		18,024,387		19,751,334		19,342,352		20,371,211		20,840,132		20,734,887		23,180,250				2.8%		3,837,898		19.8%		2,445,363		11.8%				TRUE		85,126,480		0

						間接費配賦勘定		その他 タ		2043600000				(326,431)		(777,260)		(609,262)		(464,995)		(493,272)		(1,034,764)		(1,781,574)		(3,127,234)		(7,611,483)		(4,315,910)		(5,056,751)		(5,935,424)		(5,716,292)		(3,226,902)		(3,580,434)		(3,659,346)		0																0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0.0%		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

						発送費 ハッソウヒ		その他 タ		-																				0		0		0		0		0		75,520		213,386		214,907		0																0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0.0%		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

						リース料 リョウ		その他 タ		2042500000																				0		0		0		0		0		0		0		69,860		209,580		209,580		903,780		1,231,240		1,308,630		1,508,590		2,666,500		2,842,878		3,647,377		4,800,123		7,493,431		5,602,522		6,921,355		8,065,022		9,545,209		9,588,316		10,496,430		10,399,740		9,992,580		11,261,943		10,381,080		10,073,081		10,900,417		9,847,356				1.2%		(1,414,587)		-12.6%		(1,053,061)		-9.7%				TRUE		41,201,934		0

						雑費 ザッピ		その他 タ		2043500000																				0		0		0		0		0		0		0		0		(332,600)		332,600		148,444		453,359		115,698		247,668		100,171		466,456		200,242		353,867		419,280		698,060		451,203		281,499		495,910		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0.0%		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

						のれん代償却 ダイ ショウキャク		その他 タ		2043610000																																								10,989,252		10,989,252		10,989,252		10,989,252						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0.0%		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

		営業損益 エイギョウ ソンエキ								2050000000		●		80,806,351		147,708,018		140,761,892		149,488,234		221,115,856		345,713,343		195,661,793		368,353,292		417,690,816		513,225,615		359,014,813		294,547,217		137,158,770		263,271,676		207,246,212		26,906,953		(103,187,496)		(68,317,138)		(68,135,416)		247,394,321		154,127,095		142,481,657		104,860,725		114,006,704		54,880,753		161,925,688		1,525,561		3,791,921		78,662,751		(33,935,057)		(18,565,071)		96,159,142		58,561,719		63,262,433		(88,573,838)		(38,934,492)		(127,287,572)		(276,188,702)		(343,495,451)		(382,124,649)				-45.4%		(343,190,157)		-		(38,629,198)		-				TRUE		(1,129,096,374)		0

						ﾏｯﾊﾊﾞｲﾄ																																														287,823,975		171,604,213		189,444,947		142,926,039		119,909,583		39,557,595		142,999,073		68,100,765		34,262,346		21,691,274		41,901,728		9,096,947		61,577,366		34,265,238		93,561,329		50,505,320		106,800,945		100,329,254		33,305,761		35,351,129		1,939,524				0.2%		(104,861,421)		-98.2%		(33,411,605)		-94.5%				TRUE		170,925,668		0

						転職ﾅﾋﾞ テンショク																																														133,053,944		119,266,364		173,781,757		158,749,992		145,395,551		101,611,466		155,622,695		77,307,173		133,880,097		69,307,603		133,151,938		152,153,966		173,970,326		58,792,060		84,854,178		39,579,952		59,383,676		(16,513,444)		(42,140,226)		(55,541,184)		(69,417,320)				-8.2%		(128,800,996)		-		(13,876,136)		-				TRUE		(183,612,174)		0

						ｼﾞｮﾌﾞｾﾝｽ派遣																																														24,626,397		20,454,973		21,942,334		20,335,094		16,228,173		15,410,033		14,159,986		11,554,187		9,054,586		7,994,881		7,606,700		6,198,700		5,151,200		5,145,300		4,819,600		5,100,100		3,426,900		4,566,681		3,648,400		2,719,400		2,126,740				0.3%		(1,300,160)		-37.9%		(592,660)		-21.8%				TRUE		13,061,221		0

						転職会議																																														110,070,048		126,275,895		115,838,177		98,538,840		110,503,047		109,979,188		159,225,492		121,232,544		98,492,152		161,622,717		133,953,103		119,417,588		46,618,125		67,072,690		97,253,723		105,145,834		126,422,683		107,253,174		34,865,072		41,087,429		27,601,674				3.3%		(98,821,009)		-78.2%		(13,485,755)		-32.8%				TRUE		210,807,349		0

						転職ﾄﾞﾗﾌﾄ																																																(2,922,190)		(10,831,990)		(4,625,918)		(1,236,808)		3,650,031		2,998,402		(5,089,074)		2,444,072		22,568,663		8,330,864		33,110,896		39,978,930		33,208,291		44,960,906		13,563,642		5,356,052		4,172,416		17,798,541		6,515,300		1,500,113				0.2%		(3,855,939)		-72.0%		(5,015,187)		-77.0%				TRUE		29,986,370		0

						就活会議 シュウカツ カイギ																																														(17,165,384)		(14,036,091)		(24,119,807)		(10,670,771)		5,986,152		30,195,381		8,300,180		(3,010,679)		(10,583,843)		18,828,740		15,853,968		(27,902,322)		(19,388,020)		47,572,875		13,889,518		(29,162,983)		(12,380,245)		28,781,126		25,792,276		(13,437,640)		(407,874)				-0.0%		11,972,371		-		13,029,766		-				TRUE		40,727,888		0

						ﾘﾌﾞｾﾝｽｺﾈｸﾄ																																																																(24,261,409)		(56,119,504)		(36,702,001)		18,403,953		60,582		53,298		60,970		61,030		45,801		60,828		60,990		55,629				0.0%		(5,401)		-8.8%		(5,361)		-8.8%				TRUE		223,248		0

						door賃貸 チンタイ																																														3,608,092		34,085,022		(7,908,006)		2,872,628		4,163,490		45,631,669		19,541,187		50,901,223		53,595,253		108,569,832		52,323,566		100,312,483		90,517,714		120,034,601		47,499,486		58,987,653		19,269,811		(1,441,151)		(130,000)		0		4,364				0.0%		(19,265,447)		-100.0%		4,364		ERROR:#DIV/0!				TRUE		(1,566,787)		0

						IESHIL																																																(27,115,805)		(23,820,858)		(24,267,457)		(18,966,023)		(15,221,218)		(13,952,132)		(5,256,428)		(23,401,613)		(15,399,608)		(16,738,745)		(10,251,102)		(5,008,355)		(5,160,748)		(11,476,636)		(17,139,468)		(13,044,768)		(21,235,342)		(21,602,496)		(12,009,482)		(9,348,217)				-1.1%		3,696,551		-		2,661,265		-				TRUE		(64,195,537)		0

						ﾌｨﾙﾗｲﾌ																																																																(16,889,857)		(21,127,981)		(13,098,287)		(15,584,254)		(9,531,612)		(13,886,454)		(13,750,222)		(8,904,232)		(9,271,786)		(14,770,581)		(14,560,116)		(13,319,281)				-1.6%		(4,415,049)		-		1,240,835		-				TRUE		(51,921,764)		0

						waja																																												(16,224,602)		(22,660,422)		(19,184,456)		(23,807,457)		(10,816,800)		(4,582,323)		3,634,326		5,999,340		3,974,368		(10,925,739)		(7,863,554)		(14,043,888)		(36,454,768)		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0.0%		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

						新規事業 シンキ ジギョウ		2019から「新規事業」と「その他」に分けている ワ																																																																						(11,586,335)		(11,413,831)		(2,503,467)		(10,400,515)		(19,289,470)		(19,873,612)		(46,505,887)		(50,655,601)				-6.0%		(40,255,086)		-		(4,149,714)		-				TRUE		(136,324,570)		0

						その他 タ		2019から「新規事業」と「その他」に分けている ワ						658,749		(555,063)		1,870,575		4,322,720		(76,440)		4,691,444		594,451		1,214,378		1,894,054		(5,858,386)		(9,949,352)		(9,324,386)		3,240,367		(9,413,620)		(20,128,538)		(27,456,530)		(33,578,293)		(31,141,245)		(42,743,303)		(39,537,175)		(14,692,504)		(13,221,389)		(12,161,877)		(10,141,487)		2,675,223		(65,741)		(4,582,518)		(3,672,653)		1,235,342		(7,635,718)		(17,677,071)		(5,497,385)		2,769,000		2,859,000		2,859,000		2,756,000		2,550,000		2,550,000		2,400,000		2,400,000				0.3%		(356,000)		-12.9%		0		0.0%				TRUE		9,900,000		0

				全社費用 ゼンシャ ヒヨウ						-				58,014,040		64,053,412		84,582,433		95,631,341		78,924,160		85,488,993		100,219,264		120,862,422		(160,829,753)		(176,148,703)		(198,349,680)		(216,470,377)		(239,108,254)		(266,292,120)		(217,210,418)		(233,996,065)		(227,763,057)		(257,094,657)		(283,962,870)		(232,425,154)		(239,608,326)		(254,816,051)		(256,019,045)		(253,252,651)		(282,242,941)		(332,902,794)		(313,606,000)		(279,352,737)		(268,741,873)		(311,391,088)		(296,770,100)		(294,580,458)		(284,080,223)		(289,711,684)		(301,820,169)		(317,681,829)		(307,234,831)		(295,692,665)		(289,575,390)		(274,604,400)				-32.6%		43,077,429		-		14,970,990		-				TRUE		(1,167,107,286)		0

				（営業外損益内訳） エイギョウガイ ソンエキ ウチワケ						-																																																																																						0.0%		0		-		0		-				TRUE		0		0

				営業外収益 エイギョウ ガイ シュウエキ						2060000000				30,700		3,606		37,626		231,410		98,689		6,083		2,708,884		2,085		759,956		85,519		353,280		150,836		290,979		11,500		394,106		3,167,929		599,135		2,495,266		9,136,611		4,963,938		5,544,539		8,108,139		19,311,469		32,104,314		35,504,534		54,979,539		65,336,781		93,180,184		29,844,240		17,013,459		18,831,225		82,114,861		34,018,775		34,035,520		19,143,115		19,156,875		7,209,080		3,216,955		52,976,010		47,286,187				5.6%		28,129,312		146.8%		(5,689,823)		-10.7%				TRUE		110,688,232		0

				営業外費用 エイギョウ ガイ ヒヨウ						2070000000				0		0		2,162,000		8,861,900		0		0		6,243,000		13,805,600		0		0		0		0		0		0		0		0		3,179,964		1,836,338		569,167		203,343		3,617,207		3,045,439		391,531		(1,153,545)		8,697,787		124,695		40,497		5,044,489		2,371,878		(15,092)		14,655		6,285,385		6,263,085		35,735		39,391		23,564		12,432,372		1,060,584		381,777		62,583				0.0%		39,019		165.6%		(319,194)		-83.6%				TRUE		13,937,316		0

		経常損益 ケイジョウ ソンエキ								2080000000		●		80,837,051		147,711,624		138,637,518		140,857,744		221,214,545		345,719,426		192,127,677		354,549,777		418,450,772		513,311,134		359,368,093		294,698,053		137,449,749		263,283,176		207,640,318		30,074,882		(105,768,325)		(67,658,210)		(59,567,972)		252,154,916		156,054,427		147,544,357		123,780,663		147,264,563		81,687,500		216,780,532		66,821,845		91,927,616		106,135,113		(16,906,506)		251,499		171,988,618		86,317,409		97,262,218		(69,470,114)		(19,801,181)		(132,510,864)		(274,032,331)		(290,901,218)		(334,901,045)				-39.8%		(315,099,864)		-		(43,999,827)		-				TRUE		(1,032,345,458)		0

				特別利益 トクベツ リエキ						2090000000				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		34,335,000				5,285,778										0		0		0		0		0		0		27,772,379		0		0		0		0		1,681,238,557		0		0		0		0				0.0%		(1,681,238,557)		-100.0%		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

				特別損失 トクベツ ソンシツ						2100000000				1,429,245		6,755,419		1,533,805		0		0		0		0		4,028,580		3,800,258		0		0		9,129,309		0		0		6,054,017		0		0						5,335,692				318,058,949		236,800		29,457,198		0		0		0		22,249,820		0		0		0		1,143,470		0		0		0		801,200		0		0		66,297,580		9,088,129				1.1%		8,286,929		1034.3%		(57,209,451)		-86.3%				TRUE		75,385,709		0

		税引前当期純利益 ゼイビ マエ トウキ ジュンリエキ								2110000000		●		79,407,806		140,956,205		137,103,713		140,857,744		221,214,545		345,719,426		192,127,677		350,521,197		414,650,514		513,311,134		359,368,093		285,568,744		137,449,749		263,283,176		201,586,301		30,074,882		(105,768,325)		(33,323,210)		(59,567,972)		252,105,002		156,054,427		(170,514,592)		123,543,863		117,807,365		81,687,500		216,780,532		66,821,845		69,677,796		106,135,113		(16,906,506)		28,023,878		170,845,148		86,317,409		97,262,218		(69,470,114)		1,660,636,176		(132,510,864)		(274,032,331)		(357,198,798)		(343,989,174)				-40.9%		(2,004,625,350)		-		13,209,624		-				TRUE		(1,107,731,167)		0

				法人税等 ホウジンゼイ ナド						2120100000				32,972,354		68,917,870		58,221,632		79,134,952		91,808,585		171,660,215		93,537,759		181,557,250		165,699,687		250,350,350		147,859,069		41,855,650		36,977,757		112,140,000		65,897,559		4,399,200		274,836		(199,196)		270,385		73,248,320		47,538,273		67,487,900		43,859,432		46,471,427		19,226,871		76,592,738		31,419,223		5,413,896		32,767,958		30,842,664		(62,304,918)		64,392,200		24,032,194		46,687,100		(26,365,393)		520,177,200		58,561		429,100		432,256		(124,220,477)				-14.8%		(644,397,677)		-		(124,652,733)		-				TRUE		(123,300,560)		0

				法人税等調整額 ホウジンゼイ ナド チョウセイ ガク						2120200000				313,862		(10,106,578)		(848,519)		(4,171,641)		7,468,514		(13,260,631)		(333,759)		(20,701,692)		14,213,860		(23,156,548)		8,290,732		(16,045,198)		18,377,983		(10,502,217)		15,553,001		(5,739,308)		(33,635,796)		10,220,210		(19,820,194)		15,162,578		12,184,005		(6,673,800)		4,268,179		(8,901,744)		(196,271)		(9,231,826)		(190,463)		(4,743,036)		11,859,888		(2,776,625)		(1,965,357)		7,718,898		10,469,141		(12,137,483)		11,179,412		(33,082,923)		97,327,328		0		0		7,943,440				0.9%		41,026,363		-		7,943,440		ERROR:#DIV/0!				TRUE		105,270,768		0

		当期（四半期）純利益 トウキ シ ハンキ ジュンリエキ								2130000000																																120,135,741		31,414,990		(72,407,365)		(43,344,224)		(40,018,163)		163,694,104		96,332,149		(231,328,692)		75,416,252		80,237,682		62,656,900		149,419,620		35,593,085		69,006,936		61,507,267		(44,972,545)		92,294,153		98,734,050		51,816,074		62,712,601		(54,284,133)		1,173,541,899		(229,896,753)		(274,461,431)		(357,631,054)		(227,712,137)				-27.1%		(1,401,254,036)		-		129,918,917		-				TRUE		(1,089,701,375)		0

		非支配株主に帰属する損益 ヒ シハイ カブヌシ キゾク ソンエキ								2130100000																																								(441,719)		(2,493,304)		(893,511)		(5,233,161)		(1,826,464)		210,780		2,367,751		2,882,362		2,285,904		2,286,844		(17,298,393)		(31,037,136)		(21,631,941)		(7,658,335)		(4,692,439)		(6,826,376)		(4,717,356)		0		0		0		0		0				0.0%		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

		親会社株主に帰属する損益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク ソンエキ								2150000000		●		46,121,590		82,144,913		79,730,600		65,894,433		121,937,446		187,319,842		98,923,677		189,665,639		234,736,967		286,117,332		203,218,292		259,758,292		82,094,009		161,645,393		120,135,741		31,414,990		(72,407,365)		(43,344,224)		(39,576,444)		166,187,408		97,225,660		(226,095,531)		77,242,716		80,026,902		60,289,149		146,537,258		33,307,181		66,720,092		78,805,660		(13,935,409)		113,926,094		106,392,385		56,508,513		69,538,977		(49,566,777)		1,173,541,899		(229,896,753)		(274,461,431)		(357,631,054)		(227,712,137)				-27.1%		(1,401,254,036)		-		129,918,917		-				TRUE		(1,089,701,375)		0

		縦計 タテケイ

		売上高 ウリアゲダカ																																								1,101,899,366		1,048,894,258		1,034,020,680		1,264,877,582		1,325,908,105		1,445,051,542		1,284,153,585		1,377,667,291		1,341,456,073		1,363,296,459		1,394,442,608		1,714,192,028		1,630,736,929		1,611,399,117		1,744,237,575		1,775,881,704		1,704,556,885		1,567,236,848		1,531,190,133		1,629,344,812		1,548,434,951		1,480,862,259		1,350,989,919		1,003,339,002		883,020,936		841,561,337

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ																																								74,647,230		76,837,994		74,929,351		88,613,712		129,725,450		139,822,123		132,377,675		131,642,130		122,106,906		121,802,762		139,602,843		166,781,725		150,599,643		137,221,245		164,168,881		182,206,778		194,351,367		145,143,799		123,084,820		124,724,983		140,058,364		118,779,044		125,620,428		99,620,252		98,135,936		99,576,662

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ																																								1,027,252,136		972,056,264		959,091,329		1,176,263,870		1,196,182,655		1,305,229,419		1,151,775,910		1,246,025,161		1,219,349,167		1,241,493,697		1,254,839,765		1,547,410,303		1,480,137,286		1,474,177,872		1,580,068,694		1,593,674,926		1,510,205,518		1,422,093,049		1,408,105,313		1,504,619,829		1,408,376,587		1,362,083,215		1,225,369,491		903,718,750		784,885,000		741,984,675

		販売費及び一般管理費																																								820,005,924		945,149,311		1,062,278,825		1,244,581,008		1,264,318,071		1,057,335,098		997,648,815		1,103,543,504		1,114,488,442		1,127,486,993		1,199,959,012		1,385,484,615		1,478,611,724		1,470,385,952		1,501,405,943		1,627,609,983		1,528,770,589		1,325,933,907		1,349,543,594		1,441,357,396		1,496,950,425		1,401,017,707		1,352,657,063		1,179,907,452		1,128,380,451		1,124,109,324

		営業損益 エイギョウ ソンエキ																																								207,246,212		26,906,953		(103,187,496)		(68,317,138)		(68,135,416)		247,894,321		154,127,095		142,481,657		104,860,725		114,006,704		54,880,753		161,925,688		1,525,562		3,791,920		78,662,751		(33,935,057)		(18,565,071)		96,159,142		58,561,719		63,262,433		(88,573,838)		(38,934,492)		(127,287,572)		(276,188,702)		(343,495,451)		(382,124,649)

		経常損益 ケイジョウ ソンエキ																																								207,640,318		30,074,882		(105,768,325)		(67,658,210)		(59,567,972)		252,654,916		156,054,427		147,544,357		123,780,663		147,264,563		81,687,500		216,780,532		66,821,846		91,927,615		106,135,113		(16,906,506)		251,499		171,988,618		86,317,409		97,262,218		(69,470,114)		(19,801,181)		(132,510,864)		(274,032,331)		(290,901,218)		(334,901,045)

		税引前当期純利益 ゼイビ マエ トウキ ジュンリエキ																																								201,586,301		30,074,882		(105,768,325)		(33,323,210)		(59,567,972)		252,605,002		156,054,427		(170,514,592)		123,543,863		117,807,365		81,687,500		216,780,532		66,821,846		69,677,795		106,135,113		(16,906,506)		28,023,878		170,845,148		86,317,409		97,262,218		(69,470,114)		1,660,636,176		(132,510,864)		(274,032,331)		(357,198,798)		(343,989,174)

		当期純損益 トウキ ジュン ソンエキ																																								120,135,741		31,414,990		(72,407,365)		(43,344,224)		(39,576,444)		166,687,408		97,225,660		(226,095,531)		77,242,716		80,026,902		60,289,149		146,537,258		33,307,182		66,720,091		78,805,660		(13,935,409)		113,926,094		106,392,385		56,508,513		69,538,977		(49,566,777)		1,173,541,899		(229,896,753)		(274,461,431)		(357,631,054)		(227,712,137)



		diff

		売上高 ウリアゲダカ																																								0		0		0		0		0		(500,000)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ																																								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		(1)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ																																								0		0		0		0		0		(500,000)		0		0		0		0		0		0		(1)		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		販売費及び一般管理費																																								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		営業損益 エイギョウ ソンエキ																																								0		0		0		0		0		(500,000)		0		0		0		0		0		0		(1)		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		経常損益 ケイジョウ ソンエキ																																								0		0		0		0		0		(500,000)		0		0		0		0		0		0		(1)		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		税引前当期純利益 ゼイビ マエ トウキ ジュンリエキ																																								0		0		0		0		0		(500,000)		0		0		0		0		0		0		(1)		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		当期純損益 トウキ ジュン ソンエキ																																								0		0		0		0		0		(500,000)		0		0		0		0		0		0		(1)		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0





PL base(累計_分析用)

		P/L（累計ベース） ルイケイ

		科目名 カモクメイ						備考 ビコウ		ｺｰﾄﾞ				FY2011								FY2012								FY2013								FY2014								FY2015								FY2016								FY2017								FY2018								FY2019								FY2020										売上高
構成比 ウリアゲダカ コウセイヒ		YoY

														1Q11		2Q11		3Q11		4Q11		1Q12		2Q12		3Q12		4Q12		1Q13		2Q13		3Q13		4Q13		1Q14		2Q14		3Q14		4Q14		1Q15		2Q15		3Q15		4Q15		1Q16		2Q16		3Q16		4Q16		1Q17		2Q17		3Q17		4Q17		1Q18		2Q18		3Q18		4Q18		1Q19		2Q19		3Q19		4Q19		1Q20		2Q20		3Q20		4Q20						±		%						IR用コメント ヨウ

		売上高 ウリアゲダカ								2010000000		●		197,245,821		489,235,817		796,892,047		1,134,497,448		425,117,868		1,023,240,614		1,593,837,730		2,264,042,635		856,469,356		2,101,911,802		3,189,223,099		4,256,153,056		987,730,726		2,128,716,821		3,230,616,187		4,279,510,445		1,034,020,680		2,298,898,262		3,624,806,367		5,069,357,909		1,284,153,585		2,661,820,876		4,003,276,949		5,366,573,408		1,394,442,608		3,108,634,636		4,739,371,565		6,350,770,682		1,744,237,575		3,520,119,279		5,224,676,164		6,791,913,012		1,531,190,133		3,160,534,945		4,708,969,896		6,189,832,155		1,350,989,919		2,354,328,921		3,237,349,857		4,078,911,194		●		-		(2,110,920,961)		-34.1%		●

						ﾏｯﾊﾊﾞｲﾄ				-				116,763,282		308,190,818		497,851,144		696,402,634		216,145,019		536,928,463		833,054,380		1,198,901,164		417,196,779		1,111,889,555		1,712,383,610		2,253,147,038		475,179,088		1,076,132,290		1,649,134,613		2,231,313,104		543,602,326		1,214,869,049		1,805,565,700		2,487,577,771		509,014,213		1,121,526,832		1,673,009,877		2,229,329,929		477,735,313		1,118,509,266		1,672,433,618		2,219,421,371		490,862,076		1,109,091,578		1,671,220,782		2,208,552,131		501,712,668		1,193,172,578		1,917,898,552		2,641,992,151		761,704,495		1,255,078,472		1,768,774,087		2,283,127,295				56%		(358,864,856)		-13.6%				セグメント資料より シリョウ

						転職ﾅﾋﾞ テンショク				-				34,834,894		79,270,288		131,089,628		190,018,810		78,128,118		214,754,756		349,056,915		510,133,403		210,634,660		553,229,947		855,885,877		1,177,781,777		260,746,954		597,493,116		925,832,024		1,200,418,265		264,331,305		603,363,738		939,341,519		1,291,940,005		306,238,755		664,191,089		1,007,321,393		1,332,000,243		297,043,161		691,452,569		1,038,841,199		1,427,679,936		358,311,506		751,798,509		1,088,004,382		1,441,045,135		290,904,292		608,964,508		864,099,998		1,123,244,452		200,413,533		398,798,650		533,113,424		653,862,501				16%		(469,381,951)		-41.8%				セグメント資料より シリョウ

						ｼﾞｮﾌﾞｾﾝｽ派遣				-				24,036,850		52,913,650		84,242,899		118,348,099		41,906,000		94,105,100		143,255,100		191,422,600		54,451,300		109,511,400		159,375,500		206,888,800		51,182,500		108,436,000		157,867,700		204,010,300		43,442,478		82,420,278		116,404,778		142,032,278		21,456,800		44,315,000		65,373,300		82,088,300		15,967,100		30,600,000		42,418,600		51,756,600		8,274,800		16,075,000		22,456,200		27,738,400		5,245,800		10,116,400		15,319,500		18,803,900		4,695,200		8,422,600		11,172,500		13,307,900				0%		(5,496,000)		-29.2%				セグメント資料より シリョウ

						転職会議				-				958,974		4,077,691		7,798,974		10,747,855		7,832,537		21,579,815		38,009,827		53,673,865		25,680,220		58,386,223		99,433,889		144,397,412		56,374,809		127,425,323		208,707,681		292,674,621		94,356,867		235,805,203		422,785,842		624,458,191		212,564,164		419,121,733		631,211,842		861,647,188		227,680,348		516,722,565		800,080,431		1,070,673,597		316,723,524		618,138,498		924,155,017		1,209,720,300		254,746,988		507,067,115		749,285,175		985,257,586		210,311,049		358,016,045		506,312,594		631,217,874				15%		(354,039,712)		-35.9%				セグメント資料より シリョウ

						転職ﾄﾞﾗﾌﾄ テンショク		2018/1Qより前期組替 ゼンキ クミカエ		-																																												0		2,000,000		15,960,000		30,929,277		24,980,000		53,960,000		81,470,000		117,870,000		59,200,000		103,750,000		175,150,000		254,150,000		72,201,430		159,901,430		218,502,370		269,291,462		48,700,000		107,400,000		155,200,000		197,250,000				5%		(72,041,462)		-26.8%				セグメント資料より シリョウ

						就活会議 シュウカツ カイギ				-																																								750,000		8,442,000		3,133,000		4,401,989		18,691,893		37,989,896		53,541,940		97,349,725		135,814,026		173,285,481		62,624,367		123,576,047		141,091,923		165,967,687		91,126,489		163,150,366		185,288,210		217,007,892		69,967,161		131,693,759		131,843,759		131,843,759				3%		(85,164,133)		-39.2%				セグメント資料より シリョウ

						ﾘﾌﾞｾﾝｽｺﾈｸﾄ		セグメント間の連結調整含む カン レンケツ チョウセイ フク																																																														(300,000)		(900,000)		(1,700,000)		(2,300,009)		(199,997)		(199,994)		(199,991)		(199,990)		0		0		0		0				0%		199,990		-100.0%				セグメント資料より シリョウ

						door賃貸 チンタイ				-				15,516,300		35,838,000		61,005,800		93,165,800		69,093,200		122,563,100		180,603,300		245,959,100		133,766,800		246,700,600		334,170,200		440,241,400		125,043,000		194,966,000		259,964,500		317,125,499		82,237,054		146,459,361		194,241,014		249,684,682		89,773,138		128,342,631		173,437,233		220,677,225		109,329,176		198,401,463		325,937,013		450,878,563		209,033,800		350,505,900		551,062,050		766,410,050		256,872,515		413,166,900		604,934,700		730,347,571		0		0		0		0				0%		(730,347,571)		-100.0%				セグメント資料より シリョウ

						IESHIL				-																																												78,353		1,579,341		6,233,161		15,171,785		11,767,410		32,010,785		68,923,286		92,260,787		24,962,311		47,046,842		73,584,707		108,707,504		34,390,401		61,240,081		86,993,359		113,670,256		29,620,638		54,196,928		79,606,399		104,884,766				3%		(8,785,490)		-7.7%				セグメント資料より シリョウ

						ﾌｨﾙﾗｲﾌ		セグメント間の連結調整含む カン レンケツ チョウセイ フク																																																														8,232,399		17,294,720		31,026,914		43,378,887		20,923,393		37,753,353		57,728,012		78,496,630		23,026,848		35,621,472		43,826,099		53,516,104				1%		(24,980,526)		-31.8%				セグメント資料より シリョウ

						waja				-																																								115,598,227		218,446,460		119,622,212		227,382,750		329,127,864		439,443,906		135,641,327		284,362,422		444,949,349		577,112,814		153,164,725		288,889,536		416,316,104		416,316,104		0		0		0		0		0		0		0		0				0%		0		ERROR:#DIV/0!				セグメント資料より シリョウ

						新規事業 シンキ ジギョウ		20191Qから「その他」を「新規事業」と「その他」に分けて集計 ワ シュウケイ		-																																																																				497,154		574,208		633,011		677,245		995		995		995		995				0%		(676,250)		-99.9%				セグメント資料より シリョウ

						その他 タ		20191Qから「その他」を「新規事業」と「その他」に分けて集計 ワ シュウケイ		-				5,135,521		8,945,370		14,903,602		25,814,250		12,012,994		33,309,380		49,858,208		63,952,503		14,739,597		22,194,077		27,974,023		33,696,629		19,204,375		24,264,092		29,109,669		33,968,656		6,050,650		15,980,633		30,119,287		47,276,522		22,272,950		48,959,511		82,910,386		117,295,659		40,756,833		85,265,841		128,504,043		169,831,533		53,148,067		94,852,649		132,308,085		152,226,823		2,769,000		5,628,000		8,487,000		11,243,000		2,550,000		5,100,000		7,500,000		9,900,000				0%		(1,343,000)		-11.9%				セグメント資料より シリョウ

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ								2020000000		●		30,043,576		72,747,140		115,543,139		161,785,370		48,698,332		122,004,901		181,242,317		244,382,048		71,642,038		177,941,052		272,524,234		359,940,044		74,131,801		151,962,363		226,609,593		303,447,587		74,929,351		163,543,063		293,268,513		433,090,636		132,377,675		264,019,805		386,126,711		507,929,473		139,602,843		306,384,568		456,984,212		594,205,456		164,168,881		346,375,659		540,727,026		685,870,825		123,084,820		247,809,803		387,868,167		506,647,211		125,620,428		225,240,680		323,376,616		422,953,278		●		10%		(83,693,933)		-16.5%		●

				労務費 ロウムヒ				人件費等合計 ジンケンヒトウ ゴウケイ		-				1,722,060		3,518,070		5,318,051		7,186,724		1,868,673		4,788,268		8,215,747		11,790,883		6,771,954		14,405,504		24,478,866		34,971,349		8,215,438		17,530,108		28,141,490		38,260,438		9,377,315		16,559,984		26,319,557		37,701,685		11,040,551		21,699,530		33,830,246		42,683,744		8,772,290		21,181,454		33,843,921		44,809,824		10,970,794		20,130,516		31,633,034		41,295,113		13,892,234		26,581,187		41,094,302		55,897,686		13,958,543		29,216,040		42,956,169		56,197,744				1%		300,058		0.5%

						給料手当		人件費 ジンケン		2020200000																																												8,109,749		17,244,856		27,221,109		34,826,657		7,071,448		17,280,010		27,857,057		37,213,364		8,807,908		16,162,521		25,708,205		33,353,589		11,366,015		21,610,125		32,846,708		44,713,908		11,294,017		23,135,822		34,264,466		45,284,278				1%		570,370		1.3%

						雑給		人件費 ジンケン		2020210000																																												114,584		114,584		114,584		114,584		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0%		0		ERROR:#DIV/0!

						賞与		人件費 ジンケン		2020300000																																												0		0		1,371,648		1,371,648		(48,800)		(48,800)		1,128,556		1,128,556		0		0		1,247,500		1,247,500		(62,100)		(62,100)		2,066,950		2,066,950		(67,020)		160,980		2,168,184		2,168,184				0%		101,234		4.9%

						賞与引当金繰入額		人件費 ジンケン		2020400000																																												1,396,698		1,614,298		917,125		1,035,650		675,428		1,330,581		699,872		1,001,550		805,260		1,474,000		821,700		1,643,400		861,025		1,722,050		1,103,506		2,217,325		1,030,178		2,293,137		1,027,001		1,413,825				0%		(803,500)		-36.2%

						法定福利費		人件費 ジンケン		2020500000																																												1,419,520		2,725,792		4,205,780		5,335,205		1,074,214		2,619,663		4,158,436		5,466,354		1,357,626		2,493,995		3,855,629		5,050,624		1,727,294		3,311,112		5,077,138		6,899,503		1,701,368		3,626,101		5,496,518		7,331,457				0%		431,954		6.3%

						ｼｽﾃﾑ維持費		その他 タ		2020600000				3,135,492		6,301,484		9,441,717		12,879,068		3,546,283		6,966,619		11,459,608		16,477,368		5,145,381		13,082,314		24,420,786		33,028,232		8,292,836		17,531,985		27,308,772		37,786,688		10,941,640		22,468,727		34,892,220		45,817,093		10,692,762		22,436,921		38,719,419		56,132,168		20,401,261		44,760,617		67,056,876		89,568,514		24,531,986		52,128,527		79,045,626		112,390,697		27,842,102		56,454,409		84,810,885		110,195,681		21,613,317		44,127,450		65,153,572		86,503,722				2%		(23,691,959)		-21.5%

						採用祝い金		その他 タ		-				16,515,000		42,610,500		67,921,000		96,076,500		31,444,000		81,136,000		119,076,000		160,983,000		46,550,500		121,758,000		179,191,000		233,001,500		39,473,000		86,592,000		128,329,000		171,364,500		40,382,500		92,015,000		139,296,500		189,409,500		34,381,000		71,341,000		102,352,000		132,010,000		26,039,500		60,236,500		69,951,000		79,270,500		9,285,000		19,970,500		28,513,000		35,084,000		6,252,500		13,943,500		20,914,500		28,252,000		5,149,500		10,548,500		14,379,000		17,468,500				0%		(10,783,500)		-38.2%				原価_yymm時点より

						入居祝い金 ニュウキョ イワ キン		その他 タ		-				34,000		146,000		313,000		406,000		145,000		303,000		423,000		566,000		280,000		1,025,000		2,575,000		3,895,000		1,295,000		2,220,000		2,730,000		3,195,000		1,210,000		5,715,000		8,305,000		10,060,000		2,925,000		4,540,000		5,746,000		7,531,000		2,845,000		7,420,000		10,735,000		13,480,000		3,240,000		6,600,000		9,375,000		14,545,000		5,320,000		10,370,000		14,155,000		18,565,000		650,000		650,000		650,000		650,000				0%		(17,915,000)		-96.5%				原価_yymm時点より

						ｱｿｼｴｲﾄ報酬		その他 タ		2020800000				6,120,471		15,510,602		24,957,551		33,562,751		7,949,340		19,114,159		26,893,479		34,763,170		4,680,238		11,290,461		15,399,094		18,869,966		2,656,070		5,729,667		8,677,226		12,643,336		6,278,802		14,001,868		21,318,274		41,595,922		21,332,216		37,208,229		53,339,809		68,989,872		17,522,860		37,683,950		62,861,622		92,374,857		47,501,010		117,945,669		207,806,218		285,629,765		63,174,980		127,041,167		205,495,270		264,440,650		77,047,257		125,999,938		178,100,187		236,630,556				6%		(27,810,094)		-10.5%

						ﾄﾞﾒｲﾝ取得		その他 ホカ		2020900000				534,089		608,490		1,202,807		2,999,923		2,108,887		6,146,861		8,991,778		10,680,466		1,919,830		2,280,717		2,343,290		2,373,291		2,573		2,573		554,412		719,380		173,942		175,850		175,850		175,850		0		0		0		0		3,730		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0%		0		ERROR:#DIV/0!

						ｿﾌﾄｳｴｱ償却		その他 ホカ		-				297,456		594,912		964,092		1,357,189		369,180		786,916		1,228,930		1,670,959		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0%		0		ERROR:#DIV/0!

						ｲﾍﾞﾝﾄ運営費 ウンエイヒ		その他 ホカ		2021700000																																0		0		0		0		0		865,403		1,099,174		1,345,499		1,751,100		1,751,100		0		0		4,603,902		4,603,902		0		0		0		375,000		0		0		0		0		0		0		0		0				0%		0		ERROR:#DIV/0!

						支払手数料 シハラ テスウリョウ		その他 タ		2022000000																																																				2,160,000		6,020,000		10,070,000		14,120,000		2,250,000		4,500,000		6,810,000		9,120,000		0		0		0		0		0		0		0		0				0%		0		ERROR:#DIV/0!

						減価償却費		減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		2021300000				1,358,577		2,717,154		4,075,731		5,503,030		773,697		1,547,394		2,485,839		3,642,470		1,920,445		6,395,841		12,078,625		17,784,695		4,156,456		9,088,700		14,020,929		18,971,135		3,505,258		7,157,588		12,064,610		18,210,668		7,079,360		16,790,817		26,327,070		35,976,590		9,336,916		17,407,514		25,453,796		33,500,113		4,777,853		9,424,953		13,810,442		18,195,975		3,543,164		7,383,958		11,939,577		16,495,215		3,993,113		7,946,253		11,738,511		11,738,511				0%		(4,756,704)		-28.8%

						仕入れ シイ		waja		2020100000																																								33,986,052		62,209,086		34,551,822		70,563,599		97,123,066		127,937,469		44,465,525		92,105,476		141,393,477		181,710,362		49,987,887		95,828,102		135,721,489		135,721,489		0		0		0		0		0		0		0		0				0%		0		ERROR:#DIV/0!

						商品評価損		waja		2021000000																																								561,655		552,942		1,392,025		1,696,096		2,268,413		5,882,159		887,352		1,910,046		2,871,928		3,709,236		987,255		1,427,881		1,531,895		1,531,895		0		0		0		0		0		0		0		0				0%		0		ERROR:#DIV/0!

						輸入諸掛		waja		2021100000																																								6,487,482		12,349,182		6,829,100		13,053,177		19,649,477		26,141,957		7,411,900		15,026,380		22,986,980		29,386,980		8,219,500		14,457,700		21,177,000		21,177,000		0		0		0		0		0		0		0		0				0%		0		ERROR:#DIV/0!

						期首商品棚卸高		waja+Live		2021800000																																												4,620,935		10,059,218		15,567,761		21,543,651		10,167,324		10,167,324		10,167,324		10,167,324		12,354,779		12,354,779		12,354,779		15,110,051		0		0		0		0		0		0		0		0				0%		0		ERROR:#DIV/0!

						期末商品棚卸高		waja+Live		2021900000																																												(6,830,308)		(12,642,922)		(19,191,129)		(29,292,983)		(12,309,039)		(12,245,421)		(12,437,091)		(12,322,283)		(12,376,967)		(13,192,352)		(14,706,628)		(14,706,628)		0		0		0		0		0		0		0		0				0%		0		ERROR:#DIV/0!

				（間接費からの配賦内訳） カンセツ ヒ ハイフ ウチワケ						-																																																																																						0%		0		ERROR:#DIV/0!

						福利厚生費		その他 ホカ		-				13,064		26,427		43,998		67,762		21,376		55,922		109,304		166,376		98,685		226,330		381,862		589,054		94,585		206,947		311,569		459,973		85,042		141,722		221,287		297,391		13,355		13,355		13,355		13,355		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0%		0		ERROR:#DIV/0!

						通勤交通費		人件費 ジンケン		-				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0%		0		ERROR:#DIV/0!

						消耗品費		その他 ホカ		-				30,551		85,625		271,688		318,988		57,473		141,167		246,757		330,655		1,113,890		1,625,395		2,374,339		2,973,367		481,788		1,068,855		1,402,767		1,755,051		315,942		500,338		1,065,643		1,196,563		111,728		111,728		111,728		111,728		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0%		0		ERROR:#DIV/0!

						地代・家賃		その他 ホカ		-				100,595		162,585		332,035		487,032		136,040		338,140		578,386		988,640		1,316,220		2,328,040		3,534,046		4,726,132		796,284		1,618,150		2,530,144		3,390,166		726,334		1,231,614		2,201,802		3,396,978		873,361		1,689,321		2,540,878		3,201,937		605,977		1,477,174		2,305,816		3,049,653		706,339		1,242,169		1,692,316		2,413,165		816,571		1,551,748		2,356,703		3,226,642		767,232		1,587,493		2,453,337		3,198,060				0%		(28,582)		-0.9%				原価_yymm時点より

						賃借料		その他 ホカ		-				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0%		0		ERROR:#DIV/0!

						保険料		その他 ホカ		-				957		1,823		2,565		3,280		2,229		10,404		19,258		28,736		19,000		36,380		56,030		74,336		12,982		26,053		40,003		51,931		15,030		21,254		30,394		40,810		9,146		9,146		9,146		9,146		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0%		0		ERROR:#DIV/0!

						修繕費		その他 ホカ		-				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0%		0		ERROR:#DIV/0!

						人材募集費		その他 ホカ		-				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0%		0		ERROR:#DIV/0!

						租税公課		その他 ホカ		-				5,957		23,679		27,877		33,351		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0%		0		ERROR:#DIV/0!

						減価償却費 配賦 ハイフ		減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		-				29,058		90,712		121,029		158,453		27,909		71,491		331,189		573,081		262,375		489,595		874,717		1,167,511		182,248		384,079		618,811		842,503		160,476		273,816		618,929		932,841		223,667		442,075		682,378		871,752		282,148		593,728		702,043		786,399		70,366		143,436		235,524		320,862		90,503		177,828		265,136		364,018		83,958		180,922		398,244		454,286				0%		90,268		24.8%				原価_yymm時点より

						貸倒引当金繰入額		その他 ホカ		-				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0%		0		ERROR:#DIV/0!

						旅費交通費		その他 ホカ		-				2,665		6,296		10,304		13,739		3,058		9,633		16,187		30,419		32,310		76,370		128,018		165,242		30,839		73,915		82,483		126,583		27,402		57,178		85,592		124,552		25,944		25,944		25,944		25,944		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0%		0		ERROR:#DIV/0!

						通信費		その他 ホカ		-				29,741		62,802		94,315		124,405		37,559		90,992		152,318		223,082		156,485		306,250		529,444		814,396		150,356		351,188		557,852		758,288		138,494		255,282		452,403		749,427		199,504		199,504		199,504		199,504		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0%		0		ERROR:#DIV/0!

						水道光熱費		その他 ホカ		-				13,014		21,622		43,219		55,661		13,197		33,734		63,866		85,774		61,785		111,120		203,892		288,168		52,512		102,095		177,509		240,785		54,978		97,798		190,603		280,243		56,595		105,692		171,548		215,402		37,799		91,996		156,437		207,377		50,475		86,650		146,446		182,970		59,220		107,365		172,073		229,032		47,436		84,469		132,685		172,473				0%		(56,559)		-24.7%				原価_yymm時点より

						支払手数料 配賦 ハイフ		その他 ホカ		-				97,054		245,453		385,173		529,570		162,216		413,487		881,673		1,295,789		1,189,740		2,275,210		3,540,736		4,694,494		1,387,967		2,494,073		4,141,337		5,862,479		1,468,516		2,777,240		4,882,038		6,988,758		1,724,569		3,305,707		4,862,829		5,967,809		972,300		2,547,830		4,261,180		5,782,698		1,612,604		3,327,129		5,580,885		7,484,471		2,093,546		4,198,641		6,664,721		8,981,287		2,310,072		4,899,615		7,414,911		9,939,426				0%		958,139		10.7%				原価_yymm時点より

						広告宣伝費		広告宣伝費 コウコクセンデンヒ		-				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0%		0		ERROR:#DIV/0!

						交際費		その他 ホカ		-				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0%		0		ERROR:#DIV/0!

						図書費		その他 ホカ		-				2,730		5,379		6,473		9,246		2,148		6,062		10,416		15,016		13,835		23,695		37,909		49,639		10,218		16,920		25,320		35,646		9,510		11,810		16,881		20,897		6,888		6,888		6,888		6,888		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0%		0		ERROR:#DIV/0!

						研修費		その他 ホカ		-				553		2,559		4,300		5,341		405		5,278		14,846		23,476		28,030		75,935		229,865		300,191		46,977		90,671		114,923		131,453		9,172		23,888		32,137		42,865		2,644		2,644		2,644		2,644		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0%		0		ERROR:#DIV/0!

						研究開発費		その他 ホカ		-				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0%		0		ERROR:#DIV/0!

						諸会費		その他 ホカ		-				380		4,713		5,912		6,814		1,925		7,403		8,993		10,535		3,245		10,445		17,603		22,589		3,392		9,884		11,696		13,406		3,260		6,784		10,027		16,379		3,836		3,836		3,836		3,836		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0%		0		ERROR:#DIV/0!

						会議費		その他 ホカ		-				112		253		302		543		27,737		31,971		34,743		36,153		78,090		118,450		129,112		150,892		63,599		97,819		106,669		112,165		45,738		50,322		53,577		55,601		12,801		12,801		12,801		12,801		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0%		0		ERROR:#DIV/0!

				経費計 ケイヒ ケイ						-				28,321,516		69,229,070		110,225,088		154,598,646		46,829,659		117,216,633		173,026,570		232,591,165		64,870,084		163,535,548		248,045,368		324,968,695		59,189,682		127,705,574		191,741,422		262,077,758		65,552,036		146,983,079		225,913,767		320,277,741		80,773,550		159,591,107		236,878,877		313,033,476		80,207,491		178,239,309		258,157,672		336,744,013		94,025,633		215,369,033		353,015,457		485,741,905		109,192,586		221,228,616		346,773,865		450,749,525		111,661,885		196,024,640		280,420,447		366,755,534				9%		(83,993,991)		-18.6%

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ								2030000000		●		167,202,245		416,488,677		681,348,908		972,712,078		376,419,536		901,235,713		1,412,595,413		2,019,660,587		784,827,318		1,923,970,750		2,916,698,865		3,896,213,012		913,598,925		1,976,754,458		3,004,006,594		3,976,062,858		959,091,329		2,135,355,199		3,331,537,854		4,636,267,273		1,151,775,910		2,397,801,071		3,617,150,238		4,858,643,935		1,254,839,765		2,802,250,068		4,282,387,353		5,756,565,226		1,580,068,694		3,173,743,620		4,683,949,138		6,106,042,187		1,408,105,313		2,912,725,142		4,321,101,729		5,683,184,944		1,225,369,491		2,129,088,241		2,913,973,241		3,655,957,916		●		90%		(2,027,227,028)		-35.7%		●

		販売費及び一般管理費								2040000000		●		86,395,894		187,974,308		312,072,647		453,947,583		155,303,680		334,406,514		650,104,421		888,816,303		367,136,502		993,054,319		1,626,767,621		2,311,734,551		776,440,155		1,576,324,012		2,396,329,936		3,341,479,247		1,062,278,825		2,306,859,833		3,571,177,904		4,628,513,002		997,648,815		2,101,192,319		3,215,680,761		4,343,167,754		1,199,959,012		2,585,443,627		4,064,055,351		5,534,441,303		1,501,405,943		3,129,015,926		4,657,786,515		5,983,720,422		1,349,543,594		2,790,900,990		4,287,851,415		5,688,869,122		1,352,657,063		2,532,564,515		3,660,944,966		4,785,054,290		●		117%		(903,814,832)		-15.9%		●

				人件費 ジンケンヒ				人件費等合計 ジンケンヒ トウ ゴウケイ		-																				142,153,880		330,185,483		540,104,930		773,427,040		247,603,630		550,153,214		867,716,885		1,202,404,046		374,395,056		816,641,508		1,320,112,275		1,819,655,455		508,809,632		1,009,597,876		1,547,111,915		2,085,165,490		563,734,838		1,171,862,501		1,804,386,026		2,402,951,698		627,652,509		1,255,199,652		1,886,379,541		2,443,415,449		545,051,730		1,084,568,042		1,629,269,063		2,168,664,839		530,619,606		1,090,115,278		1,636,840,674		2,177,250,309				53%		8,585,470		0.4%

						役員報酬		人件費 ジンケン		2040400000				12,660,000		25,320,000		37,980,000		50,640,000		12,660,000		25,320,000		37,980,000		50,640,000		12,660,000		25,320,000		37,980,000		50,640,000		12,660,000		27,120,000		38,180,000		47,390,000		12,510,000		23,670,000		38,320,000		47,217,346		18,757,300		37,793,200		56,829,100		75,897,950		19,035,900		37,005,900		55,035,900		56,985,900		13,980,000		27,960,000		41,940,000		55,920,000		13,980,000		25,560,000		37,140,000		48,720,000		11,580,000		23,160,000		34,740,000		46,320,000				1%		(2,400,000)		-4.9%

						給料手当		人件費 ジンケン		2040500000				28,260,000		60,537,183		98,651,836		145,345,832		50,066,798		109,709,345		175,372,341		243,780,790		69,997,850		165,229,034		271,656,905		388,521,114		123,653,849		263,078,366		404,257,062		549,700,522		159,083,678		354,148,883		587,163,368		828,713,408		245,260,625		530,741,448		836,316,037		1,142,570,851		324,702,574		688,433,061		1,071,116,286		1,465,254,948		391,234,020		797,110,694		1,209,239,507		1,562,863,414		349,868,314		693,956,308		1,037,954,168		1,375,939,333		343,410,417		695,385,649		1,058,466,984		1,414,088,888				35%		38,149,555		2.8%

						雑給		人件費 ジンケン		2040600000				6,052,658		13,173,564		23,387,036		34,219,635		14,249,465		29,915,750		48,345,859		68,643,141		25,492,502		55,539,759		86,398,427		122,742,366		42,314,830		106,795,917		183,058,691		267,280,452		86,493,985		185,013,035		294,805,042		406,633,363		104,557,194		211,235,169		321,005,188		426,737,048		98,357,440		198,301,410		298,106,406		391,474,379		86,579,365		170,156,470		254,590,911		329,233,292		70,146,029		146,335,373		224,177,617		306,908,239		76,531,683		154,541,410		232,110,717		308,379,390				8%		1,471,151		0.5%

						人材派遣費		その他 タ		2040900000				683,201		683,201		683,201		683,201		1,928,747		6,760,555		14,059,437		23,938,873		11,911,055		35,172,882		65,592,567		95,261,467		23,914,107		52,441,429		86,751,922		122,746,753		49,227,619		114,594,249		174,991,713		222,733,066		30,773,254		41,464,904		50,361,072		58,406,106		8,294,148		18,889,117		31,274,125		42,487,836		8,960,316		22,946,572		32,938,727		40,891,849		5,964,497		12,588,755		18,209,914		19,980,027		1,565,701		2,705,514		2,705,514		2,705,514				0%		(17,274,513)		-86.5%

						法定福利費		人件費 ジンケン		2041100000				5,139,127		11,062,735		18,306,884		26,796,171		9,547,528		20,178,798		32,442,185		45,124,002		14,002,408		31,104,726		50,339,134		72,347,856		25,515,220		56,563,085		88,620,376		123,272,803		37,748,206		82,070,456		133,531,312		189,268,993		57,333,621		117,071,557		179,707,944		244,209,914		66,065,530		137,932,762		210,828,466		281,457,233		74,239,968		147,747,545		217,957,536		284,225,090		65,956,389		131,341,638		195,348,530		260,273,662		62,898,404		130,378,276		195,637,144		262,630,999				6%		2,357,337		0.9%

						福利厚生費		人件費 ジンケン		2041200000				619,363		1,321,461		2,390,685		3,983,743		1,640,850		3,446,515		5,966,641		8,749,905		2,288,670		5,634,879		9,275,355		14,805,661		3,745,117		8,585,832		12,913,462		19,444,385		4,297,410		8,638,132		13,710,309		17,601,416		1,415,104		2,862,367		5,358,744		7,858,763		1,336,449		2,420,834		5,235,287		9,251,547		1,711,611		3,124,477		7,219,672		10,662,858		806,767		1,764,930		4,960,236		7,857,923		814,426		1,205,836		1,631,239		2,304,364				0%		(5,553,559)		-70.7%

						通勤交通費		人件費 ジンケン		2041300000				1,078,431		2,317,870		3,777,531		5,340,534		1,917,175		4,268,884		6,633,613		9,073,117		3,270,520		7,122,453		11,269,917		15,694,062		4,920,825		11,672,553		19,198,049		26,891,274		8,163,908		17,748,065		27,948,959		38,672,641		10,597,097		22,122,197		33,514,627		44,816,787		10,696,998		21,759,094		32,904,722		43,583,601		10,498,476		20,775,276		30,741,404		40,328,680		9,218,367		18,448,698		27,556,068		36,117,582		7,994,937		13,486,767		14,404,378		15,419,382				0%		(20,698,200)		-57.3%

						株式報酬費用		人件費 ジンケン		2041000000				0		0		0		0		843,625		3,374,500		5,905,375		8,436,250		2,530,875		5,061,750		7,592,625		10,123,500		2,024,700		3,037,050		4,049,400		5,061,750		674,900		674,900		674,900		674,900		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0%		0		ERROR:#DIV/0!

						賞与引当金繰入額		人件費 ジンケン		2040800000																										3,291,014		8,854,982		20,858,982		30,687,923		40,616,107		15,402,100		29,290,538		19,627,580		38,801,230		39,984,945		46,176,542		23,841,933		44,490,801		34,228,292		66,102,816		42,322,011		54,543,431		36,677,791		60,017,081		30,300,599		55,255,931		29,551,843		52,059,666		31,281,083		57,553,476		29,631,096		60,032,309		32,884,148		58,590,222				1%		1,036,746		1.8%

						賞与		人件費 ジンケン		2040700000																																				793,250		793,250		29,339,092		29,339,092		130,492		130,492		40,177,270		40,177,270		1,017,507		1,017,507		57,562,823		57,912,823		3,770,962		5,361,537		61,451,185		64,034,335		(440,476)		2,512,674		52,641,447		55,314,597		(3,807,058)		9,219,517		64,260,550		66,811,550				2%		11,496,953		20.8%

						人材募集費		その他 タ		2041400000				3,069,744		5,757,744		10,628,544		20,288,298		6,673,684		15,179,686		20,177,688		22,227,022		10,015,775		32,392,150		53,521,234		69,857,331		14,214,670		39,962,670		56,201,421		83,299,121		27,485,766		65,765,740		97,845,436		126,864,991		16,696,332		40,956,315		57,021,066		82,171,846		21,776,240		53,750,171		97,428,583		129,464,210		14,417,622		42,130,773		68,326,304		88,951,759		18,516,431		42,554,499		61,115,058		75,805,426		21,418,211		32,253,016		40,198,505		46,645,554				1%		(29,159,872)		-38.5%

						広告宣伝費		広告宣伝費 コウコクセンデンヒ		2040300000				6,224,584		15,263,140		21,600,374		29,832,077		9,383,809		24,768,003		146,927,534		173,574,535		108,738,355		421,099,623		703,729,466		1,004,659,762		349,399,561		629,235,907		917,131,884		1,282,929,845		424,304,813		934,352,482		1,331,929,312		1,573,426,632		205,176,331		522,666,122		818,887,881		1,132,908,016		347,469,724		786,051,488		1,296,574,335		1,847,785,341		559,015,117		1,178,742,047		1,691,601,285		2,148,632,282		535,561,239		1,145,644,007		1,802,151,141		2,366,855,824		523,253,321		865,641,325		1,167,878,014		1,495,039,523				37%		(871,816,301)		-36.8%

						販売促進費		その他 タ		2040100000				1,269,247		3,043,079		4,165,051		4,754,759		1,554,260		2,347,287		2,765,835		6,740,030		1,950,056		10,540,416		25,283,201		51,514,718		26,857,034		74,246,333		114,435,348		154,241,868		55,751,893		98,116,616		130,181,322		163,510,093		24,208,757		40,029,569		60,952,448		80,082,772		14,220,266		21,789,940		28,042,911		36,714,407		3,196,198		5,227,213		6,111,329		7,906,399		2,342,297		3,335,872		4,165,429		4,922,521		0		0		0		0				0%		(4,922,521)		-100.0%

						消耗品費		その他 タ		2042400000				1,454,551		4,372,096		15,360,404		18,562,515		4,401,200		8,988,577		13,937,874		18,026,881		25,496,294		38,913,143		56,643,527		72,436,814		19,379,667		44,033,511		58,120,363		73,634,109		16,301,410		30,272,582		59,718,087		66,482,722		7,384,232		12,232,098		19,436,268		22,856,685		5,187,699		19,603,297		25,311,925		36,955,012		4,013,577		9,696,496		15,320,369		23,661,597		1,708,824		6,575,794		9,590,532		11,871,653		5,122,966		6,679,839		8,135,693		12,000,892				0%		129,239		1.1%

						地代家賃		その他 タ		2041800000				4,758,171		7,918,827		18,242,091		28,565,343		10,323,252		20,646,504		31,976,904		52,001,540		30,266,521		56,756,243		84,931,460		116,477,663		31,546,203		66,948,624		105,807,084		144,988,023		38,563,416		78,409,823		129,882,689		184,775,126		48,587,707		99,333,930		150,725,819		202,191,683		52,567,939		105,280,615		154,814,788		202,486,892		50,084,134		103,935,413		157,813,984		207,463,273		48,888,382		97,360,309		146,435,160		196,424,236		49,753,686		98,975,994		148,572,463		190,797,553				5%		(5,626,683)		-2.9%

						保険料		その他 タ		2042000000				45,252		90,504		135,752		183,308		170,889		588,444		1,006,005		1,467,332		439,463		894,425		1,352,883		1,837,027		508,678		1,066,382		1,668,069		2,192,788		725,191		1,201,424		1,750,130		2,340,807		584,459		1,144,649		1,704,841		2,269,786		751,112		1,402,328		2,047,544		2,707,871		704,117		1,324,030		1,969,903		2,488,698		736,088		1,192,373		1,654,038		2,113,711		547,977		1,103,882		1,551,147		1,997,585				0%		(116,126)		-5.5%

						租税公課		その他 タ		2042700000				291,000		1,256,750		1,508,650		6,274,430		1,788,700		5,122,900		7,839,300		11,445,612		3,627,700		8,930,488		13,612,467		17,771,001		3,026,400		7,032,150		9,690,262		12,721,857		2,711,600		8,089,777		13,455,546		20,346,789		7,415,093		16,214,030		24,255,056		25,649,494		9,752,850		22,860,297		34,389,596		28,150,861		9,737,109		19,996,294		22,982,591		35,995,809		8,414,956		18,956,222		25,577,368		55,357,488		5,845,291		11,821,116		25,317,060		30,499,363				1%		(24,858,125)		-44.9%

						減価償却費		減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		2043300000				1,377,272		4,726,723		6,600,602		9,100,466		2,120,410		4,305,852		16,539,087		28,306,514		6,056,151		12,004,232		21,010,225		28,761,169		7,242,159		15,858,614		25,573,644		35,390,904		8,198,899		16,872,773		33,556,302		48,370,043		13,058,516		26,666,096		40,483,297		54,718,010		28,213,674		55,653,489		65,418,444		74,283,228		6,639,325		14,219,524		22,162,043		28,182,877		5,334,755		11,017,958		16,317,164		21,970,817		5,353,552		11,076,092		23,297,638		26,417,025				1%		4,446,208		20.2%

						貸倒引当金繰入額		その他 タ		2043100000				1,347,551		3,635,682		3,891,679		5,015,732		1,788,567		2,297,845		2,623,751		5,842,814		2,319,801		3,380,260		3,988,713		5,482,956		1,818,335		2,929,773		3,720,774		11,087,761		5,426,028		15,943,488		25,860,751		4,403,311		515,446		1,619,126		4,030,441		7,291,940		575,948		2,004,768		6,875,079		2,620,654		542,429		1,335,267		529,752		868,583		1,093,555		1,592,262		2,275,491		2,166,480		2,594,615		829,373		1,230,052		853,607				0%		(1,312,873)		-60.6%

						旅費交通費		その他 タ		2042200000				125,439		316,749		560,868		791,005		235,200		550,768		858,269		1,551,091		754,600		1,910,028		3,122,377		4,091,752		1,163,936		2,982,909		4,461,756		7,107,486		1,598,741		3,880,545		6,885,262		10,177,884		3,094,015		6,932,797		13,425,071		23,143,420		7,267,815		15,656,308		24,137,475		33,447,164		6,335,504		18,862,621		31,329,301		39,897,445		4,356,857		7,866,742		10,703,500		13,396,249		1,990,121		2,154,008		2,851,490		3,422,952				0%		(9,973,297)		-74.4%

						通信費		その他 タ		2042300000				1,410,361		3,148,088		5,064,533		7,069,214		2,862,225		5,694,712		8,589,278		12,036,091		3,626,572		7,542,384		12,745,783		20,320,149		5,942,432		14,573,968		23,160,197		32,019,784		7,186,747		16,153,507		28,565,313		44,829,531		14,447,968		26,965,373		41,219,061		54,832,550		14,386,527		28,282,593		42,321,261		55,055,436		13,345,969		29,415,069		45,888,555		54,683,360		7,805,622		16,200,921		24,531,795		31,368,773		6,526,349		14,351,372		22,394,283		30,037,508				1%		(1,331,265)		-4.2%

						水道光熱費		その他 タ		2041900000				614,715		1,068,497		2,391,472		3,220,213		1,008,262		2,024,865		3,447,700		4,513,632		1,431,185		2,723,716		4,893,205		7,107,353		2,108,915		4,266,097		7,387,681		10,230,839		2,876,996		6,167,401		11,160,003		15,471,083		3,364,117		6,629,101		10,775,857		14,369,889		3,485,578		6,961,000		11,369,833		14,990,449		3,865,630		7,990,641		12,920,105		16,570,503		3,622,687		6,825,080		10,786,519		14,099,293		3,114,441		5,411,408		8,220,420		10,514,959				0%		(3,584,334)		-25.4%

						支払手数料		その他 タ		2042600000				4,581,883		12,362,650		20,885,438		30,519,592		12,372,002		25,051,238		47,099,674		67,261,815		27,491,324		55,875,193		85,391,423		115,914,341		55,846,548		103,457,722		172,173,059		248,030,232		77,403,850		177,761,946		308,447,763		426,859,273		116,681,591		234,185,579		346,023,255		450,242,200		107,590,517		242,870,306		385,476,682		543,339,451		166,081,700		367,026,171		582,911,855		735,144,382		127,463,043		271,176,762		429,407,074		569,334,085		155,964,337		314,828,057		461,321,416		606,455,977				15%		37,121,892		6.5%

						交際費		その他 タ		2041600000				355,054		796,428		1,368,002		1,932,671		425,397		905,615		1,554,266		3,045,313		1,314,672		3,376,185		5,564,490		7,897,436		3,306,354		6,168,180		8,830,060		11,876,996		2,762,725		6,657,415		10,778,992		13,952,091		2,227,615		5,707,215		12,065,045		18,377,897		4,047,748		9,677,956		16,656,624		23,644,141		5,782,215		15,835,552		23,869,231		31,608,694		4,932,071		10,550,746		16,820,924		23,461,860		2,886,687		3,243,085		4,150,447		6,314,327				0%		(17,147,533)		-73.1%

						図書費		その他 タ		2041700000				128,170		267,975		335,225		522,874		159,386		385,876		591,685		815,391		319,417		576,117		909,803		1,217,729		411,139		702,122		1,063,665		1,532,576		526,556		703,376		1,075,572		1,420,776		453,839		652,610		1,011,274		1,427,088		545,730		772,864		996,546		1,222,449		393,122		785,199		1,145,494		1,397,216		277,270		518,870		850,405		1,138,831		267,226		428,779		573,432		762,262				0%		(376,569)		-33.1%

						研修費		その他 タ		2042900000				25,716		128,575		231,339		300,247		30,002		247,480		698,151		1,116,821		656,052		1,918,985		5,553,133		7,409,209		1,875,084		3,764,864		4,788,909		5,520,274		506,713		1,615,625		2,068,692		2,621,395		202,954		455,920		1,032,498		1,373,446		560,734		2,309,162		3,851,282		6,676,931		4,292,971		6,511,980		9,072,687		9,638,038		1,369,487		3,297,416		3,772,912		4,742,120		4,904,931		9,081,629		11,463,001		14,461,916				0%		9,719,796		205.0%

						諸会費		その他 タ		2042800000				18,000		239,000		313,762		373,762		141,667		426,667		501,667		576,667		75,000		265,000		430,000		555,000		125,000		400,000		486,085		561,650		171,740		443,216		610,806		899,335		221,164		760,965		975,966		1,190,967		264,997		884,795		1,116,793		1,365,123		365,004		1,034,800		1,379,796		1,644,802		605,007		1,364,806		1,719,805		2,074,806		635,004		1,294,800		1,649,796		2,004,792				0%		(70,014)		-3.4%

						会議費		その他 タ		2041500000				5,297		12,488		15,536		31,360		2,135,998		2,407,393		2,538,003		2,606,392		1,854,875		2,883,673		3,131,724		3,705,169		3,113,172		4,636,380		5,002,651		5,243,580		3,127,078		3,479,797		3,949,916		4,377,201		1,255,162		1,628,212		2,162,893		2,705,363		897,417		1,222,935		1,769,624		2,021,023		992,569		1,161,516		1,464,715		1,499,502		642,065		843,978		1,143,387		1,479,950		679,119		689,055		699,771		699,771				0%		(780,179)		-52.7%

						貸倒損失		その他 タ		2043200000				538,000		879,200		1,028,152		1,460,152		368,500		986,311		1,131,667		1,356,314		60,373		388,488		427,778		902,603		198,448		198,449		1,104,594		3,009,850		2,490,556		3,879,371		3,584,013		25,183,205		1,363,092		2,004,618		3,093,162		3,833,853		1,397,883		2,267,808		4,606,564		5,396,140		744,270		2,021,490		2,500,904		3,250,856		692,758		905,734		1,268,139		2,719,354		427,332		920,903		1,298,856		2,550,001				0%		(169,353)		-6.2%

						支払報酬		その他 タ		2043000000				4,589,538		9,377,790		14,280,953		20,318,397		4,999,354		10,034,180		15,904,242		22,355,262		6,099,919		12,425,480		17,403,943		23,307,897		6,469,082		12,573,817		20,040,267		29,064,959		9,886,071		20,032,261		37,299,086		47,410,772		9,487,213		19,651,028		31,361,886		45,130,264		11,416,157		25,277,397		39,549,116		59,947,920		15,832,294		30,845,099		46,346,573		65,470,384		19,632,040		37,656,427		57,407,761		76,750,113		20,371,211		41,211,343		61,946,230		85,126,480				2%		8,376,367		10.9%

						間接費配賦勘定		その他 タ		2043600000				(326,431)		(1,103,691)		(1,712,953)		(2,177,948)		(493,272)		(1,528,036)		(3,309,610)		(6,436,844)		(7,611,483)		(11,927,393)		(16,984,144)		(22,919,568)		(5,716,292)		(8,943,194)		(12,523,628)		(16,182,974)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0%		0		ERROR:#DIV/0!

						発送費 ハッソウヒ		その他 タ		-																										0		0		75,520		288,906		503,813		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0%		0		ERROR:#DIV/0!

						リース料 リョウ		その他 タ		2042500000																																		69,860		209,580		419,160		1,322,940		2,554,180		1,308,630		2,817,220		5,483,720		8,326,598		3,647,377		8,447,500		15,940,931		21,543,453		6,921,355		14,986,377		24,531,586		34,119,902		10,496,430		20,896,170		30,888,750		42,150,693		10,381,080		20,454,161		31,354,578		41,201,934				1%		(948,759)		-2.3%

						雑費 ザッピ		その他 タ		2043500000																																				(332,600)		0		148,444		601,803		115,698		363,366		463,537		929,993		200,242		554,109		973,389		1,671,449		451,203		732,702		1,228,612		1,228,612		0		0		0		0		0		0		0		0				0%		0		ERROR:#DIV/0!

						のれん代償却 ダイ ショウキャク		減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		2043610000																																								10,989,252		21,978,504		10,989,252		21,978,504		21,978,504		21,978,504		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0%		0		ERROR:#DIV/0!

		営業損益 エイギョウ ソンエキ								2050000000		●		80,806,351		228,514,369		369,276,261		518,764,495		221,115,856		566,829,199		762,490,992		1,130,844,284		417,690,816		930,916,431		1,289,931,244		1,584,478,461		137,158,770		400,430,446		607,676,658		634,583,611		(103,187,496)		(171,504,634)		(239,640,050)		7,754,271		154,127,095		296,608,752		401,469,477		515,476,181		54,880,753		216,806,441		218,332,002		222,123,923		78,662,751		44,727,694		26,162,623		122,321,765		58,561,719		121,824,152		33,250,314		(5,684,178)		(127,287,572)		(403,476,274)		(746,971,725)		(1,129,096,374)		●		-28%		(1,123,412,196)		19763.8%		●

						ﾏｯﾊﾊﾞｲﾄ																																												237,803,360		525,627,335		171,604,213		361,049,160		503,975,199		623,884,782		39,557,595		182,556,668		250,657,433		284,919,779		21,691,274		63,593,002		72,689,949		134,267,315		34,265,238		127,826,567		178,331,887		285,132,832		100,329,254		133,635,015		168,986,144		170,925,668				4%		(114,207,164)		-40.1%				セグメント資料より シリョウ

						転職ﾅﾋﾞ テンショク																																												69,475,533		202,529,477		119,266,364		293,048,121		451,798,113		597,193,664		101,611,466		257,234,161		334,541,334		468,421,431		69,307,603		202,459,541		354,613,507		528,583,833		58,792,060		143,646,238		183,226,190		242,609,866		(16,513,444)		(58,653,670)		(114,194,854)		(183,612,174)				-5%		(426,222,040)		-175.7%				セグメント資料より シリョウ

						ｼﾞｮﾌﾞｾﾝｽ派遣																																												111,123,248		135,749,645		20,454,973		42,397,307		62,732,401		78,960,574		15,410,033		29,570,019		41,124,206		50,178,792		7,994,881		15,601,581		21,800,281		26,951,481		5,145,300		9,964,900		15,065,000		18,491,900		4,566,681		8,215,081		10,934,481		13,061,221				0%		(5,430,679)		-29.4%				セグメント資料より シリョウ

						転職会議																																												248,656,397		358,726,445		126,275,895		242,114,072		340,652,912		451,155,959		109,979,188		269,204,680		390,437,224		488,929,376		161,622,717		295,575,820		414,993,408		461,611,533		67,072,690		164,326,413		269,472,247		395,894,930		107,253,174		142,118,246		183,205,675		210,807,349				5%		(185,087,581)		-46.8%				セグメント資料より シリョウ

						転職ﾄﾞﾗﾌﾄ テンショク		2018/1Qより前期組替 ゼンキ クミカエ																																														(2,922,190)		(13,754,180)		(18,380,098)		(19,616,906)		3,650,031		6,648,433		1,559,359		4,003,431		22,568,663		30,899,527		64,010,423		103,989,353		33,208,291		78,169,197		91,732,839		97,088,891		4,172,416		21,970,957		28,486,257		29,986,370				1%		(67,102,521)		-69.1%				セグメント資料より シリョウ

						就活会議 シュウカツ カイギ																																												(30,337,340)		(47,502,724)		(14,036,091)		(38,155,898)		(48,826,669)		(42,840,517)		30,195,381		38,495,561		35,484,882		24,901,039		18,828,740		34,682,708		6,780,386		(12,607,634)		47,572,875		61,462,393		32,299,410		19,919,165		28,781,126		54,573,402		41,135,762		40,727,888				1%		20,808,723		104.5%				セグメント資料より シリョウ

						ﾘﾌﾞｾﾝｽｺﾈｸﾄ		セグメント間の連結調整含む カン レンケツ チョウセイ フク																																																														(24,261,409)		(80,380,913)		(117,082,914)		(98,678,961)		60,582		113,880		174,850		235,880		45,801		106,629		167,619		223,248				0%		(12,632)		-5.4%				セグメント資料より シリョウ

						door賃貸 チンタイ																																												17,351,235		20,959,327		34,085,022		26,177,016		29,049,644		33,213,134		45,631,669		65,172,856		116,074,079		169,669,332		108,569,832		160,893,398		261,205,881		351,723,595		120,034,601		167,534,087		226,521,740		245,791,551		(1,441,151)		(1,571,151)		(1,571,151)		(1,566,787)				-0%		(247,358,338)		-100.6%				セグメント資料より シリョウ

						IESHIL																																																(27,115,805)		(50,936,663)		(75,204,120)		(94,170,143)		(15,221,218)		(29,173,350)		(34,429,778)		(57,831,391)		(15,399,608)		(32,138,353)		(42,389,455)		(47,397,810)		(5,160,748)		(16,637,384)		(33,776,852)		(46,821,620)		(21,235,342)		(42,837,838)		(54,847,320)		(64,195,537)				-2%		(17,373,917)		37.1%				セグメント資料より シリョウ

						ﾌｨﾙﾗｲﾌ		セグメント間の連結調整含む カン レンケツ チョウセイ フク																																																														(16,889,857)		(38,017,838)		(51,116,125)		(66,700,379)		(9,531,612)		(23,418,066)		(37,168,288)		(46,072,520)		(9,271,786)		(24,042,367)		(38,602,483)		(51,921,764)				-1%		(5,849,244)		12.7%				セグメント資料より シリョウ

						waja																																												(16,224,602)		(38,885,024)		(19,184,456)		(42,991,913)		(53,808,713)		(58,391,036)		3,634,326		9,633,666		13,608,034		2,682,295		(7,863,554)		(21,907,442)		(58,362,210)		(58,362,210)		0		0		0		0		0		0		0		0				0%		0		ERROR:#DIV/0!				セグメント資料より シリョウ

						新規事業 シンキ ジギョウ		20191Qから「その他」を「新規事業」と「その他」に分けて集計 ワ シュウケイ																																																																						(11,586,335)		(23,000,166)		(25,503,633)		(35,904,148)		(19,289,470)		(39,163,082)		(85,668,969)		(136,324,570)				-3%		(100,420,422)		279.7%				セグメント資料より シリョウ

						その他 タ		20191Qから「その他」を「新規事業」と「その他」に分けて集計 ワ シュウケイ						658,749		103,686		1,974,261		6,296,981		(76,440)		4,615,004		5,209,455		6,423,833		1,894,054		(3,964,332)		(13,913,684)		(23,238,070)		3,240,367		(6,173,253)		(26,301,791)		(53,758,321)		(33,578,293)		(68,580,894)		(111,324,197)		(150,861,372)		(14,692,504)		(27,913,893)		(40,075,770)		(50,217,257)		2,675,223		2,609,482		(1,973,036)		(5,645,689)		1,235,342		(6,400,376)		(24,077,447)		(29,574,832)		2,769,000		5,628,000		8,487,000		11,243,000		2,550,000		5,100,000		7,500,000		9,900,000				0%		(1,343,000)		-11.9%				セグメント資料より シリョウ

				全社費用 ゼンシャ ヒヨウ						-				58,014,040		122,067,452		206,649,885		302,281,226		78,924,160		164,413,153		264,632,416		385,494,838		160,829,753		336,978,456		535,328,136		751,798,513		239,108,254		505,400,374		722,610,792		954,678,663		(227,763,057)		(482,200,814)		(766,163,684)		(998,588,838)		(239,608,326)		(494,424,377)		(750,443,422)		(1,003,696,073)		(282,242,941)		(615,145,735)		(928,751,735)		(1,208,104,472)		(268,741,873)		(580,132,961)		(876,903,061)		(1,171,483,519)		(284,080,223)		(573,791,907)		(875,612,076)		(1,193,293,905)		(307,234,831)		(602,927,496)		(892,502,886)		(1,167,107,286)				-29%		26,186,619		-2.2%				セグメント資料より シリョウ

				（営業外損益内訳） エイギョウガイ ソンエキ ウチワケ						-																																																																																						0%		0		ERROR:#DIV/0!

				営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ						2060000000				30,700		34,306		71,932		303,342		98,689		104,772		2,813,656		2,815,741		759,956		845,475		1,198,755		1,349,591		290,979		302,479		696,585		3,864,514		599,135		3,094,401		12,231,012		17,194,950		5,544,539		13,652,678		32,964,147		65,068,461		35,504,534		90,484,073		155,820,854		249,001,038		29,844,240		46,857,699		65,688,924		147,803,785		34,018,775		68,054,295		87,197,410		106,354,285		7,209,080		10,426,035		63,402,045		110,688,232				3%		4,333,947		4.1%

				営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ						2070000000				0		0		2,162,000		11,023,900		0		0		6,243,000		20,048,600		0		0		0		0		0		0		0		0		3,179,964		5,016,302		5,585,469		5,788,812		3,617,207		6,662,646		7,054,177		5,900,632		8,697,787		8,822,482		8,862,979		13,907,468		2,371,878		2,356,786		2,371,441		8,656,826		6,263,085		6,298,820		6,338,211		6,361,775		12,432,372		13,492,956		13,874,733		13,937,316				0%		7,575,541		119.1%

		経常損益 ケイジョウ ソンエキ								2080000000		●		80,837,051		228,548,675		367,186,193		508,043,937		221,214,545		566,933,971		759,061,648		1,113,611,425		418,450,772		931,761,906		1,291,129,999		1,585,828,052		137,449,749		400,732,925		608,373,243		638,448,125		(105,768,325)		(173,426,535)		(232,994,507)		19,160,409		156,054,427		303,598,784		427,379,447		574,644,010		81,687,500		298,468,032		365,289,877		457,217,493		106,135,113		89,228,607		89,480,106		261,468,724		86,317,409		183,579,627		114,109,513		94,308,332		(132,510,864)		(406,543,195)		(697,444,413)		(1,032,345,458)		●		-25%		(1,126,653,790)		-1194.6%		●

				特別利益 トクベツ リエキ						2090000000				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		34,335,000		34,335,000		39,620,778		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		27,772,379		27,772,379		0		0		0		1,681,238,557		0		0		0		0				0%		(1,681,238,557)		-100.0%

				特別損失 トクベツ ソンシツ						2100000000				1,429,245		8,184,664		9,718,469		9,718,469		0		0		0		4,028,580		3,800,258		3,800,258		3,800,258		12,929,567		0		0		6,054,017		6,054,017		0		0		0		5,335,692		0		318,058,949		318,295,749		347,752,947		0		0		0		22,249,820		0		0		0		1,143,470		0		0		0		801,200		0		0		66,297,580		75,385,709				2%		74,584,509		9309.1%

		税引前当期純利益 ゼイビ マエ トウキ ジュンリエキ								2110000000		●		79,407,806		220,364,011		357,467,724		498,325,468		221,214,545		566,933,971		759,061,648		1,109,582,845		414,650,514		927,961,648		1,287,329,741		1,572,898,485		137,449,749		400,732,925		602,319,226		632,394,108		(105,768,325)		(139,091,535)		(198,659,507)		53,445,495		156,054,427		(14,460,165)		109,083,698		226,891,063		81,687,500		298,468,032		365,289,877		434,967,673		106,135,113		89,228,607		117,252,485		288,097,633		86,317,409		183,579,627		114,109,513		1,774,745,689		(132,510,864)		(406,543,195)		(763,741,993)		(1,107,731,167)		●		-27%		(2,882,476,856)		-162.4%		●

				法人税等 ホウジンゼイ ナド						2120100000				32,972,354		101,890,224		160,111,856		239,246,808		91,808,585		263,468,800		357,006,559		538,563,809		165,699,687		416,050,037		563,909,106		605,764,756		36,977,757		149,117,757		215,015,316		219,414,516		274,836		75,640		346,025		73,594,345		47,538,273		115,026,173		158,885,605		205,357,032		19,226,871		95,819,609		127,238,832		132,652,728		32,767,958		63,610,622		1,305,704		65,697,904		24,032,194		70,719,294		44,353,901		564,531,101		58,561		487,661		919,917		(123,300,560)				-3%		(687,831,661)		-121.8%

				法人税等調整額 ホウジンゼイ ナド チョウセイ ガク						2120200000				313,862		(9,792,716)		(10,641,235)		(14,812,876)		7,468,514		(5,792,117)		(6,125,876)		(26,827,568)		14,213,860		(8,942,688)		(651,956)		(16,697,154)		18,377,983		7,875,766		23,428,767		17,689,459		(33,635,796)		(23,415,586)		(43,235,780)		(28,073,202)		12,184,005		5,510,205		9,778,384		876,640		(196,271)		(9,428,097)		(9,618,560)		(14,361,596)		11,859,888		9,083,263		7,117,906		14,836,804		10,469,141		(1,668,342)		9,511,070		(23,571,853)		97,327,328		97,327,328		97,327,328		105,270,768				3%		128,842,621		-546.6%

		当期（四半期）純利益 トウキ シ ハンキ ジュンリエキ								2130000000																																363,875,143		395,290,133		(72,407,365)		(115,751,589)		(155,769,752)		7,924,352		96,332,149		(134,996,543)		(59,580,291)		20,657,391		62,656,900		212,076,520		247,669,605		316,676,541		61,507,267		16,534,722		108,828,875		207,562,925		51,816,074		114,528,675		60,244,542		1,233,786,441		(229,896,753)		(504,358,184)		(861,989,238)		(1,089,701,375)				-27%		(2,323,487,816)		-188.3%

		非支配株主に帰属する損益 ヒ シハイ カブヌシ キゾク ソンエキ								2130100000																																								(441,719)		(2,935,023)		(893,511)		(6,126,672)		(7,953,136)		(7,742,356)		2,367,751		5,250,113		7,536,017		9,822,861		(17,298,393)		(48,335,529)		(69,967,470)		(77,625,805)		(4,692,439)		(11,518,815)		(16,236,171)		(16,236,171)		0		0		0		0				0%		16,236,171		-100.0%

		親会社株主に帰属する損益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク ソンエキ								2150000000		●		46,121,590		128,266,503		207,997,103		273,891,536		121,937,446		309,257,288		408,180,965		597,846,604		234,736,967		520,854,299		724,072,591		983,830,883		82,094,009		243,739,402		363,875,143		395,290,133		(72,407,365)		(115,751,589)		(155,328,033)		10,859,375		97,225,660		(128,869,871)		(51,627,155)		28,399,747		60,289,149		206,826,407		240,133,588		306,853,680		78,805,660		64,870,251		178,796,345		285,188,730		56,508,513		126,047,490		76,480,713		1,250,022,612		(229,896,753)		(504,358,184)		(861,989,238)		(1,089,701,375)		●		-27%		(2,339,723,987)		-187.2%		●



		縦計 タテケイ

		売上高 ウリアゲダカ																																																3,624,806,367		5,069,857,909		1,284,153,585		2,661,820,876		4,003,276,949		5,366,573,408		1,394,442,608		3,108,634,636		4,739,371,565		6,350,770,682		1,744,237,575		3,520,119,279		5,224,676,164		6,791,913,012		1,531,190,133		3,160,534,945		4,708,969,896		6,189,832,155		1,350,989,919		2,354,328,921		3,237,349,857		4,078,911,194

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ																																																293,268,513		433,090,636		132,377,675		264,019,805		386,126,711		507,929,473		139,602,843		306,384,568		456,984,211		594,205,456		164,168,881		346,375,659		540,727,026		685,870,825		123,084,820		247,809,803		387,868,167		506,647,211		125,620,428		225,240,680		323,376,616		422,953,278

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ																																																3,331,537,854		4,636,767,273		1,151,775,910		2,397,801,071		3,617,150,238		4,858,643,935		1,254,839,765		2,802,250,068		4,282,387,354		5,756,565,226		1,580,068,694		3,173,743,620		4,683,949,138		6,106,042,187		1,408,105,313		2,912,725,142		4,321,101,729		5,683,184,944		1,225,369,491		2,129,088,241		2,913,973,241		3,655,957,916

		販売費及び一般管理費																																																3,571,177,904		4,628,513,002		997,648,815		2,101,192,319		3,215,680,761		4,343,167,754		1,199,959,012		2,585,443,627		4,064,055,351		5,534,441,303		1,501,405,943		3,129,015,926		4,657,786,515		5,983,720,422		1,349,543,594		2,790,900,990		4,287,851,415		5,688,869,122		1,352,657,063		2,532,564,515		3,660,944,966		4,785,054,290

		営業損益 エイギョウ ソンエキ																																																(239,640,050)		7,754,271		154,127,095		296,608,752		401,469,477		515,476,181		54,880,753		216,806,441		218,332,002		222,123,923		78,662,751		44,727,694		26,162,623		122,321,765		58,561,719		121,824,152		33,250,314		(5,684,178)		(127,287,572)		(403,476,274)		(746,971,725)		(1,129,096,374)

		経常損益 ケイジョウ ソンエキ																																																(232,994,507)		19,160,409		156,054,427		303,598,784		427,379,447		574,644,010		81,687,500		298,468,032		365,289,877		457,217,493		106,135,113		89,228,607		89,480,106		261,468,724		86,317,409		183,579,627		114,109,513		94,308,332		(132,510,864)		(406,543,195)		(697,444,413)		(1,032,345,458)

		税引前当期純利益 ゼイビ マエ トウキ ジュンリエキ																																																(198,659,507)		53,445,495		156,054,427		(14,460,165)		109,083,698		226,891,063		81,687,500		298,468,032		365,289,877		434,967,673		106,135,113		89,228,607		117,252,485		288,097,633		86,317,409		183,579,627		114,109,513		1,774,745,689		(132,510,864)		(406,543,195)		(763,741,993)		(1,107,731,167)

		当期純損益 トウキ ジュン ソンエキ																																																(155,328,033)		10,859,375		97,225,660		(128,869,871)		(51,627,155)		28,399,747		60,289,149		206,826,407		240,133,588		306,853,680		78,805,660		64,870,251		178,796,345		285,188,730		56,508,513		126,047,490		76,480,713		1,250,022,612		(229,896,753)		(504,358,184)		(861,989,238)		(1,089,701,375)



		diff

		売上高 ウリアゲダカ																																																0		(500,000)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ																																										

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
他勘定振替高と期首仕掛棚卸高						0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ																																																0		(500,000)		0		0		0		0		0		0		(1)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		販売費及び一般管理費																																																0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		営業損益 エイギョウ ソンエキ																																																0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		経常損益 ケイジョウ ソンエキ																																																0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		税引前当期純利益 ゼイビ マエ トウキ ジュンリエキ																																																0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		当期純損益 トウキ ジュン ソンエキ																																																0

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
少数株主持分		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																																																				差異：内部取引 サイ ナイブ トリヒキ





>PPT作成用





業績概要(FY+Q)

														前期会計 ゼンキ カイケイ		当期会計 トウキ カイケイ

		連結コード レンケツ				FY2019		FY2020		YoY				FY2019		FY2020		YoY

		2010000000		売上高 ウリアゲ ダカ		6,189		4,078		▲34.1%				6,189,832,155		4,078,911,194		-34.1%

		2030000000		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		1,241		1,580		+27.3%				1,241,493,697		1,580,068,694		27.3%

		2040000000		販売管理費 ハンバイ カンリヒ		1,127		1,501		+33.2%				1,127,486,993		1,501,405,943		33.2%

		2050000000		営業利益 エイギョウ リエキ		▲ 5		▲ 1,129		－				▲ 5,684,178		▲ 1,129,096,374		19763.8%

		-		営業利益率(%) エイギョウ リエキ リツ		－		－		－				-0.1%		-27.7%		▲27.6pt

		2080000000		経常利益 ケイジョウ リエキ		94		▲ 1,032		－				94,308,332		▲ 1,032,345,458		-1194.6%

				特別利益 トクベツ リエキ		-		-		－								ERROR:#DIV/0!

				特別損失 トクベツ ソンシツ		29		0		－				29,457,198		0		-100.0%

				税金等調整前当期純利益 ゼイキンナド チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		117		106		－				117,807,365		106,135,113		-9.9%

		2150000000		親会社株主に帰属する
当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ		1,250		▲ 1,089		－				1,250,022,612		▲ 1,089,701,375		-187.2%

				※四半期：親会社株主に帰属する四半期純利益
　年次：親会社株主に帰属する当期純利益

						FY2019		FY2020		YoY

				Net Sales		6,189		4,078		-0

				Gross Margin		1,241		1,580		0

				SG&A Expenses		1,127		1,501		0

				Operating Income		-5		-1,129		－

				Operating Margin(%)		－		－		－

				Ordinary Income		94		-1,032		－

				Extraordinary Income		-		-		－

				Extraordinary Loss		29		0		－

				Profit before income taxes		117		106		－

				Profit attributable to owners of parent		1,250		-1,089		－



				0714 上野追加 ウ ツイカ

						FY2019		FY2020		YoY				FY2019		FY2020		YoY

				売上高（DOOR賃貸除く） ウリアゲ ダカ チンタイ ノゾ		5,459		4,078		▲25.3%				5,459,484,584		4,078,911,194		-25.3%

				営業利益（DOOR賃貸除く） エイギョウ リエキ チンタイ		▲ 251		▲ 1,127		－				▲ 251,475,729		▲ 1,127,529,587		348.4%





						FY2019		FY2020		YoY

				Net Sales
(Except for DOOR Chintai)		5,459		4,078		▲25.3%

				Operating Income
(Except for DOOR Chintai)		▲ 251		▲ 1,127		－





G,H列について

四半期はPL base(Q)を参照
年次はPL base(累計)を参照させる





連結売上・営利(FY)

		■金額（単位：円） キンガク タンイ エン

		分類 ブンルイ		Category

						FY2016		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020

		マッハバイト		Machabaito		2,229,329,929		2,219,421,371		2,208,552,131		2,641,992,151		2,283,127,295

		転職会議 テンショクカイギ		Tenshoku Kaigi		861,647,188		1,070,673,597		1,209,720,300		985,257,586		631,217,874

		転職ナビ テンショク		Tenshoku Navi		1,332,000,243		1,427,679,936		1,441,045,135		1,123,244,452		653,862,501

		その他 タ		Other		943,596,048		1,632,995,778		1,932,595,446		1,439,337,966		510,703,524

		売上高総計 ウリアゲ ダカ ソウケイ				5,366,573,408		6,350,770,682		6,791,913,012		6,189,832,155		4,078,911,194

		営業利益 エイギョウ リエキ				515,476,181		222,123,923		122,321,765		▲ 5,684,178		▲ 1,129,096,374

						TRUE		TRUE		TRUE		TRUE		TRUE

		■金額（単位：百万円） キンガク タンイ ヒャクマンエン

		分類 ブンルイ		Category

						FY2016		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020

		マッハバイト		Machabaito		2,229		2,219		2,208		2,641		2,283

		転職会議 テンショクカイギ		Tenshoku Kaigi		861		1,070		1,209		985		631

		転職ナビ テンショク		Tenshoku Navi		1,332		1,427		1,441		1,123		653

		その他 タ		Other		943		1,632		1,932		1,439		510

		売上高総計 ウリアゲ ダカ ソウケイ		Total		5,366		6,350		6,791		6,189		4,078

		営業利益 エイギョウ リエキ		Operating Income		515		222		122		▲ 5		▲ 1,129

























マッハバイト	

1	転職会議	1	転職ナビ	1	その他	1	

マッハバイト	

FY2018	FY2019	FY2020	2208	2641	2283	転職会議	

FY2018	FY2019	FY2020	1209	985	631	転職ナビ	FY2018	FY2019	FY2020	1441	1123	653	その他	FY2018	FY2019	FY2020	1932	1439	510	売上高総計	

FY2018	FY2019	FY2020	6791	6189	4078	





営業利益	FY2018	FY2019	FY2020	122	-5	-1129	





Operating Income	FY2018	FY2019	FY2020	122	-5	-1129	





Machabaito	

FY2018	FY2019	FY2020	2208	2641	2283	Tenshoku Kaigi	

FY2018	FY2019	FY2020	1209	985	631	Tenshoku Navi	FY2018	FY2019	FY2020	1441	1123	653	Other	FY2018	FY2019	FY2020	1932	1439	510	Total	

FY2018	FY2019	FY2020	6791	6189	4078	







OP増減_販管費別(FY)

				■営業利益(累計)増減 エイギョウ リエキ ルイケイ ゾウゲン																■グラフ書式設定 ショシキ セッテイ

				要素 ヨウソ		FY2019		売上高		人件費		広告宣伝費		その他販管費		FY2020				色の設定 イロ セッテイ		赤 アカ		緑 ミドリ		青 アオ

				金額（単位：円） キンガク タンイ エン		(5,684,178)		(2,110,920,961)		(26,160,041)		871,816,301		141,852,505		(1,129,096,374)				増加 ゾウカ		90		192		240

				金額（単位：百万円） キンガク タンイ ヒャクマンエン		(5)		(2,110)		(26)		871		141		(1,129)				減少 ゲンショウ		203		203		203

				1				-2,105,236,783		-26,160,041		-871,816,301		-141,852,505

				2		-5,684,178		-5,684,178		(2,116,605,139)		-1,270,948,879		-1,129,096,374		-1,129,096,374

				3



































FY2019	売上高	人件費	広告宣伝費	その他販管費	FY2	020	FY2019	売上高	人件費	広告宣伝費	その他販管費	FY2020	-5684178	-5684178	-2116605139	-1270948879	-1129096374	-1129096374	FY2019	売上高	人件費	広告宣伝費	その他販管費	FY2020	-2105236783	-26160041	-871816301	-141852505	



販管費(FY)

		【通期】 ツウキ

		分類 ブンルイ		Category

						FY2016		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020

		人件費 ジンケン		Personnel expenses		2,069		2,405		2,443		2,204		2,230

		広告宣伝費 コウコク センデンヒ		Advertising costs 		1,132		1,847		2,148		2,366		1,495

		減価償却費(のれんを含む) ゲンカ ショウキャク ヒ フク		Depreciation and amortization		0		0		0		0		0

		その他 タ		Others		1,648		1,875		2,077		1,624		1,482

		原価＋販管費計 ゲンカ ハン カン ヒ ケイ		原価＋販管費計 ゲンカ ハン カン ヒ ケイ		4,851		6,128		6,669		6,195		5,208

		売上高総計 ウリアゲ ダカ ソウケイ		売上高総計 ウリアゲ ダカ ソウケイ		5,366		6,350		6,791		6,189		4,078







人件費	

FY2018	FY2019	FY2020	2443	2204	2230	広告宣伝費	

FY2018	FY2019	FY2020	2148	2366	1495	減価償却費(のれんを含む)	FY2018	FY2019	FY2020	0	0	0	その他	

FY2018	FY2019	FY2020	2077	1624	1482	原価＋販管費計	

FY2018	FY2019	FY2020	6669	6195	5208	





Personnel expenses	

FY2018	FY2019	FY2020	2443	2204	2230	Advertising costs 	

FY2018	FY2019	FY2020	2148	2366	1495	Depreciation and amortization	FY2018	FY2019	FY2020	0	0	0	Others	

FY2018	FY2019	FY2020	2077	1624	1482	原価＋販管費計	

FY2018	FY2019	FY2020	6669	6195	5208	







既存のみ売上・営利(FY)

		■金額（単位：円） キンガク タンイ エン		※入力用 ニュウリョクヨウ

		分類 ブンルイ		Category

						　　		FY2018						FY2019						FY2020

		総売上高 ソウ ウリアゲ ダカ						6,791,913,012						6,189,832,155						4,078,911,194

		　売上高 ウリアゲ ダカ		既存事業（waja・DO除く＆村上さんコンサルフィー含む） キゾン ジギョウ				5,439,487,160						5,241,799,447						3,947,066,440								(1,294,733,007)

		　新規事業売上高（医療PJT含む） シンキ ジギョウ ウリアゲ ダカ イリョウ フク						3,732,011						677,245						995

		　就活会議売上高 シュウカツ ウリアゲダカ						165,967,687						217,007,892						131,843,759

		　DOOR賃貸売上高 チンタイ ウリアゲダカ						766,410,050						730,347,571						0

		　waja売上高 ウリアゲダカ						416,316,104						0						0

		営業利益総計 エイギョウ リエキ ソウケイ								122,321,765						(5,684,178)						(1,129,096,374)

		　営業利益 エイギョウ リエキ		既存事業（waja・DO除く＆村上さんコンサルフィー含む） キゾン ジギョウ						1,069,709,742						957,803,159						135,174,381						(822,628,778)

		　新規事業営業利益（医療PJT含む） シンキ ジギョウ エイギョウ リエキ イリョウ フク								(56,658,209)						(35,904,148)						(136,324,570)

		　全社費用 ゼンシャ ヒヨウ								(1,171,483,519)						(1,193,293,905)						(1,167,107,286)

		　就活会議営業利益 シュウカツ カイギ エイギョウリエキ								(12,607,634)						19,919,165						40,727,888

		　DOOR賃貸営業利益 チンタイ エイギョウ リエキ								351,723,595						245,791,551						(1,566,787)

		　waja営業利益 エイギョウリエキ								(58,362,210)						0						0

		売上高整合チェック ウリアゲ ダカ セイゴウ						TRUE						TRUE						TRUE

		営業利益整合チェック エイギョウ リエキ セイゴウ								TRUE						TRUE						TRUE



		■金額（単位：百万円） キンガク タンイ ヒャクマンエン

		分類 ブンルイ		Category

						　　		FY2018						FY2019						FY2020						　 

		総売上高 ソウ ウリアゲ ダカ						6,791						6,189						4,078

		　売上高 ウリアゲ ダカ		Net Sales				5,439						5,241						3,947

		　新規事業売上高（医療PJT含む） シンキ ジギョウ ウリアゲ ダカ イリョウ フク						3						0						0

		　DOOR賃貸売上高 チンタイ ウリアゲダカ						766						730						0

		営業利益総計 エイギョウ リエキ ソウケイ								122						▲ 5						▲ 1129

		　営業利益 エイギョウ リエキ		Operating Income						1,069						957						135

		　新規事業営業利益（医療PJT含む） シンキ ジギョウ エイギョウ リエキ イリョウ フク								▲ 56						▲ 35						▲ 136

		　全社費用 ゼンシャ ヒヨウ								▲ 1171						▲ 1193						▲ 1167

		　DOOR賃貸営業利益 チンタイ エイギョウ リエキ								351						245						▲ 1

		◆MB・TK・TN事業別 ジギョウ ベツ

		■金額（単位：円） キンガク タンイ エン		※入力用 ニュウリョクヨウ

		分類 ブンルイ		Category

						　　		FY2018						FY2019						FY2020

		マッハバイト						2,208,552,131						2,641,992,151						2,283,127,295

		転職会議 テンショクカイギ						1,209,720,300						985,257,586						631,217,874

		転職ナビ テンショク						1,441,045,135						1,123,244,452						653,862,501

		その他 タ						580,169,594						491,305,258						378,858,770

		売上高 ウリアゲ ダカ						5,439,487,160						5,241,799,447						3,947,066,440

		営業利益 エイギョウ リエキ								1,069,709,742						957,803,159						135,174,381

		■金額（単位：百万円） キンガク タンイ ヒャクマン エン

		分類 ブンルイ		Category

						　　		FY2018						FY2019						FY2020

		マッハバイト						2,208						2,641						2,283

		転職会議 テンショクカイギ						1,209						985						631

		転職ナビ テンショク						1,441						1,123						653

		その他 タ						580						491						378

		売上高 ウリアゲ ダカ						5,439						5,241						3,947

		営業利益 エイギョウ リエキ								1,069						957						135

				
Late May





　売上高	

　　	FY2018	FY2019	FY2020	5439	5241	3947	　営業利益	

　　	FY2018	FY2019	FY2020	1069	957	135	









Net Sales	

　　	FY2018	FY2019	FY2020	5439	5241	3947	Operating Income	

　　	FY2018	FY2019	FY2020	1069	957	135	









マッハバイト	

FY2018	FY2019	FY2020	2208	2641	2283	転職会議	

FY2018	FY2019	FY2020	1209	985	631	転職ナビ	

FY2018	FY2019	FY2020	1441	1123	653	その他	

FY2018	FY2019	FY2020	580	491	378	売上高	

FY2018	FY2019	FY2020	5439	5241	3947	営業利益	

FY2018	FY2019	FY2020	1069	957	135	









連結売上・営利(Q)

		■金額（単位：円） キンガク タンイ エン		※入力用 ニュウリョクヨウ

		分類 ブンルイ		Category		FY2013								FY2014								FY2015								FY2016																								FY2017																						 FY2018																										FY2019																								FY2020																										YoY				QoQ						◆色の設定 イロ セッテイ

						1Q/13		2Q/13		3Q/13		4Q/13		1Q/14		2Q/14		3Q/14		4Q/14		1Q/15		2Q/15		3Q/15		4Q/15		1Q		 				2Q						3Q						4Q						1Q						2Q						3Q						4Q						1Q						2Q						3Q						4Q				　　		1Q						2Q						3Q						4Q				　　		1Q						2Q						3Q						4Q				　　				±		%		±		%				背景色 ハイケイショク

		マッハバイト		Machabaito		707,962,959		1,125,054,166		994,061,751		955,136,151		843,483,351		1,066,003,378		1,032,055,289		986,874,272		945,732,976		1,190,725,292		1,148,389,571		1,269,602,406		1,052,406,932						1,203,149,711						1,156,011,662						1,162,416,528						1,096,947,862						1,411,646,263						1,262,463,749						1,289,629,111						1,295,696,273						1,425,833,359						1,298,848,672						1,284,495,340						501,712,668						691,459,910						724,725,974						724,093,599						761,704,495						493,373,977						513,695,615						514,353,208																				R		G		B

		転職会議 テンショクカイギ		Tenshoku Kaigi		133,766,800		112,933,800		87,469,600		106,071,200		125,043,000		69,923,000		64,998,500		57,160,999		82,237,054		64,222,307		47,781,653		55,443,668		89,851,491						40,070,481						49,748,422						56,178,616						121,096,586						109,315,662						164,448,051						148,279,051						242,228,510						172,618,952						240,826,209						262,822,770						254,746,988						252,320,127						242,218,060						235,972,411						210,311,049						147,704,996						148,296,549						124,905,280																				0		163		240

		転職ナビ テンショク		Tenshoku Navi																						115,598,227		102,848,233		119,622,212						107,760,538						101,745,114						110,316,042						135,641,327						148,721,095						160,586,927						132,163,465						153,164,725						135,724,811						127,426,568						0						290,904,292						318,060,216						255,135,490						259,144,454						200,413,533						198,385,117						134,314,774						120,749,077																				90		192		240

		その他 タ		Other		14,739,597		7,454,480		5,779,946		5,722,606		19,204,375		5,059,717		4,845,577		4,858,987		6,050,650		9,929,983		14,138,654		17,157,235		22,272,950						26,686,561						33,950,875						34,385,273						40,756,833						44,509,008						43,238,202						41,327,490						53,148,067						41,704,582						37,455,436						19,918,738						483,826,185						367,504,559						326,355,427						261,651,795						178,560,842						163,874,912						86,713,998						81,553,772																				183		232		255

		売上高 ウリアゲ ダカ		Net Sales		856,469,356		1,245,442,446		1,087,311,297		1,066,929,957		987,730,726		1,140,986,095		1,101,899,366		1,048,894,258		1,034,020,680		1,264,877,582		1,325,908,105		1,445,051,542		1,284,153,585						1,377,667,291						1,341,456,073						1,363,296,459						1,394,442,608						1,714,192,028						1,630,736,929						1,611,399,117						1,744,237,575						1,775,881,704						1,704,556,885						1,567,236,848						1,531,190,133						1,629,344,812						1,548,434,951						1,480,862,259						1,350,989,919						1,003,339,002						883,020,936						841,561,337								(639,300,922)		-43.2%		(41,459,599)		-4.7%						238		238		238

		営業利益 エイギョウ リエキ		Operating Income		417,690,816		513,225,615		359,014,813		294,547,217		137,158,770		263,271,676		207,246,212		26,906,953		(103,187,496)		(68,317,138)		(68,135,416)		247,394,321				154,127,095						142,481,657						104,860,725						114,006,704						54,880,753						161,925,688						1,525,561						3,791,921						78,662,751						▲ 33,935,057						▲ 18,565,071						96,159,142						58,561,719						63,262,433						▲ 88,573,838						▲ 38,934,492						▲ 127,287,572						▲ 276,188,702						▲ 343,495,451						▲ 382,124,649						0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!						203		203		203

																																																						TRUE						TRUE						TRUE						TRUE						TRUE						TRUE						TRUE						TRUE						TRUE						TRUE						TRUE						TRUE

		■金額（単位：百万円） キンガク タンイ ヒャクマンエン																																																																																																																																																																文字色 モジショク

		分類 ブンルイ		Category		FY2013								FY2014								FY2015								FY2016																								FY2017																						 FY2018																								FY2019		FY2019																								FY2020																																				◆色の設定 イロ セッテイ

						1Q/13		2Q/13		3Q/13		4Q/13		1Q/14		2Q/14		3Q/14		4Q/14		1Q/15		2Q/15		3Q/15		4Q/15		1Q		 				2Q						3Q						4Q						1Q						2Q						3Q						4Q						1Q						2Q						3Q						4Q				　　		1Q		 		　　		2Q		 		　　		3Q		 		　　		4Q		 		　　		1Q		 		　　		2Q		 		　　		3Q				　　		4Q				　　														背景色 ハイケイショク

		マッハバイト		Machabaito		707		1,125		994		955		843		1,066		1,032		986		945		1,190		1,148		1,269		1,052						1,203						1,156						1,162						1,096						1,411						1,262						1,289						1,295						1,425						1,298						1,284						501						691						724						724						761						493						513						514

		転職会議		Tenshoku Kaigi		133		112		87		106		125		69		64		57		82		64		47		55		89						40						49						56						121						109						164						148						242						172						240						262						254						252						242						235						210						147						148						124														　				◆フォントの設定 セッテイ

		転職ナビ		Tenshoku Navi		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		115		102		119						107						101						110						135						148						160						132						153						135						127						0						290						318						255						259						200						198						134						120																		日本語 ニホンゴ		AXIS Std L

		その他		Other		14		7		5		5		19		5		4		4		6		9		14		17		22						26						33						34						40						44						43						41						53						41						37						19						483						367						326						261						178						163						86						81																		English		Mark Pro Light

		売上高		Net Sales		856		1,245		1,087		1,066		987		1,140		1,101		1,048		1,034		1,264		1,325		1,445		1,284						1,377						1,341						1,363						1,394						1,714						1,630						1,611						1,744						1,775						1,704						1,567						1,531						1,629						1,548						1,480						1,350						1,003						883						841

		営業利益		Operating Income		417		513		359		294		137		263		207		26		(103)		(68)		(68)		247				154						142						104						114						54						161						1						3						78						▲ 33						▲ 18						96						58						63						▲ 88						▲ 38						▲ 127						▲ 276						▲ 343						▲ 382

		率 リツ																														12.0%						10.3%						7.8%						8.4%						3.9%						9.4%						0.1%						0.2%						4.5%						-1.9%						-1.1%						6.1%						3.8%						3.9%						-5.7%						-2.6%						-9.4%						-27.5%						-38.8%						-45.4%



		■構成比 コウセイヒ

		分類 ブンルイ		Category		FY2013								FY2014								FY2015								FY2016																								FY2017																						 FY2018																										FY2019

						1Q/13		2Q/13		3Q/13		4Q/13		1Q/14		2Q/14		3Q/14		4Q/14		1Q/15		2Q/15		3Q/15		4Q/15		1Q		 				2Q						3Q						4Q						1Q						2Q						3Q						4Q						1Q						2Q						3Q						4Q				　　		1Q						2Q						3Q						4Q				　　

		求人情報メディア事業 キュウジン ジョウホウ ジギョウ		HR Information Media		82.7%		90.3%		91.4%		89.5%		85.4%		93.4%		93.7%		94.1%		91.5%		94.1%		86.6%		87.9%		82.0%						87.3%						86.2%						85.3%						78.7%						82.4%						77.4%						80.0%						74.3%						80.3%						76.2%						82.0%						79.4%						87.5%						84.5%						88.1%

		不動産情報メディア事業 フドウサン ジョウホウ ジギョウ		Real Estate Information Media 		15.6%		9.1%		8.0%		9.9%		12.7%		6.1%		5.9%		5.4%		8.0%		5.1%		3.6%		3.8%		7.0%						2.9%						3.7%						4.1%						8.7%						6.4%						10.1%						9.2%						13.9%						9.7%						14.1%						16.8%						20.4%						12.3%						15.3%						11.7%

		イーコマース事業 ジギョウ		E Commerce		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		8.7%		7.1%		9.3%						7.8%						7.6%						8.1%						9.7%						8.7%						9.8%						8.2%						8.8%						7.6%						7.5%						0.0%						0.0%						0.0%						0.0%						0.0%

		その他事業 タ ジギョウ		Other Businesses		1.7%		0.6%		0.5%		0.5%		1.9%		0.4%		0.4%		0.5%		0.6%		0.8%		1.1%		1.2%		1.7%						1.9%						2.5%						2.5%						2.9%						2.6%						2.7%						2.6%						3.0%						2.3%						2.2%						1.3%						0.2%						0.2%						0.2%						0.2%

		売上高総計 ウリアゲ ダカ ソウケイ		Total		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%						100.0%						100.0%						100.0%						100.0%						100.0%						100.0%						100.0%						100.0%						100.0%						100.0%						100.0%						100.0%						100.0%						100.0%						100.0%



マッハバイト	

1Q	 	　　	2Q	 	　　	3Q	 	　　	4Q	 	　　	1Q	 	　　	2Q	 	　　	3Q	　　	4Q	　　	FY2019	FY2020	501	691	724	724	761	493	513	514	転職会議	

1Q	 	　　	2Q	 	　　	3Q	 	　　	4Q	 	　　	1Q	 	　　	2Q	 	　　	3Q	　　	4Q	　　	FY2019	FY2020	254	252	242	235	210	147	148	124	転職ナビ	1Q	 	　　	2Q	 	　　	3Q	 	　　	4Q	 	　　	1Q	 	　　	2Q	 	　　	3Q	　　	4Q	　　	FY2019	FY2020	290	318	255	259	200	198	134	120	その他	1Q	 	　　	2Q	 	　　	3Q	 	　　	4Q	 	　　	1Q	 	　　	2Q	 	　　	3Q	　　	4Q	　　	FY2019	FY2020	483	367	326	261	178	163	86	81	売上高	1Q	 	　　	2Q	 	　　	3Q	 	　　	4Q	 	　　	1Q	 	　　	2Q	 	　　	3Q	　　	4Q	　　	FY2019	FY2020	1531	1629	1548	1480	1350	1003	883	841	営業利益	1Q	 	　　	2Q	 	　　	3Q	 	　　	4Q	 	　　	1Q	 	　　	2Q	 	　　	3Q	　　	4Q	　　	FY2019	FY2020	58	63	-88	-38	-127	-276	-343	-382	



Net Sales	

　　	1Q	 	　　	2Q	 	　　	3Q	 	　　	4Q	 	　　	1Q	 	　　	2Q	 	　　	FY2019	FY2019	FY2020	1531	1629	1548	1480	1350	1003	Operating Income	

　　	1Q	 	　　	2Q	 	　　	3Q	 	　　	4Q	 	　　	1Q	 	　　	2Q	 	　　	FY2019	FY2019	FY2020	58	63	-88	-38	-127	-276	





Operating Income	

　　	1Q	 	　　	2Q	 	　　	3Q	 	　　	4Q	 	　　	1Q	 	　　	2Q	 	　　	FY2019	FY2019	FY2020	58	63	-88	-38	-127	-276	Net Sales	

　　	1Q	 	　　	2Q	 	　　	3Q	 	　　	4Q	 	　　	1Q	 	　　	2Q	 	　　	FY2019	FY2019	FY2020	1531	1629	1548	1480	1350	1003	





Machabaito	

1Q	 	　　	2Q	 	　　	3Q	 	　　	4Q	 	　　	1Q	 	　　	2Q	 	　　	3Q	　　	4Q	　　	FY2019	FY2020	501	691	724	724	761	493	513	514	Tenshoku Kaigi	

1Q	 	　　	2Q	 	　　	3Q	 	　　	4Q	 	　　	1Q	 	　　	2Q	 	　　	3Q	　　	4Q	　　	FY2019	FY2020	254	252	242	235	210	147	148	124	Tenshoku Navi	

1Q	 	　　	2Q	 	　　	3Q	 	　　	4Q	 	　　	1Q	 	　　	2Q	 	　　	3Q	　　	4Q	　　	FY2019	FY2020	290	318	255	259	200	198	134	120	Other	

1Q	 	　　	2Q	 	　　	3Q	 	　　	4Q	 	　　	1Q	 	　　	2Q	 	　　	3Q	　　	4Q	　　	FY2019	FY2020	483	367	326	261	178	163	86	81	Net Sales	

1Q	 	　　	2Q	 	　　	3Q	 	　　	4Q	 	　　	1Q	 	　　	2Q	 	　　	3Q	　　	4Q	　　	FY2019	FY2020	1531	1629	1548	1480	1350	1003	883	841	Operating Income	

1Q	 	　　	2Q	 	　　	3Q	 	　　	4Q	 	　　	1Q	 	　　	2Q	 	　　	3Q	　　	4Q	　　	FY2019	FY2020	58	63	-88	-38	-127	-276	-343	-382	













３Qと４Qの間に入っている模様？が消えないため、↓にグラフ作成しなおしました。



【IR更新】OP増減_主要メディア別(Q) 

				■営業利益(会計)増減 エイギョウ リエキ カイケイ ゾウゲン																		■グラフ書式設定 ショシキ セッテイ

				要素 ヨウソ		3Q19		MB		TN		TK		新規		その他 タ		3Q20				色の設定 イロ セッテイ		赤 アカ		緑 ミドリ		青 アオ

				金額（単位：円） キンガク タンイ エン		(88,573,838)		(104,861,421)		(128,800,996)		(98,821,009)		(40,255,086)		29,548,355		(343,495,451)				増加 ゾウカ		90		192		240

				金額（単位：百万円） キンガク タンイ ヒャクマンエン		(88)		(104)		(128)		(98)		(40)		29		(343)				減少 ゲンショウ		203		203		203

				グラフ1		104,861,421		104,861,421

				グラフ2		(193,435,259)		(193,435,259)		(193,435,259)				0		0

				グラフ3						(322,236,255)		(322,236,255)		(421,057,264)		(461,312,350)		(431,763,995)

				グラフ4								(98,821,009)		(40,255,086)		29,548,355













































グラフ2	3Q19	MB	TN	TK	新規	その他	3Q20	-193435259	-193435259	-193435259	0	0	グラフ1	3Q19	MB	TN	TK	新規	その他	3Q20	104861421	104861421	グラフ3	3Q19	MB	TN	TK	新規	その他	3Q20	-322236255	-322236255	-421057264	-461312350	-431763995	グラフ4	3Q19	MB	TN	TK	新規	その他	3Q20	-98821009	-40255086	29548355	



【IR更新】OP増減_販管費別(Q)

				■営業利益(会計)増減 エイギョウ リエキ カイケイ ゾウゲン																■グラフ書式設定 ショシキ セッテイ

				要素 ヨウソ		3Q19		売上高		人件費		広告宣伝費		その他販管費		3Q20				色の設定 イロ セッテイ		赤 アカ		緑 ミドリ		青 アオ								4Q19		売上高		人件費		広告宣伝費		その他費用 ヒヨウ		4Q20

				金額（単位：円） キンガク タンイ エン		(88,573,838)		(639,300,922)		(1,222,163)		237,543,174		59,789,754		(343,495,451)				増加 ゾウカ		90		192		240						増減額 ゾウゲンガク		(38,934,492)		(639,300,922)		(1,222,163)		237,543,174		59,789,754		(382,124,649)

				金額（単位：百万円） キンガク タンイ ヒャクマンエン		(88)		(639)		(1)		237		59		(343)				減少 ゲンショウ		203		203		203						増減額（百万円） ゾウゲンガク ヒャクマン エン		▲38		▲639		▲1		237		59		▲382

				グラフ1		(88,573,838)		(88,573,838)		(727,874,760)		(491,553,749)		(431,763,995)		(343,495,451)																										check		0

				グラフ2				(639,300,922)		(1,222,163)		(237,543,174)		(59,789,754)

















































グラフ1	3Q19	売上高	人件費	広告宣伝費	その他販管費	3Q20	-88573838	-88573838	-727874760	-491553749	-431763995	-343495451	グラフ2	3Q19	売上高	人件費	広告宣伝費	その他販管費	3Q20	-639300922	-1222163	-237543174	-59789754	



【IR更新】OP増減_事業譲渡・既存・新規

				■営業利益(会計)増減 エイギョウ リエキ カイケイ ゾウゲン																		■グラフ書式設定 ショシキ セッテイ

				要素 ヨウソ		FY2019		事業譲渡 ジギョウジョウト		既存売上 キゾン ウリアゲ		既存費用 キゾン ヒヨウ		新規 シンキ		その他 タ		FY2020				色の設定 イロ セッテイ		赤 アカ		緑 ミドリ		青 アオ				既存事業売上増減 キゾン ジギョウ ウリアゲ ゾウゲン		既存事業営業利益増減 キゾン ジギョウ エイギョウリエキ ゾウゲン		既存事業費用増減 キゾン ジギョウ ヒヨウ ゾウゲン

				金額（単位：円） キンガク タンイ エン		(5,684,178)		(226,549,615)		(1,294,733,007)		472,104,229		(100,420,422)		26,186,619		(1,129,096,374)				増加 ゾウカ		90		192		240				(1,294,733,007)		(822,628,778)		472,104,229

				金額（単位：百万円） キンガク タンイ ヒャクマンエン		(5)		(226)		(1,294)		472		(100)		26		(1,129)				減少 ゲンショウ		203		203		203

				グラフ1（表示部分） ヒョウジ ブブン		(5,684,178)		(226,549,615)		(1,294,733,007)		(472,104,229)		(100,420,422)		(26,186,619)

				グラフ2（非表示部分） ヒヒョウジ ブブン				(5,684,178)		(226,549,615)		(1,049,178,393)		(1,049,178,393)		(1,123,412,196)		(1,129,096,374)





				要素 ヨウソ		FY2019		ポートフォリオ再編 サイヘン		既存売上 キゾン ウリアゲ		費用減少 ヒヨウ ゲンショウ		FY2020

				金額（単位：円） キンガク タンイ エン		(5,684,178)		(326,970,037)		(1,294,733,007)		498,290,848		(1,129,096,374)

				金額（単位：百万円） キンガク タンイ ヒャクマンエン		(5)		(326)		(1,294)		498		(1,129)

				グラフ1（表示部分） ヒョウジ ブブン		(5,684,178)		(326,970,037)		(1,294,733,007)		(498,290,848)

				グラフ2（非表示部分） ヒヒョウジ ブブン				(5,684,178)		(332,654,215)		(1,129,096,374)		(1,129,096,374)





				要素 ヨウソ		FY2019		事業譲渡 ジギョウジョウト		既存利益 キゾン リエキ		新規 シンキ		その他 タ		FY2020

				金額（単位：円） キンガク タンイ エン		(5,684,178)		(226,549,615)		(822,628,778)		(100,420,422)		26,186,619		(1,129,096,374)

				金額（単位：百万円） キンガク タンイ ヒャクマンエン		(5)		(226)		(822)		(100)		26		(1,129)

				グラフ1（表示部分） ヒョウジ ブブン		(5,684,178)		(226,549,615)		(822,628,778)		(100,420,422)		(26,186,619)

				グラフ2（非表示部分） ヒヒョウジ ブブン				(5,684,178)		(232,233,793)		(1,054,862,571)		(1,129,096,374)		(1,129,096,374)



				要素 ヨウソ		FY2019		ポートフォリオ再編 サイヘン		既存利益 キゾン リエキ		その他 タ		FY2020

				金額（単位：円） キンガク タンイ エン		(5,684,178)		(326,970,037)		(822,628,778)		26,186,619		(1,129,096,374)

				金額（単位：百万円） キンガク タンイ ヒャクマンエン		(5)		(326)		(822)		26		(1,129)

				グラフ1（表示部分） ヒョウジ ブブン		(5,684,178)		(326,970,037)		(822,628,778)		(26,186,619)

				グラフ2（非表示部分） ヒヒョウジ ブブン				(5,684,178)		(332,654,215)		(1,129,096,374)		(1,129,096,374)





















グラフ2（非表示部分）	FY2019	事業譲渡	既存売上	既存費用	新規	その他	FY2020	-5684178	-226549615	-1049178393	-1049178393	-1123412196	-1129096374	グラフ1（表示部分）	FY2019	事業譲渡	既存売上	既存費用	新規	その他	FY2020	-5684178	-226549615	-1294733007	-472104229	-100420422	-26186619	

グラフ2（非表示部分）	FY2019	ポートフォリオ再編	既存売上	費用減少	FY2020	-5684178	-332654215	-1129096374	-1129096374	グラフ1（表示部分）	FY2019	ポートフォリオ再編	既存売上	費用減少	FY2020	-5684178	-326970037	-1294733007	-498290848	

グラフ2（非表示部分）	FY2019	事業譲渡	既存利益	新規	その他	FY2020	-5684178	-232233793	-1054862571	-1129096374	-1129096374	グラフ1（表示部分）	FY2019	事業譲渡	既存利益	新規	その他	FY2020	-5684178	-226549615	-822628778	-100420422	-26186619	

グラフ2（非表示部分）	FY2019	ポートフォリオ再編	既存利益	その他	FY2020	-5684178	-332654215	-1129096374	-1129096374	グラフ1（表示部分）	FY2019	ポートフォリオ再編	既存利益	その他	FY2020	-5684178	-326970037	-822628778	-26186619	



販管費(Q)



		【四半期】 シハンキ

		■費用推移　金額（単位：円） ヒヨウ キンガク タンイ エン

		分類 ブンルイ		Category		FY2013								FY2014								FY2015								FY2016								FY2017								FY2018								FY2019								FY2020										YoY				QoQ						累計YoY ルイケイ

						1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q				±		%		±		%				±		%

		人件費 ジンケン		Personnel expenses		142,153,880		188,031,603		209,919,447		233,322,110		247,603,630		302,549,584		317,563,671		334,687,161		325,167,437		376,879,822		443,073,303		451,801,827		489,076,929		500,755,573		540,748,587		538,862,039		564,212,980		609,941,858		632,800,984		598,317,864		629,662,987		622,720,609		632,690,252		558,744,865		552,979,467		545,581,007		553,592,977		552,429,047		543,012,448		573,613,356		560,465,525		553,651,210				1,222,163		0.2%		(6,814,315)		-1.2%				26,160,041		1.2%

		広告宣伝費 コウコク センデンヒ		Advertising costs 		108,738,355		312,361,268		282,629,843		300,930,296		349,399,561		279,836,346		287,895,977		365,797,961		424,304,813		510,047,669		397,576,830		241,497,320		205,176,331		317,489,791		296,221,759		314,020,135		347,469,724		438,581,764		510,522,847		551,211,006		559,015,117		619,726,930		512,859,238		457,030,997		535,561,239		610,082,768		656,507,134		564,704,683		523,253,321		342,388,004		302,236,689		327,161,509				(237,543,174)		-42.1%		24,924,820		8.2%				(871,816,301)		-36.8%

		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
のれん償却額含む		Depreciation and amortization including goodwill		6,056,151		5,948,081		9,005,993		7,750,944		7,242,159		8,616,455		9,715,030		9,817,260		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				0		ERROR:#DIV/0!

		その他（原価含む） タ ゲンカ フク		Others		110,188,116		119,576,865		132,158,019		142,963,580		172,194,805		208,881,472		204,831,246		234,846,929		387,735,926		446,267,229		553,393,388		503,858,074		435,773,230		416,940,270		399,625,002		396,407,581		427,879,151		503,742,718		485,887,537		458,078,326		476,896,720		567,369,222		577,572,466		455,301,844		384,087,708		410,418,604		426,908,678		402,663,021		412,011,722		363,526,344		363,814,173		342,873,267				(59,789,754)		-14.8%		(20,940,906)		-5.8%				(141,852,505)		-8.7%

		原価＋販管費計 ゲンカ ハン カン ヒ ケイ

Kuniko Usui: Kuniko Usui:
2015年から販管費と原価で集計
		原価＋販管費計 ゲンカ ハン カン ヒ ケイ		367,136,502		625,917,817		633,713,302		684,966,930		776,440,155		799,883,857		820,005,924		945,149,311		1,137,208,176		1,333,194,720		1,394,043,521		1,197,157,221		1,130,026,490		1,235,185,634		1,236,595,348		1,249,289,755		1,339,561,855		1,552,266,340		1,629,211,368		1,607,607,196		1,665,574,824		1,809,816,761		1,723,121,956		1,471,077,706		1,472,628,414		1,566,082,379		1,637,008,789		1,519,796,751		1,478,277,491		1,279,527,704		1,226,516,387		1,223,685,986				(296,110,765)		-19.5%		(2,830,401)		-0.2%				(987,508,765)		-15.9%

		売上高総計 ウリアゲ ダカ ソウケイ		売上高総計 ウリアゲ ダカ ソウケイ		856,469,356		1,245,442,446		1,087,311,297		1,066,929,957		987,730,726		1,140,986,095		1,101,899,366		1,048,894,258		1,034,020,680		1,264,877,582		1,325,908,105		1,444,551,542		1,284,153,585		1,377,667,291		1,341,456,073		1,363,296,459		1,394,442,608		1,714,192,028		1,630,736,929		1,611,399,117		1,744,237,575		1,775,881,704		1,704,556,885		1,567,236,848		1,531,190,133		1,629,344,812		1,548,434,951		1,480,862,259		1,350,989,919		1,003,339,002		883,020,936		841,561,337				(639,300,922)		-43.2%		(41,459,599)		-4.7%				(2,110,920,961)		-34.1%



		■費用推移　金額（単位：百万円） ヒヨウ スイイ キンガク タンイ ヒャクマン エン

		分類 ブンルイ		Category		FY2013								FY2014								FY2015								FY2016								FY2017								FY2018								FY2019								FY2020								　										　

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

		人件費 ジンケン		Personnel expenses		142		188		209		233		247		302		317		334		325		376		443		451		489		500		540		538		564		609		632		598		629		622		632		558		552		545		553		552		543		573		560		553

		広告宣伝費 コウコク センデンヒ		Advertising costs 		108		312		282		300		349		279		287		365		424		510		397		241		205		317		296		314		347		438		510		551		559		619		512		457		535		610		656		564		523		342		302		327

		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		Depreciation and amortization		6		5		9		7		7		8		9		9		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		その他 タ		Others		110		119		132		142		172		208		204		234		387		446		553		503		435		416		399		396		427		503		485		458		476		567		577		455		384		410		426		402		412		363		363		342

		原価＋販管費計 ゲンカ ハン カン ヒ ケイ		原価＋販管費計 ゲンカ ハン カン ヒ ケイ		367		625		633		684		776		799		820		945		1,137		1,333		1,394		1,197		1,130		1,235		1,236		1,249		1,339		1,552		1,629		1,607		1,665		1,809		1,723		1,471		1,472		1,566		1,637		1,519		1,478		1,279		1,226		1,223



		■費用推移　構成比（単位：百万円） ヒヨウ コウセイヒ タンイ ヒャクマン エン

		分類 ブンルイ		Category		FY2013								FY2014								FY2015								FY2016								FY2017								FY2018								FY2019								FY2020

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

		人件費/費用総額 ジンケン ヒヨウ ソウガク		Personnel expenses		38.7%		30.0%		33.1%		34.1%		31.9%		37.8%		38.7%		35.4%		28.6%		28.3%		31.8%		37.7%		43.3%		40.5%		43.7%		43.1%		42.1%		39.3%		38.8%		37.2%		37.8%		34.4%		36.7%		38.0%		37.6%		34.8%		33.8%		36.3%		36.7%		44.8%		45.7%		45.2%

		広告宣伝費/費用総額 コウコク センデンヒ		Advertising costs 		29.6%		49.9%		44.6%		43.9%		45.0%		35.0%		35.1%		38.7%		37.3%		38.3%		28.5%		20.2%		18.2%		25.7%		24.0%		25.1%		25.9%		28.3%		31.3%		34.3%		33.6%		34.2%		29.8%		31.1%		36.4%		39.0%		40.1%		37.2%		35.4%		26.8%		24.6%		26.7%

		減価償却費/費用総額 ゲンカ ショウキャク ヒ		Depreciation and amortization		1.6%		1.0%		1.4%		1.1%		0.9%		1.1%		1.2%		1.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		その他/費用総額 タ		Others		30.0%		19.1%		20.9%		20.9%		22.2%		26.1%		25.0%		24.8%		34.1%		33.5%		39.7%		42.1%		38.6%		33.8%		32.3%		31.7%		31.9%		32.5%		29.8%		28.5%		28.6%		31.3%		33.5%		31.0%		26.1%		26.2%		26.1%		26.5%		27.9%		28.4%		29.7%		28.0%

		費用総額/売上高 ヒヨウ ソウガク ウリアゲ ダカ				42.9%		50.3%		58.3%		64.2%		78.6%		70.1%		74.4%		90.1%		110.0%		105.4%		105.1%		82.9%		88.0%		89.7%		92.2%		91.6%		96.1%		90.6%		99.9%		99.8%		95.5%		101.9%		101.1%		93.9%		96.2%		96.1%		105.7%		102.6%		109.4%		127.5%		138.9%		145.4%



人件費	

1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	FY2019	FY2020	552	545	553	552	543	573	560	553	広告宣伝費	

1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	FY2019	FY2020	535	610	656	564	523	342	302	327	減価償却費	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	FY2019	FY2020	0	0	0	0	0	その他	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	FY2019	FY2020	384	410	426	402	412	363	363	342	原価＋販管費計	



1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	FY2019	FY2020	1472	1566	1637	1519	1478	1279	1226	1223	

Personnel expenses	

1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	FY2019	FY2020	552	545	553	552	543	573	560	553	Advertising costs 	

1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	FY2019	FY2020	535	610	656	564	523	342	302	327	Depreciation and amortization	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	FY2019	FY2020	0	0	0	0	0	Others	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	FY2019	FY2020	384	410	426	402	412	363	363	342	原価＋販管費計	



1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	FY2019	FY2020	1472	1566	1637	1519	1478	1279	1226	1223	



既存のみ売上・営利(Q)

		■金額（単位：円） キンガク タンイ エン		※入力用 ニュウリョクヨウ

		分類 ブンルイ		Category		FY2013								FY2014								FY2015								FY2016																								FY2017																						 FY2018																										FY2019																								FY2020																										YoY				QoQ

						1Q/13		2Q/13		3Q/13		4Q/13		1Q/14		2Q/14		3Q/14		4Q/14		1Q/15		2Q/15		3Q/15		4Q/15		1Q		 				2Q						3Q						4Q						1Q						2Q						3Q						4Q						1Q						2Q						3Q						4Q				　　		1Q						2Q						3Q						4Q				　　		1Q						2Q						3Q						4Q				　　				±		%		±		%

		求人情報メディア事業 キュウジン ジョウホウ ジギョウ		HR Information Media		707,962,959		1,125,054,166		994,061,751		955,136,151		843,483,351		1,066,003,378		1,032,055,289		986,874,272		945,732,976		1,190,725,292		1,148,389,571		1,269,602,406		1,052,406,932						1,203,149,711						1,156,011,662						1,162,416,528						1,096,947,862						1,411,646,263						1,262,463,749						1,289,629,111						1,295,696,273						1,425,833,359						1,298,848,672						1,284,495,340						1,215,737,670						1,426,434,733						1,308,021,411						1,305,203,639

		不動産情報メディア事業 フドウサン ジョウホウ ジギョウ		Real Estate Information Media 		133,766,800		112,933,800		87,469,600		106,071,200		125,043,000		69,923,000		64,998,500		57,160,999		82,237,054		64,222,307		47,781,653		55,443,668		89,851,491						40,070,481						49,748,422						56,178,616						121,096,586						109,315,662						164,448,051						148,279,051						242,228,510						172,618,952						240,826,209						262,822,770						312,186,309						199,974,025						237,495,737						172,858,386

		イーコマース事業 ジギョウ		E Commerce																						115,598,227		102,848,233		119,622,212						107,760,538						101,745,114						110,316,042						135,641,327						148,721,095						160,586,927						132,163,465						153,164,725						135,724,811						127,426,568						0						0						0						0						0

		その他事業 タ ジギョウ		Other Businesses		14,739,597		7,454,480		5,779,946		5,722,606		19,204,375		5,059,717		4,845,577		4,858,987		6,050,650		9,929,983		14,138,654		17,157,235		22,272,950						26,686,561						33,950,875						34,385,273						40,756,833						44,509,008						43,238,202						41,327,490						53,148,067						41,704,582						37,455,436						19,918,738						3,266,154						2,936,054						2,917,803						2,800,234

		総売上高 ソウ ウリアゲ ダカ				856,469,356		1,245,442,446		1,087,311,297		1,066,929,957		987,730,726		1,140,986,095		1,101,899,366		1,048,894,258		1,034,020,680		1,264,877,582		1,325,908,105		1,445,051,542		1,284,153,585						1,377,667,291						1,341,456,073						1,363,296,459						1,394,442,608						1,714,192,028						1,630,736,929						1,611,399,117						1,744,237,575						1,775,881,704						1,704,556,885						1,567,236,848						1,531,190,133						1,629,344,812						1,548,434,951						1,480,862,259						1,350,989,919						1,003,339,002						883,020,936						841,561,337								(639,300,922)		-43.2%		(41,459,599)		-4.7%

		　売上高 ウリアゲ ダカ		既存事業（DO除く＆村上さんコンサルフィー含む） キゾン ジギョウ																																																																																																		1,273,820,464						1,472,973,373						1,356,608,348						1,355,405,154						1,350,988,924						1,003,339,002						883,020,936						841,561,337								▲ 513,843,817		-37.9%		▲ 41,459,599		-4.7%

		　新規事業売上高（医療PJT含む） シンキ ジギョウ ウリアゲ ダカ イリョウ フク																																																																																																				497,154						77,054						58,803						44,234						995						0						0						0								▲ 44,234		-100.0%		0		ERROR:#DIV/0!

		　DOOR賃貸売上高 チンタイ ウリアゲダカ																																																																																																				256,872,515						156,294,385						191,767,800						125,412,871						0						0						0						0								▲ 125,412,871		-100.0%		0		ERROR:#DIV/0!

		営業利益総計 エイギョウ リエキ ソウケイ				417,690,816		513,225,615		359,014,813		294,547,217		137,158,770		263,271,676		207,246,212		26,906,953		(103,187,496)		(68,317,138)		(68,135,416)		247,394,321				154,127,095						142,481,657						104,860,725						114,006,704						54,880,753						161,925,688						1,525,561						3,791,921						78,662,751						(33,935,057)						(18,565,071)						96,159,142						58,561,719						63,262,433						(88,573,838)						(38,934,492)						(127,287,572)						(276,188,702)						(343,495,451)						(382,124,649)						▲ 343,190,157		881.5%		▲ 38,629,198		11.2%

		　営業利益 エイギョウ リエキ		既存事業（DO除く＆村上さんコンサルフィー含む） キゾン ジギョウ																																																																																																				234,193,676						316,888,462						156,762,145						269,878,041						200,677,880						39,507,575						(7,414,174)						(56,869,012)						▲ 326,747,053		-121.1%		▲ 49,454,838		667.0%

		　新規事業営業利益（医療PJT含む） シンキ ジギョウ エイギョウ リエキ イリョウ フク																																																																																																						(11,586,335)						(11,413,831)						(2,503,467)						(10,400,515)						(19,289,470)						(19,873,612)						(46,505,887)						(50,655,601)						▲ 40,255,086		387.0%		▲ 4,149,714		8.9%

		　全社費用 ゼンシャ ヒヨウ																																																																																																						(284,080,223)						(289,711,684)						(301,820,169)						(317,681,829)						(307,234,831)						(295,692,665)						(289,575,390)						(274,604,400)						43,077,429		-13.6%		14,970,990		-5.2%

		　DOOR賃貸営業利益 チンタイ エイギョウ リエキ																																																																																																						120,034,601						47,499,486						58,987,653						19,269,811						(1,441,151)						(130,000)						0						4,364						▲ 19,265,447		-100.0%		4,364		ERROR:#DIV/0!

		売上高整合チェック ウリアゲ ダカ セイゴウ																																																																																																				TRUE						TRUE						TRUE						TRUE						TRUE						TRUE						TRUE						TRUE

		営業利益整合チェック エイギョウ リエキ セイゴウ																																																																																																						TRUE						TRUE						TRUE						TRUE						TRUE						TRUE						TRUE						TRUE



		■金額（単位：百万円） キンガク タンイ ヒャクマンエン

		分類 ブンルイ		Category		FY2013								FY2014								FY2015								FY2016																								FY2017																						 FY2018																								FY2019																										FY2020

						1Q/13		2Q/13		3Q/13		4Q/13		1Q/14		2Q/14		3Q/14		4Q/14		1Q/15		2Q/15		3Q/15		4Q/15		1Q		 				2Q						3Q						4Q						1Q						2Q						3Q						4Q						1Q						2Q						3Q						4Q				　　		1Q						2Q						3Q						4Q				　　		1Q		 		 		2Q		 		 		3Q				 		4Q				　　		　 

		求人情報メディア事業 キュウジン ジョウホウ ジギョウ		HR Information Media		707		1,125		994		955		843		1,066		1,032		986		945		1,190		1,148		1,269		1,052						1,203						1,156						1,162						1,096						1,411						1,262						1,289						1,295						1,425						1,298						1,284						1,215						1,426						1,308						1,305

		不動産情報メディア事業 フドウサン ジョウホウ ジギョウ		Real Estate Information Media 		133		112		87		106		125		69		64		57		82		64		47		55		89						40						49						56						121						109						164						148						242						172						240						262						312						199						237						172

		イーコマース事業 ジギョウ		E Commerce		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		115		102		119						107						101						110						135						148						160						132						153						135						127						0						0						0						0						0

		その他事業 タ ジギョウ		Other Businesses		14		7		5		5		19		5		4		4		6		9		14		17		22						26						33						34						40						44						43						41						53						41						37						19						3						2						2						2

		総売上高 ソウ ウリアゲ ダカ				856		1,245		1,087		1,066		987		1,140		1,101		1,048		1,034		1,264		1,325		1,445		1,284						1,377						1,341						1,363						1,394						1,714						1,630						1,611						1,744						1,775						1,704						1,567						1,531						1,629						1,548						1,480						1,350						1,003						883						841

		　売上高 ウリアゲ ダカ		Net Sales		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																										1,273						1,472						1,356						1,355						1,350						1,003						883						841

		　新規事業売上高（医療PJT含む） シンキ ジギョウ ウリアゲ ダカ イリョウ フク				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																										0						0						0						0						0						0						0						0

		　DOOR賃貸売上高 チンタイ ウリアゲダカ				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																										256						156						191						125						0						0						0						0

		営業利益総計 エイギョウ リエキ ソウケイ				417		513		359		294		137		263		207		26		(103)		(68)		(68)		247				154						142						104						114						54						161						1						3						78						(33)						(18)						96						58						63						▲ 88						▲ 38						▲ 127						▲ 276						▲ 343						▲ 382

		　営業利益 エイギョウ リエキ		Operating Income		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																												234						316						156						269						200						39						▲ 7						▲ 56

		　新規事業営業利益（医療PJT含む） シンキ ジギョウ エイギョウ リエキ イリョウ フク				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																												▲ 11						▲ 11						▲ 2						▲ 10						▲ 19						▲ 19						▲ 46						▲ 50

		　全社費用 ゼンシャ ヒヨウ				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																												▲ 284						▲ 289						▲ 301						▲ 317						▲ 307						▲ 295						▲ 289						▲ 274

		　DOOR賃貸営業利益 チンタイ エイギョウ リエキ				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																												120						47						58						19						▲ 1						0						0						0

				
Late May



　売上高	

　　	1Q	2Q	3Q	4Q	　　	1Q	 	 	2Q	 	 	3Q	 	4Q	　　	FY2019	FY2020	1273	1472	1356	1355	1350	1003	883	841	　営業利益	

　　	1Q	2Q	3Q	4Q	　　	1Q	 	 	2Q	 	 	3Q	 	4Q	　　	FY2019	FY2020	234	316	156	269	200	39	-7	-56	









Net Sales	

　　	1Q	2Q	3Q	4Q	　　	1Q	 	 	2Q	 	 	3Q	 	4Q	　　	FY2019	FY2020	1273	1472	1356	1355	1350	1003	883	841	Operating Income	

　　	1Q	2Q	3Q	4Q	　　	1Q	 	 	2Q	 	 	3Q	 	4Q	　　	FY2019	FY2020	234	316	156	269	200	39	-7	-56	











従業員数（FY+Q）分析用含む

		■従業員数推移（人数）連結 ジュウギョウインスウ スイイ ニンズウ レンケツ

		項目 コウモク		Type		FY2010								FY2011								FY2012								FY2013								FY2014								FY2015								FY2016								FY2017								FY2018								FY2019								FY2020										YoY				QoQ

						1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q				±		％		±		％

		LS （従業員推移表から数字とる） ジュウギョウイン スイイヒョウ スウジ				22		28		33		37		41		46		51		59		63		73		84		92		122		159		173		185		230		251		276		290		330		302		331		355		368		398		391		394		388		440		436		431		409		417		396		394		401		400		392		381		374		390		391		383

		 正社員（本社） セイシャイン		Regular/HQ		18		22		24		24		25		29		34		40		41		51		56		55		60		75		82		87		91		100		107		115		127		151		169		178		179		193		192		200		194		223		225		225		205		219

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
JV所属除く正社員数＋JV所属のうちの兼務者-宮崎人員		206

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
11/09原口さんが９月末人員でカウントされてしまっていたため除外		205

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
JV所属を除く正社員（月中退職を除く）＋兼務出向者-宮崎正社員		204		205		195		191		191		202		205		201				10		5.2%		(4)		-2.0%																														※職種表記を個人投資家説明会に合わせて3Qからカタカナにしました ショクシュ ヒョウキ コジン ア

		 正社員（地方） セイシャイン		Regular/R																																														9		14		32		43		52		54		66		85		85		86		86		83		80		78		79		80		79		76		73		75		74		72				(4)		-5.3%		(2)		-2.7%																														20201030上野追記 ウ ツイキ

		 臨時従業員

Yuya Saito: Yuya Saito:
有期＆直接雇用社員（準社員、契約社員、ｱﾙﾊﾞｲﾄ）　
インターン、派遣、業務委託含まない		Part-time		4		6		9		13		16		17		17		19		22		22		28		37		62		84		91		98		139		151		169		175		203		151		153		163		157		162		147		140		128		132		126		120		118

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
インターン除外		115

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
小菅さん
※２Qは誤開示、３Qで修正しています
106→115		110

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
小菅さん		111

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
小菅さん		118		115		118		114		110		113		112		110				(4)		-3.5%		(2)		-1.8%

		関連会社 カンレンガイシャ				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		39		41		44		43		46		45		44		49		55		53		51		69		70		20		21		7		8		8		7		7		7		7		8				1		14.3%		1		14.3%

		 正社員（関連会社） セイシャイン カンレンガイシャ		Regular/Subsidiaries																																												29		28		31		30		31		30		28		28		30		29		29		44		45		17		16		7		7		7		6		6		6		6		7				1		16.7%		1		16.7%

		 臨時従業員（関連会社） カンレンガイシャ		Part-time/Subsidiaries																																												10		13		13		13		15		15		16		21		25		24		22		25		25		3		5		0		1		1		1		1		1		1		1				0		0.0%		0		0.0%

		総計 ソウケイ		Total		22		28		33		37		41		46		51		59		63		73		84		92		122		159		173		185		230		251		276		290		330		341		372		399		411		444		436		438		437		495		489		482		478		487		416		415		408		408		400		388		381		397		398		391				3		0.8%		(7)		-1.8%

		▽関連会社内訳 カンレンガイシャ ウチワケ

		waja

		 関連会社-正社員 カンレンガイシャ セイシャイン		Regular/Subsidiaries																																												29		28		31		30		31		30		28		28		30		29		29		29		29		0

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
201803Q連結除外のため集計除外		0

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
201803Q連結除外のため集計除外		0		0		0		0		0		0		0		0				0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!

		 関連会社-臨時従業員 カンレン カイシャ		Part-time/Subsidiaries																																												10		13		13		13		15		15		16		21		25		24		22		24		24		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!

		ﾘﾌﾞｾﾝｽｺﾈｸﾄ

		 関連会社-正社員 カンレンガイシャ セイシャイン		Regular/Subsidiaries																																																		0		0		0		0		0		0		0		0		8

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
真鍋さん、榊原さん、平塚さん除く		10

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
・眞鍋さん
・榊原さん
・内田さん
・平塚さん除く		11

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
平塚さん除く
人員表にいるけどLV-LCを兼務している人		10		0		0		0		0		0		0		0		0				0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!

		 関連会社-臨時従業員 カンレン カイシャ		Part-time/Subsidiaries																																																		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
小菅さんは兼務のため除く		3

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
小菅さんは兼務のため除く		5

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
小菅さん兼務のため除外		0		0		0		0		0		0		0		0				0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!

		ﾌｨﾙﾗｲﾌ

		 関連会社-正社員 カンレンガイシャ セイシャイン		Regular/Subsidiaries																																																		0		0		0		0		0		0		0		0		7

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
L社からの出向４＋S社からの出向3		6

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
L社からの出向3＋S社からの出向3		6

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
L社からの出向3＋S社からの出向3		6		7		7

Kuniko Usui: Kuniko Usui:
LVS4+SCO3		7		6

Kuniko Usui: Kuniko Usui:
LVS3+SCO3		6		6		6		7

Kuniko Usui: Kuniko Usui:
10月から尾沢さん出向		

Yuya Saito: Yuya Saito:
有期＆直接雇用社員（準社員、契約社員、ｱﾙﾊﾞｲﾄ）　
インターン、派遣、業務委託含まない																																																																						

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
JV所属除く正社員数＋JV所属のうちの兼務者-宮崎人員		

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
11/09原口さんが９月末人員でカウントされてしまっていたため除外		

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
インターン除外						

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
JV所属を除く正社員（月中退職を除く）＋兼務出向者-宮崎正社員		

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
小菅さん
※２Qは誤開示、３Qで修正しています
106→115		

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
小菅さん		

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
小菅さん																				1		16.7%		1		16.7%

		 関連会社-臨時従業員 カンレン カイシャ		Part-time/Subsidiaries																																																		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1

Kuniko Usui: Kuniko Usui:
LVS1		1		1		1		1		1		1				0		0.0%		0		0.0%



		■職種別（人数）単体 ショクシュベツ ニンズウ タンタイ

		項目 コウモク		Type		FY2010								FY2011								FY2012								FY2013								FY2014								FY2015								FY2016								FY2017								FY2018								FY2019								FY2020

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

		エンジニア/デザイナー		Engineers/Designers																																37		38		43		45		53																		91		94		93		88		91		87		82		83		82		79		81		79		78		75		74		73

		プランナー		Planning																																16		17		11		14		12																		33		38		42		48		38		42		40		41		40		44		45		48		50		51		60		64

		セールス		Sales																																8		7		10		11		10																		43		59		64		64		44		47		58		57		51		48		41		36		34		39		35		31

		カスタマーサポート		Customer Support																																10		10		17		17		19																		5		5		5		5		6		6		6		6		7		6		7		5		6		7		8		8

		コーポレート		Administration																																5		5		5		5		7																		23		27		28		25		25		33		33		28		26		30		25		26		26		33		30		29

		総計 ソウケイ		Total																																76		77		86		92		101										0		0		0		0		195		223		232		230		204		215		219		215		206		207		199		194		194		205		207		205



		■職種別（構成比） ショクシュベツ コウセイヒ

		項目 コウモク		Type		FY2010								FY2011								FY2012								FY2013								FY2014								FY2015								FY2016								FY2017								FY2018								FY2019								FY2020

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

		エンジニア/デザイナー		Engineers/Designers																																48.7%		49.4%		50.0%		48.9%		52.5%																		46.7%		42.2%		40.1%		38.3%		44.6%		40.5%		37.4%		38.6%		39.8%		38.2%		40.7%		40.7%		40.2%		36.6%		35.7%		35.6%

		企画 キカク		Planning																																21.1%		22.1%		12.8%		15.2%		11.9%																		16.9%		17.0%		18.1%		20.9%		18.6%		19.5%		18.3%		19.1%		19.4%		21.3%		22.6%		24.7%		25.8%		24.9%		29.0%		31.2%

		営業 エイギョウ		Sales																																10.5%		9.1%		11.6%		12.0%		9.9%																		22.1%		26.5%		27.6%		27.8%		21.6%		21.9%		26.5%		26.5%		24.8%		23.2%		20.6%		18.6%		17.5%		19.0%		16.9%		15.1%

		カスタマーサポート		Customer Support																																13.2%		13.0%		19.8%		18.5%		18.8%																		2.6%		2.2%		2.2%		2.2%		2.9%		2.8%		2.7%		2.8%		3.4%		2.9%		3.5%		2.6%		3.1%		3.4%		3.9%		3.9%

		管理 カンリ		Administration																																6.6%		6.5%		5.8%		5.4%		6.9%																		11.8%		12.1%		12.1%		10.9%		12.3%		15.3%		15.1%		13.0%		12.6%		14.5%		12.6%		13.4%		13.4%		16.1%		14.5%		14.1%

		■従業員数推移（人数）連結 ジュウギョウインスウ スイイ ニンズウ レンケツ

		項目 コウモク		Type		FY2010		FY2011		FY2012		FY2013		FY2014		FY2015		FY2016		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020

		LS （従業員推移表から数字とる） ジュウギョウイン スイイヒョウ スウジ				37		59		92		185		290		355		394		431		394		381		383

		 正社員（本社） セイシャイン		Regular/HQ		24		40		55		87		115		178		200		225		205		191		201

		 正社員（地方） セイシャイン		Regular/R		0		0		0		0		0		14		54		86		78		76		72

		 臨時従業員

Yuya Saito: Yuya Saito:
有期＆直接雇用社員（準社員、契約社員、ｱﾙﾊﾞｲﾄ）　
インターン、派遣、業務委託含まない																																																																								

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
201803Q連結除外のため集計除外		

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
201803Q連結除外のため集計除外		

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
真鍋さん、榊原さん、平塚さん除く		

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
・眞鍋さん
・榊原さん
・内田さん
・平塚さん除く		

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
平塚さん除く
人員表にいるけどLV-LCを兼務している人		

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
小菅さんは兼務のため除く		

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
小菅さんは兼務のため除く		

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
L社からの出向４＋S社からの出向3						

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
小菅さん兼務のため除外		

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
L社からの出向3＋S社からの出向3		

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
L社からの出向3＋S社からの出向3						

Kuniko Usui: Kuniko Usui:
LVS4+SCO3		

Kuniko Usui: Kuniko Usui:
LVS1				

Kuniko Usui: Kuniko Usui:
LVS3+SCO3		Part-time		13		19		37		98		175		163		140		120		111		114		110

		関連会社 カンレンガイシャ				0		0		0		0		0		44		44		51		21		7		8

		 正社員（関連会社） セイシャイン カンレンガイシャ		Regular/Subsidiaries		0		0		0		0		0		31		28		29		16		6		7

		 臨時従業員（関連会社） カンレンガイシャ		Part-time/Subsidiaries		0		0		0		0		0		13		16		22		5		1		1

		総計 ソウケイ		Total		37		59		92		185		290		399		438		482		415		388		391















Engineers/Designers	Planning	Sales	Customer Support	Administration	73	64	31	8	29	

Regular/HQ	

1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	204	205	195	191	191	202	205	201	Regular/R	

1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	79	80	79	76	73	75	74	72	Part-time	

1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	118	115	118	114	110	113	112	110	Regular/Subsidiaries	

1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	7	7	7	6	6	6	6	7	Part-time/Subsidiaries	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	3	5	0	1	1	1	1	1	総計	

1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	408	408	400	388	381	397	398	391	





 正社員（本社）	

1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	204	205	195	191	191	202	205	201	 正社員（地方）	

1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	79	80	79	76	73	75	74	72	 臨時従業員	

1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	118	115	118	114	110	113	112	110	 正社員（関連会社）	

1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	7	7	7	6	6	6	6	7	 臨時従業員（関連会社）	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	3	5	0	1	1	1	1	1	総計	

1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	408	408	400	388	381	397	398	391	

















エンジニア/デザイナー	プランナー	セールス	カスタマーサポート	コーポレート	73	64	31	8	29	

 正社員（本社）	

FY2018	FY2019	FY2020	205	191	201	 正社員（地方）	

FY2018	FY2019	FY2020	78	76	72	 臨時	従業員	

FY2018	FY2019	FY2020	111	114	110	 正社員（関連会社）	

FY2018	FY2019	FY2020	16	6	7	 臨時従業員（関連会社）	FY2018	FY2019	FY2020	5	1	1	







＞FS

				HP掲載用は値貼り付け ケイサイヨウ アタイ ハ ツ





貸借対照表(BS)

		株式会社リブセンス　第15期（FY2020） 貸借対照表 カブシキガイシャ ダイ キ タイシャク タイショウヒョウ																								（単位：千円） タンイ センエン

										第14期 （FY2019） ダイ キ										第15期 （FY2020） ダイ キ

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

		資産の部 シサン ブ																												Assets

				流動資産 リュウドウ シサン						4,050,380		4,172,522		4,057,324		5,834,391				5,017,990		4,454,403		4,209,099		4,030,547		1110000000		　Current assets

						現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン				3,261,927		3,443,126		3,352,878		5,232,871				4,128,291		3,880,811		3,402,215		3,031,742		1110100000						Cash and deposits

						売掛金 ウリカケ キン				697,918		657,889		649,623		538,250				594,507		379,618		383,283		339,424		1110200000						Accounts receivable

				固定資産 コテイ シサン						371,182		400,306		383,388		406,318				294,118		284,164		200,234		186,124		1120000000				Fixed assets

						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン				76,007		85,334		79,235		71,862				73,855		67,924		0		0		1120100000						Tangible fixed assets

						無形固定資産 ムケイ コテイ シサン				19,624		17,059		14,869		12,300				9,736		7,225		0		0		1120200000						Intangible fixed assets

						投資その他資産 トウシ ホカ シサン				275,550		297,912		289,283		322,155				210,525		209,014		200,234		186,124		1120300000						Investments and other assets

				資産合計 シサン ゴウケイ						4,421,562		4,572,828		4,440,712		6,240,710				5,312,108		4,738,568		4,409,334		4,216,671		1100000000				Total assets

		負債の部 フサイ ブ																												Liabilities

				流動負債 リュウドウ フサイ						659,799		750,109		657,481		1,297,694				599,641		433,610		512,337		540,932		1210100000				Current liabilities

				固定負債 コテイ フサイ						2,732		2,732		17,432		2,732				2,732		27,232		27,232		35,175		1210200000				Fixed liabilities

				負債合計 フサイ ゴウケイ						662,531		752,841		674,913		1,300,426				602,373		460,842		539,569		576,107		1210000000				Total liabilities

		純資産の部 ジュンシサン ブ																												Equity

				株主資本 カブヌシ シホン						3,738,855		3,808,394		3,758,828		4,933,409				4,703,512		4,273,648		3,866,947		3,639,235		1220100000				Shareholders' equity

						資本金 シホンキン				235,292		235,292		235,292		235,812				235,812		236,591		236,591		236,591		1220101000						Common stock

						資本剰余金 シホン ジョウヨキン				223,742		223,742		223,742		224,261				224,261		225,041		225,041		225,041		1220102000						Capital surplus

						利益剰余金 リエキ ジョウヨキン				3,280,677		3,350,216		3,300,649		4,474,191				4,244,294		3,969,833		3,612,202		3,384,490		1220103000						Retained earnings

						自己株式 ジコカブシキ				▲ 856		▲ 856		▲ 856		▲ 856				▲ 856		▲ 157,817		▲ 206,887		▲ 206,887		1220104000						Treasury stock

				新株予約権 シンカブ ヨヤク ケン						8,098		8,098		8,098		7,146				7,146		5,716		5,716		5,716		1220300000				Stock warrants

				非支配株主持分 ヒシハイカブヌシ モチブン						11,543		4,717		0		0				0		0		0		0		1220400000				Non-controlling interests

				純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ						3,759,030		3,819,987		3,765,799		4,940,283				4,709,735		4,277,725		3,869,764		3,640,563		1220000000				Total Equity

				負債純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ						4,421,562		4,572,828		4,440,712		6,240,710				5,312,108		4,738,568		4,409,334		4,216,671		1200000000				Total liabilities and equity



										▲ 1		0		0		▲ 1				0		▲ 1		0		▲ 1





損益計算書(PL)

		株式会社リブセンス　第15期 （FY2020） 損益計算書 カブシキガイシャ ダイ キ ソンエキ ケイサンショ																																						（単位：千円） タンイ センエン

										第14期 （FY2019） ダイ キ												第15期 （FY2020） ダイ キ												YoY				QoQ

										1Q		2Q		3Q		4Q		通期（累計） ツウキ ルイケイ				1Q		2Q		3Q		4Q		通期（累計） ツウキ ルイケイ				±		%		±		%						diff				diff				diff				diff		英訳 エイヤク

		売上高 ウリアゲ ダカ								1,531,190		1,629,344		1,548,434		1,480,862		6,189,832				1,350,989		1,003,339		883,020		841,561		4,078,911				▲ 639,300		-43.2%		▲ 41,459		-4.7%				(639,301)		1		4,078,909		2		-43.2%		0%		-4.7%		-0%		Net sales

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ								123,084		124,724		140,058		118,779		506,647				125,620		99,620		98,135		99,576		422,953				▲ 19,202		-16.2%		1,440		1.5%				(19,203)		1		422,951		2		-16.2%		0%		1.5%		-0%		Cost of sales

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ								1,408,105		1,504,619		1,408,376		1,362,083		5,683,184				1,225,369		903,718		784,885		741,984		3,655,957				▲ 620,098		-45.5%		▲ 42,900		-5.5%				(620,099)		1		3,655,956		1		-45.5%		0%		-5.5%		0%		Gross profit

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ								1,349,543		1,441,357		1,496,950		1,401,017		5,688,869				1,352,657		1,179,907		1,128,380		1,124,109		4,785,054				▲ 276,908		-19.8%		▲ 4,271		-0.4%				(276,908)		0		4,785,053		1		-19.8%		-0%		-0.4%		-0%		Selling, general and administrative expenses

				人件費等 ジンケンヒ ナド						545,051		539,516		544,701		539,395		2,168,664				530,619		559,495		546,725		540,409		2,177,250				1,013		0.2%		▲ 6,315		-1.2%				1,014		(1)		2,177,248		2		0.2%		-0%		-1.2%		0%				Personnel expenses, etc. 

				広告宣伝費 コウコクセンデンヒ						535,561		610,082		656,507		564,704		2,366,855				523,253		342,388		302,236		327,161		1,495,039				▲ 237,543		-42.1%		24,924		8.2%				(237,543)		0		1,495,038		1		-42.1%		0%		8.2%		-0%				Advertising costs 

				減価償却費 ゲンカショウキャクヒ						5,334		5,683		5,299		5,653		21,970				5,353		5,722		12,221		3,119		26,417				▲ 2,534		-44.8%		▲ 9,102		-74.5%				(2,534)		0		26,415		2		-44.8%		0%		-74.5%		0%				Depreciation and amortization

		営業利益 エイギョウ リエキ								58,561		63,262		▲ 88,573		▲ 38,934		▲ 5,684				▲ 127,287		▲ 276,188		▲ 343,495		▲ 382,124		▲ 1,129,096				▲ 343,190		-		▲ 38,629		-				(343,190)		0		(1,129,094)		(2)		881.5%		ERROR:#VALUE!		11.2%		ERROR:#VALUE!		Operating income

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ								34,018		34,035		19,143		19,156		106,354				7,209		3,216		52,976		47,286		110,688				28,129		146.8%		▲ 5,689		-10.7%				28,130		(1)		110,687		1		146.8%		-0%		-10.7%		0%		Non-operating income

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ								6,263		35		39		23		6,361				12,432		1,060		381		62		13,937				39		165.6%		▲ 319		-83.6%				39		0		13,935		2		169.6%		-4%		-83.7%		0%		Non-operating expenses

		経常利益 ケイジョウ リエキ								86,317		97,262		▲ 69,470		▲ 19,801		94,308				▲ 132,510		▲ 274,032		▲ 290,901		▲ 334,901		▲ 1,032,345				▲ 315,099		-		▲ 43,999		-				(315,100)		1		(1,032,344)		(1)		1591.3%		ERROR:#VALUE!		15.1%		ERROR:#VALUE!		Ordinary income

		特別利益 トクベツ リエキ								0		0		0		1,681,238		1,681,238				0		0		0		0		0				▲ 1,681,238		-		0		-				(1,681,238)		0		0		0		-100.0%		ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#VALUE!		Extraordinary Income

		特別損失 トクベツ ソンシツ								0		0		0		801		801				0		0		66,297		9,088		75,385				8,286		1034.3%		▲ 57,209		-86.3%				8,287		(1)		75,385		0		1034.6%		-0%		-86.3%		0%		Extraordinary loss

		税引前当期（四半期）純利益 ゼイビキ マエ トウキ シ ハンキ ジュンリエキ								86,317		97,262		▲ 69,470		1,660,636		1,774,745				▲ 132,510		▲ 274,032		▲ 357,198		▲ 343,989		▲ 1,107,731				▲ 2,004,625		-		13,209		-				(2,004,625)		0		(1,107,729)		(2)		-120.7%		ERROR:#VALUE!		-3.7%		ERROR:#VALUE!		Income before income taxes

				法人税、住民税及び事業税 ホウジンゼイ ジュウミンゼイ オヨ ジギョウゼイ						24,032		46,687		▲ 26,365		520,177		564,531				58		429		432		▲ 124,220		▲ 123,300				▲ 644,397		-		▲ 124,652		-				(644,397)		0		(123,301)		1		-123.9%		ERROR:#VALUE!		-28854.6%		ERROR:#VALUE!				Income taxes-current

				法人税等調整額 ホウジンゼイ ナド チョウセイ ガク						10,469		▲ 12,137		11,179		▲ 33,082		▲ 23,571				97,327		0		0		7,943		105,270				41,026		-		7,943		-				41,025		1		105,270		0		-124.0%		ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#VALUE!				Income taxes-deferred

		当期（四半期）純利益 トウキ シ ハンキ ジュンリエキ								51,816		62,712		▲ 54,284		1,173,541		1,233,786				▲ 229,896		▲ 274,461		▲ 357,631		▲ 227,712		▲ 1,089,701				▲ 1,401,254		-		129,918		-				(1,401,253)		(1)		(1,089,700)		(1)		-119.4%		ERROR:#VALUE!		-36.3%		ERROR:#VALUE!		Net income

		非支配株主に帰属する純利益 ヒ シハイカブヌシ キゾク ジュンリエキ								▲ 4,692		▲ 6,826		▲ 4,717		0		▲ 16,236				0		0		0		0		0				0		-		0		-				0		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#VALUE!		Profit (loss) attributable to non-controlling interests

		親会社株主に帰属する純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク ジュンリエキ								56,508		69,538		▲ 49,566		1,173,541		1,250,022				▲ 229,896		▲ 274,461		▲ 357,631		▲ 227,712		▲ 1,089,701				▲ 1,401,254		-		129,918		-				(1,401,253)		(1)		(1,089,700)		(1)		-119.4%		ERROR:#VALUE!		-36.3%		ERROR:#VALUE!		Profit (loss) attributable to owners of parent















キャッシュ・フロー計算書(CF)

		株式会社リブセンス　第15期 （FY2020） キャッシュフロー計算書 カブシキガイシャ ダイ キ ケイサンショ												（単位：千円）

						第14期 （FY2019） ダイ キ						第15期 （FY2020） ダイ キ

						2Q		通期 ツウキ				2Q		通期 ツウキ				英訳 エイヤク

		営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ				222,484		255,854				▲ 1,208,498		▲ 1,991,096				Cash flows from operating activities

		税引前当期（四半期）純利益 ゼイビキ マエ トウキ シ ハンキ ジュンリエキ				183,579		1,774,745				▲ 406,543		▲ 1,107,731				Income before income taxes

		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ				16,797		34,981				16,924		25,777				Depreciation and amortization

		減損損失 ゲンソン ソンシツ				-		801				-		66,547				Impairment loss

		株式譲渡に伴うライセンス収入 カブシキジョウト トモナ シュウニュウ				-		-				-		▲ 76,608				License revenue from transfer of shares

		事業譲渡損益（△は益） ジギョウ ジョウト ソンエキ				-		▲ 1,681,238				-		-				Loss (gain) on sale of businesses

		株式譲渡に伴うライセンス収入の受取額 カブシキ ジョウト トモナ シュウニュウ ウケトリガク				-		-				-		200,000				License revenue from transfer of shares received

		法人税等の支払額 ホウジンゼイナド シハライ ガク				▲ 1,390		▲ 34,055				▲ 531,057		▲ 777,688				Income taxes paid

		法人税等の還付額 ホウジンゼイナド カンプ ガク				2,155		2,155				-		-				Income taxes refund

		投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ				▲ 14,839		1,726,749				▲ 10,107		▲ 12,457				Cash flows from investing activities

		有形固定資産の取得による支出 ユウケイ コテイ シサン シュトク シシュツ				▲ 4,753		▲ 15,862				▲ 7,012		▲ 8,162				Payments for purchase of tangible fixed assets

		無形固定資産の取得による支出 ムケイ コテイ シサン シュトク シシュツ				-		▲ 367				-		-				Payments for purchase of intangible fixed assets

		投資有価証券の取得による支出 トウシ ユウカショウケン シュトク シシュツ				▲ 8,364		▲ 8,364				-		-				Payments for purchase of investment securities

		事業譲渡による収入 ジギョウ ジョウト シュウニュウ				-		▲ 1,750,000				-		-				Proceeds from sale of businesses

		財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ				-		14,786				▲ 133,453		▲ 197,574				Cash flows from financing activities

		現金及び現金同等物の増減額　（△は減少） ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲンガク ゲンショウ				207,644		1,997,389				▲ 1,352,059		▲ 2,201,128				Net increase (decrease) in cash and cash equivalents

		現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キシュ ザンダカ				3,235,481		3,235,481				5,232,871		5,232,871				Cash and cash equivalents, beginning of the period

		現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ				3,443,126		5,232,871				3,880,811		3,031,742				Cash and cash equivalents, end of the period
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メディア別PL(累計_分析用)

		◆MB

		1010300				1Q16		2Q16		3Q16		4Q16		1Q17		2Q17		3Q17		4Q17		1Q18		2Q18		3Q18		4Q18		1Q19		2Q19		3Q19		4Q19		1Q20		2Q20		3Q20		4Q20				YoY

		売上高 ウリアゲ ダカ				530,471,013		1,165,841,832		1,738,383,177		2,311,418,229		493,702,413		1,149,109,266		1,714,852,218		2,271,177,971		499,136,876		1,125,166,578		1,693,676,982		2,236,290,531		506,958,468		1,203,288,978		1,933,218,052		2,660,796,051		766,399,695		1,263,501,072		1,779,946,587		2,296,435,195				(364,360,856)		-13.7%

		売上原価 ウリアゲゲンカ				50,988,639		97,628,525		137,670,609		178,395,597		42,863,411		93,495,101		121,048,967		149,952,524		31,067,163		77,036,185		130,728,247		172,545,737		38,238,835		92,230,590		168,423,659		230,415,297		84,731,936		142,552,467		206,594,128		277,425,563				47,010,266		20.4%

		粗利 アラリ				479,482,374		1,068,213,307		1,600,712,568		2,133,022,632		450,839,002		1,055,614,165		1,593,803,251		2,121,225,447		468,069,713		1,048,130,393		1,562,948,735		2,063,744,794		468,719,633		1,111,058,388		1,764,794,393		2,430,380,754		681,667,759		1,120,948,605		1,573,352,459		2,019,009,632				(411,371,122)		-16.9%

		販売管理費 ハンバイカンリヒ				287,423,188		664,766,840		1,034,004,968		1,430,177,276		395,871,374		843,487,478		1,302,021,612		1,786,126,876		438,383,558		968,935,810		1,468,458,505		1,902,525,998		429,309,095		973,266,921		1,571,397,506		2,126,756,022		576,771,824		979,098,509		1,393,431,834		1,835,022,743				(291,733,279)		-13.7%

		　販売費 ハンバイヒ				160,303,174		413,654,167		649,159,765		902,797,458		254,857,019		559,782,586		878,344,804		1,230,309,764		298,707,789		690,451,276		1,047,698,159		1,348,006,687		296,761,170		709,093,843		1,167,767,123		1,578,579,857		417,785,302		649,958,182		894,102,834		1,164,939,071				(413,640,786)		-26.2%

		　　広告宣伝費 コウコクセンデンヒ				151,414,964		395,490,266		620,986,328		867,572,727		248,325,539		550,585,835		868,374,681		1,219,233,372		297,857,076		689,006,563		1,045,659,446		1,345,372,904		296,167,170		707,905,843		1,165,985,123		1,576,203,857		417,785,302		649,958,182		894,102,834		1,164,939,071				(411,264,786)		-26.1%

		　　その他 タ				8,888,210		18,163,901		28,173,437		35,224,731		6,531,480		9,196,751		9,970,123		11,076,392		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0.0%

		　人件費 ジンケンヒ				118,533,860		234,653,627		359,149,912		488,354,241		131,403,007		262,962,041		393,403,825		517,213,987		131,315,943		259,727,532		389,297,213		510,656,816		119,913,758		236,312,659		357,009,325		481,939,291		132,365,870		273,240,581		414,488,798		556,633,682				74,694,391		15.5%

		 　管理費 カンリ ヒ				8,586,154		16,459,046		25,695,291		39,025,577		9,611,348		20,742,851		30,272,983		38,603,125		8,359,826		18,757,002		31,463,133		43,862,495		12,634,167		27,860,419		46,621,058		66,236,874		26,620,652		55,899,746		84,840,202		113,449,990				47,213,116		71.3%

		　　支払手数料				6,930,609		12,690,929		19,327,621		28,794,659		6,680,326		14,339,369		20,900,982		26,623,444		5,480,131		11,594,062		21,058,739		30,680,673		10,678,009		24,309,102		40,557,330		57,440,707		24,275,316		52,888,542		80,441,190		107,619,580				50,178,873		87.4%

		　　　その他 タ				1,655,545		3,768,117		6,367,670		10,230,918		2,931,022		6,403,482		9,372,001		11,979,681		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0.0%

		営業利益 エイギョウリエキ				192,059,186		403,446,467		566,707,600		702,845,356		54,967,628		212,126,687		291,781,639		335,098,571		29,686,155		79,194,583		94,490,230		161,218,796		39,410,538		137,791,467		193,396,887		303,624,732		104,895,935		141,850,096		179,920,625		183,986,889				(119,637,843)		-39.4%

																																																0		0.0%

		◆TN																																														0		0.0%

		1010400				1Q16		2Q16		3Q16		4Q16		1Q17		2Q17		3Q17		4Q17		1Q18		2Q18		3Q18		4Q18		1Q19		2Q19		3Q19		4Q19		1Q20		2Q20		3Q20		4Q20				0		0.0%

		売上高 ウリアゲ ダカ				306,238,755		664,191,089		1,007,321,393		1,332,000,243		297,043,161		691,452,569		1,067,724,991		1,427,679,936		358,311,506		751,798,509		1,088,004,382		1,441,045,135		290,904,292		608,964,508		864,099,998		1,123,244,452		200,413,533		398,798,650		533,113,424		653,862,501				(469,381,951)		-41.8%

		売上原価 ウリアゲゲンカ				21,636,395		44,021,625		66,979,999		85,264,173		17,233,374		37,759,531		56,113,107		74,489,287		18,386,163		39,140,494		58,439,934		75,997,234		15,056,498		32,087,173		48,352,984		65,111,141		14,938,582		30,533,172		44,363,681		56,131,178				(8,979,963)		-13.8%

		粗利 アラリ				284,602,360		620,169,464		940,341,394		1,246,736,070		279,809,787		653,693,038		1,011,611,884		1,353,190,649		339,925,343		712,658,015		1,029,564,448		1,365,047,901		275,847,794		576,877,335		815,747,014		1,058,133,311		185,474,951		368,265,478		488,749,743		597,731,323				(460,401,988)		-43.5%

		販売管理費 ハンバイカンリヒ				165,335,996		327,121,343		488,543,281		649,542,406		181,297,321		412,567,877		664,295,758		900,878,218		270,617,740		510,198,474		674,950,941		836,464,068		217,055,734		433,231,097		632,520,824		815,523,445		201,988,395		426,919,148		602,944,597		781,343,497				(34,179,948)		-4.2%

		　販売費 ハンバイヒ				32,367,274		76,746,283		108,065,242		137,033,339		51,562,063		142,383,977		251,429,752		360,972,639		155,684,402		290,647,854		353,550,938		415,742,794		116,842,675		232,450,504		324,092,496		397,767,417		82,943,409		176,758,434		219,636,326		262,439,416				(135,328,001)		-34.0%

		　　広告宣伝費 コウコクセンデンヒ				21,389,436		62,253,991		92,146,392		120,175,155		50,466,768		140,441,179		248,571,954		357,154,841		155,044,402		290,007,854		352,910,938		415,102,794		116,842,675		232,450,504		324,092,496		397,767,417		82,943,409		176,758,434		219,636,326		262,439,416				(135,328,001)		-34.0%

		　　その他 タ				10,977,838		14,492,292		15,918,850		16,858,184		1,095,295		1,942,798		2,857,798		3,817,798		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0.0%

		　人件費 ジンケンヒ				121,826,531		231,472,695		351,710,501		471,698,208		119,420,343		248,343,684		376,301,647		489,973,804		99,454,007		185,403,622		269,179,397		347,587,268		78,316,172		158,217,843		243,738,006		330,773,723		90,346,288		191,567,332		292,713,960		400,099,426				69,325,703		21.0%

		 　管理費 カンリ ヒ				11,142,191		18,902,365		28,767,538		40,810,859		10,314,915		21,840,216		36,564,359		49,931,775		15,479,331		34,146,998		52,220,606		73,134,006		21,896,887		42,562,750		64,690,322		86,982,305		28,698,698		58,593,382		90,594,311		118,804,655				31,822,350		36.6%

		　　支払手数料				5,359,993		7,600,339		9,927,853		12,488,781		2,998,113		6,189,979		9,548,200		13,349,998		7,006,127		17,803,159		27,740,404		38,077,231		13,443,365		25,439,380		39,410,456		51,972,516		22,279,473		45,617,965		70,541,449		90,434,573				38,462,057		74.0%

		　　　その他 タ				5,782,198		11,302,026		18,839,685		28,322,078		7,316,802		15,650,237		27,016,159		36,581,777		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0.0%

		営業利益 エイギョウリエキ				119,266,364		293,048,121		451,798,113		597,193,664		98,512,466		241,125,161		347,316,126		452,312,431		69,307,603		202,459,541		354,613,507		528,583,833		58,792,060		143,646,238		183,226,190		242,609,866		(16,513,444)		(58,653,670)		(114,194,854)		(183,612,174)				(426,222,040)		-175.7%

																																																0		0.0%

		◆TK																																														0		0.0%

		1010500				1Q16		2Q16		3Q16		4Q16		1Q17		2Q17		3Q17		4Q17		1Q18		2Q18		3Q18		4Q18		1Q19		2Q19		3Q19		4Q19		1Q20		2Q20		3Q20		4Q20				0		0.0%

		売上高 ウリアゲ ダカ				212,564,164		419,121,733		631,211,842		861,647,188		233,998,948		539,768,315		824,406,131		1,095,909,047		318,286,524		621,392,698		927,949,717		1,213,925,200		255,727,188		508,549,815		750,897,175		987,082,986		210,617,549		358,677,345		506,973,894		631,879,174				(355,203,812)		-36.0%

		売上原価 ウリアゲゲンカ				6,439,992		13,350,057		21,505,525		30,181,599		8,761,006		21,443,797		39,370,099		58,595,535		37,069,291		88,039,295		155,808,735		230,199,978		58,533,301		94,236,196		119,720,050		137,819,744		12,309,964		26,636,978		40,330,614		51,058,996				(86,760,748)		-63.0%

		粗利 アラリ				206,124,172		405,771,676		609,706,317		831,465,589		225,237,942		518,324,518		785,036,032		1,037,313,512		281,217,233		533,353,403		772,140,982		983,725,222		197,193,887		414,313,619		631,177,125		849,263,242		198,307,585		332,040,367		466,643,280		580,820,178				(268,443,064)		-31.6%

		販売管理費 ハンバイカンリヒ				79,848,277		163,657,604		269,053,405		380,309,630		108,940,154		226,074,088		370,273,108		520,896,440		118,031,516		234,523,383		353,382,874		553,076,783		129,140,997		248,504,506		360,092,878		451,542,912		90,747,911		189,260,821		282,776,305		369,351,529				(82,191,383)		-18.2%

		　販売費 ハンバイヒ				3,778,960		9,160,905		22,714,765		37,285,993		6,169,623		12,610,190		24,647,210		39,449,493		9,149,132		16,466,267		22,008,718		24,606,578		13,527,344		16,979,406		18,361,956		19,662,810		2,128,119		5,000,993		6,140,115		7,755,056				(11,907,754)		-60.6%

		　　広告宣伝費 コウコクセンデンヒ				1,708,960		4,990,905		9,082,183		12,613,931		131,478		2,523,845		10,277,400		21,427,638		8,443,647		15,580,782		20,884,666		22,782,526		13,227,344		16,679,406		18,061,956		19,362,810		2,128,119		5,000,993		6,140,115		7,755,056				(11,607,754)		-59.9%

		　　その他 タ				2,070,000		4,170,000		13,632,582		24,672,062		6,038,145		10,086,345		14,369,810		18,021,855		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0.0%

		　人件費 ジンケンヒ				60,959,318		122,097,780		195,539,106		275,642,146		87,900,372		182,364,564		296,331,930		408,908,473		87,284,695		171,204,452		265,277,761		357,256,314		95,448,522		195,348,665		288,469,033		361,362,825		68,724,451		140,347,477		208,003,760		269,752,799				(91,610,026)		-25.4%

		 　管理費 カンリ ヒ				15,109,999		32,398,919		50,799,534		67,381,491		14,870,159		31,099,334		49,293,968		72,538,474		21,597,689		46,852,664		66,096,395		136,045,897		20,165,131		36,176,435		53,261,889		70,517,277		19,895,341		43,912,351		68,632,430		91,843,674				21,326,397		30.2%

		　　支払手数料				13,744,746		28,104,558		42,386,993		55,345,938		11,226,844		23,586,237		38,093,183		56,291,976		18,632,545		41,080,914		56,993,963		76,031,547		13,823,503		31,582,533		47,388,180		62,801,203		17,910,108		40,055,179		63,554,469		84,114,403				21,313,200		33.9%

		　　　その他 タ				1,365,253		4,294,361		8,412,541		12,035,553		3,643,315		7,513,097		11,200,785		16,246,498		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0.0%

		営業利益 エイギョウリエキ				126,275,895		242,114,072		340,652,912		451,155,959		116,297,788		292,250,430		414,762,924		516,417,072		163,185,717		298,830,020		418,758,108		465,816,433		68,052,890		165,809,113		271,084,247		397,720,330		107,559,674		142,779,546		183,866,975		211,468,649				(186,251,681)		-46.8%

																																																0		0.0%

		◆SK																																														0		0.0%

		1010600				1Q16		2Q16		3Q16		4Q16		1Q17		2Q17		3Q17		4Q17		1Q18		2Q18		3Q18		4Q18		1Q19		2Q19		3Q19		4Q19		1Q20		2Q20		3Q20		4Q20				0		0.0%

		売上高 ウリアゲ ダカ				3,133,000		4,401,989		18,691,893		37,989,896		53,541,940		97,349,725		135,814,026		173,285,481		62,624,367		123,576,047		141,091,923		165,967,687		91,126,489		163,150,366		185,288,210		217,007,892		69,967,161		131,693,759		131,843,759		131,843,759				(85,164,133)		-39.2%

		売上原価 ウリアゲゲンカ				2,323,867		5,436,813		8,910,980		12,116,398		4,741,122		12,611,625		20,699,695		28,491,723		5,568,107		8,964,559		12,849,824		17,391,083		5,374,874		10,687,324		16,414,019		22,072,110		5,423,160		11,393,776		11,393,749		11,393,777				(10,678,333)		-48.4%

		粗利 アラリ				809,133		(1,034,824)		9,780,913		25,873,498		48,800,818		84,738,100		115,114,331		144,793,758		57,056,260		114,611,488		128,242,099		148,576,604		85,751,615		152,463,042		168,874,191		194,935,782		64,544,001		120,299,983		120,450,010		120,449,982				(74,485,800)		-38.2%

		販売管理費 ハンバイカンリヒ				14,845,224		37,121,074		58,607,582		68,714,015		21,825,037		53,179,289		87,846,149		129,019,169		39,790,520		83,182,980		125,256,413		165,389,138		39,158,940		92,483,349		138,186,781		176,842,017		36,069,375		66,387,881		79,975,548		80,383,394				(96,458,623)		-54.5%

		　販売費 ハンバイヒ				1,475,248		2,438,212		2,438,212		3,412,622		4,316,401		8,144,551		9,424,501		12,407,501		1,938,000		4,861,574		5,702,074		6,202,274		1,174,918		1,917,418		2,706,718		3,382,270		516,500		1,051,300		1,051,300		1,051,300				(2,330,970)		-68.9%

		　　広告宣伝費 コウコクセンデンヒ				156,260		202,557		202,557		1,176,967		4,316,401		8,144,551		9,424,501		10,344,251		1,938,000		3,836,574		4,677,074		5,177,274		1,159,918		1,902,418		2,691,718		3,367,270		516,500		1,051,300		1,051,300		1,051,300				(2,315,970)		-68.8%

		　　その他 タ				1,318,988		2,235,655		2,235,655		2,235,655		0		0		0		2,063,250		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0.0%

		　人件費 ジンケンヒ				10,799,090		27,396,796		43,837,644		51,687,750		16,510,257		41,816,514		70,892,040		97,321,918		28,243,432		59,949,115		93,248,121		121,433,101		29,367,754		62,298,119		93,465,004		123,413,034		25,473,452		49,042,979		62,972,016		63,137,952				(60,275,082)		-48.8%

		 　管理費 カンリ ヒ				2,570,886		7,286,066		12,331,726		13,613,643		998,379		3,218,224		7,529,608		19,289,750		9,609,088		18,372,291		26,306,218		37,753,763		8,616,268		28,267,812		42,015,059		50,046,713		10,079,423		16,293,602		15,952,232		16,194,142				(33,852,571)		-67.6%

		　　支払手数料				4,390,754		8,908,657		13,178,047		15,348,267		1,798,525		2,979,479		6,619,392		18,124,488		9,046,111		16,353,994		23,000,154		33,735,083		7,969,481		26,445,289		39,045,913		46,241,834		9,844,599		16,003,613		15,648,383		16,009,341				(30,232,493)		-65.4%

		　　　その他 タ				(1,819,868)		(1,622,591)		(846,321)		(1,734,624)		(800,146)		238,745		910,216		1,165,262		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0.0%

		営業利益 エイギョウリエキ				(14,036,091)		(38,155,898)		(48,826,669)		(42,840,517)		26,975,781		31,558,811		27,268,182		15,774,589		17,265,740		31,428,508		2,985,686		(16,812,534)		46,592,675		59,979,693		30,687,410		18,093,765		28,474,626		53,912,102		40,474,462		40,066,588				21,972,823		121.4%

																																																0		0.0%

		◆DO																																														0		0.0%

		1020200				1Q16		2Q16		3Q16		4Q16		1Q17		2Q17		3Q17		4Q17		1Q18		2Q18		3Q18		4Q18		1Q19		2Q19		3Q19		4Q19		1Q20		2Q20		3Q20		4Q20				0		0.0%

		売上高 ウリアゲ ダカ				89,773,138		128,342,631		173,437,233		220,677,225		109,329,176		198,401,463		325,937,013		450,878,563		209,033,800		350,505,900		551,062,050		766,410,050		256,872,515		413,166,900		604,934,700		730,347,571		0		0		0		0				(730,347,571)		-100.0%

		売上原価 ウリアゲゲンカ				9,411,044		17,572,680		26,607,833		36,508,073		11,761,066		26,543,709		37,931,079		48,537,625		10,856,397		23,179,149		34,479,426		51,951,299		15,666,415		30,680,558		45,910,952		58,636,642		650,000		650,000		650,000		650,000				(57,986,642)		-98.9%

		粗利 アラリ				80,362,094		110,769,951		146,829,400		184,169,152		97,568,110		171,857,754		288,005,934		402,340,938		198,177,403		327,326,751		516,582,624		714,458,751		241,206,100		382,486,342		559,023,748		671,710,929		(650,000)		(650,000)		(650,000)		(650,000)				(672,360,929)		-100.1%

		販売管理費 ハンバイカンリヒ				46,277,072		83,729,971		116,918,725		149,472,218		51,936,441		106,684,898		171,931,855		232,671,606		89,607,571		166,433,353		255,386,743		362,749,156		121,183,499		214,970,255		332,526,008		425,943,378		791,151		921,151		921,151		916,787				(425,026,591)		-99.8%

		　販売費 ハンバイヒ				14,568,988		21,838,506		30,249,507		41,877,026		23,488,929		47,877,705		78,110,536		110,612,288		59,413,285		100,969,739		149,849,030		219,951,479		82,242,318		136,338,109		217,154,406		276,718,593		1,678,000		1,678,000		1,678,000		1,678,000				(275,040,593)		-99.4%

		　　広告宣伝費 コウコクセンデンヒ				14,568,988		21,838,506		30,249,507		41,877,026		23,022,658		47,411,434		77,610,931		110,112,683		58,413,285		99,969,739		148,849,030		218,451,479		82,242,318		136,338,109		217,154,406		276,718,593		1,678,000		1,678,000		1,678,000		1,678,000				(275,040,593)		-99.4%

		　　その他 タ				0		0		0		0		466,271		466,271		499,605		499,605		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0.0%

		　人件費 ジンケンヒ				26,517,612		50,069,769		70,413,205		89,293,974		22,138,992		46,779,077		71,875,257		92,141,868		19,209,840		38,591,593		59,125,765		78,134,036		19,884,419		39,394,309		58,602,873		77,278,665		(2,150,062)		(2,150,062)		(2,150,062)		(2,150,062)				(79,428,727)		-102.8%

		 　管理費 カンリ ヒ				5,190,472		11,821,696		16,256,013		18,301,218		6,308,520		12,028,116		21,946,062		29,917,450		10,984,446		26,872,021		46,411,948		64,663,641		19,056,762		39,237,837		56,768,729		71,946,120		1,263,213		1,393,213		1,393,213		1,388,849				(70,557,271)		-98.1%

		　　支払手数料				4,570,932		10,866,740		14,879,942		16,631,802		5,579,052		10,324,580		19,631,542		27,265,473		10,055,561		25,233,394		43,587,622		60,944,931		18,441,534		37,866,516		54,846,599		69,587,384		1,172,772		1,272,772		1,272,772		1,272,772				(68,314,612)		-98.2%

		　　　その他 タ				619,540		954,956		1,376,071		1,669,416		729,468		1,703,536		2,314,520		2,651,977		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0.0%

		営業利益 エイギョウリエキ				34,085,022		27,039,980		29,910,675		34,696,934		45,631,669		65,172,856		116,074,079		169,669,332		108,569,832		160,893,398		261,195,881		351,709,595		120,022,601		167,516,087		226,497,740		245,767,551		(1,441,151)		(1,571,151)		(1,571,151)		(1,566,787)				(247,334,338)		-100.6%

																																																0		0.0%

		◆IS																																														0		0.0%

		1980700				1Q16		2Q16		3Q16		4Q16		1Q17		2Q17		3Q17		4Q17		1Q18		2Q18		3Q18		4Q18		1Q19		2Q19		3Q19		4Q19		1Q20		2Q20		3Q20		4Q20				0		0.0%

		売上高 ウリアゲ ダカ				78,353		1,579,341		6,233,161		15,171,785		11,767,410		32,010,785		68,923,286		92,260,787		24,962,311		47,046,842		73,594,707		108,721,504		34,402,401		61,258,081		87,017,359		113,694,256		29,620,638		54,196,928		79,606,399		104,884,766				(8,809,490)		-7.7%

		売上原価 ウリアゲゲンカ				453,027		1,429,446		4,660,568		6,575,435		1,343,807		2,717,562		9,374,974		11,579,651		2,258,484		5,311,442		8,424,219		12,205,141		3,046,701		6,044,917		9,364,946		12,597,447		3,647,958		7,203,250		11,252,759		15,400,632				2,803,185		22.3%

		粗利 アラリ				(374,674)		149,895		1,572,593		8,596,350		10,423,603		29,293,223		59,548,312		80,681,136		22,703,827		41,735,400		65,170,488		96,516,363		31,355,700		55,213,164		77,652,413		101,096,809		25,972,680		46,993,678		68,353,640		89,484,134				(11,612,675)		-11.5%

		販売管理費 ハンバイカンリヒ				26,741,131		51,949,522		77,637,744		104,250,293		25,644,821		58,466,573		93,978,090		138,512,527		38,103,435		73,873,753		107,549,943		143,900,173		36,504,448		71,832,548		111,405,265		147,894,429		47,208,022		89,831,516		123,200,960		153,679,671				5,785,242		3.9%

		　販売費 ハンバイヒ				1,295,308		1,830,541		2,731,660		4,017,901		479,900		1,562,166		3,800,071		10,158,599		2,530,360		4,637,295		6,462,471		7,366,165		1,492,972		1,779,692		2,027,782		2,581,330		225,062		439,766		621,262		704,808				(1,876,522)		-72.7%

		　　広告宣伝費 コウコクセンデンヒ				478,194		1,013,427		1,890,343		3,176,584		479,900		1,553,466		3,705,571		9,174,167		2,530,360		4,637,295		6,461,441		7,365,135		492,972		779,692		1,027,782		1,581,330		225,062		439,766		621,262		704,808				(876,522)		-55.4%

		　　その他 タ				817,114		817,114		841,317		841,317		0		8,700		94,500		984,432		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0.0%

		　人件費 ジンケンヒ				18,101,047		34,271,191		54,441,715		74,907,101		21,802,433		46,640,454		71,724,012		99,706,221		28,907,271		55,358,120		81,617,317		108,875,771		24,614,804		51,098,649		79,885,330		108,216,653		37,190,966		73,026,577		99,675,328		124,655,094				16,438,441		15.2%

		 　管理費 カンリ ヒ				7,344,776		15,847,790		20,464,369		25,325,291		3,362,488		10,263,953		18,454,007		28,647,707		6,665,804		13,878,338		19,470,155		27,658,237		10,396,672		18,954,207		29,492,153		37,096,446		9,791,994		16,365,173		22,904,370		28,319,769				(8,776,677)		-23.7%

		　　支払手数料				6,695,279		14,683,162		18,800,474		23,219,417		3,123,560		9,636,041		17,433,160		26,380,664		5,798,800		12,197,861		17,363,731		25,253,925		9,876,266		17,636,351		27,554,590		34,590,893		8,162,417		13,982,765		19,595,771		24,292,893				(10,298,000)		-29.8%

		　　　その他 タ				649,497		1,164,628		1,663,895		2,105,874		238,928		627,912		1,020,847		2,267,043		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0.0%

		営業利益 エイギョウリエキ				(27,115,805)		(51,799,627)		(76,065,151)		(95,653,943)		(15,221,218)		(29,173,350)		(34,429,778)		(57,831,391)		(15,399,608)		(32,138,353)		(42,379,455)		(47,383,810)		(5,148,748)		(16,619,384)		(33,752,852)		(46,797,620)		(21,235,342)		(42,837,838)		(54,847,320)		(64,195,537)				(17,397,917)		37.2%

																																																0		0.0%

		◆TD																																														0		0.0%

		1980800				1Q16		2Q16		3Q16		4Q16		1Q17		2Q17		3Q17		4Q17		1Q18		2Q18		3Q18		4Q18		1Q19		2Q19		3Q19		4Q19		1Q20		2Q20		3Q20		4Q20				0		0.0%

		売上高 ウリアゲ ダカ				0		2,000,000		15,960,000		30,929,277		24,980,000		53,960,000		81,470,000		117,870,000		59,400,000		104,250,000		175,850,000		255,050,000		72,201,430		159,901,430		218,502,370		269,291,462		48,700,000		107,400,000		155,200,000		197,250,000				(72,041,462)		-26.8%

		売上原価 ウリアゲゲンカ				0		1,114,032		3,198,339		5,005,155		1,696,669		3,667,194		5,669,251		7,520,926		2,009,666		4,063,611		6,291,946		8,553,259		1,493,937		2,960,783		4,435,674		5,917,845		1,667,137		3,378,895		5,162,441		6,194,830				276,985		4.7%

		粗利 アラリ				0		885,968		12,761,661		25,924,122		23,283,331		50,292,806		75,800,749		110,349,074		57,390,334		100,186,389		169,558,054		246,496,741		70,707,493		156,940,647		214,066,696		263,373,617		47,032,863		104,021,105		150,037,559		191,055,170				(72,318,447)		-27.5%

		販売管理費 ハンバイカンリヒ				2,922,190		14,640,148		31,141,759		45,541,028		19,633,300		43,644,373		74,241,390		106,345,643		34,621,671		68,786,862		104,847,631		141,607,388		37,499,202		78,771,450		122,333,857		166,284,726		42,860,447		82,050,148		121,551,302		161,068,800				(5,215,926)		-3.1%

		　販売費 ハンバイヒ				1,627,594		4,420,232		9,475,299		11,760,400		6,430,448		15,258,422		28,498,250		42,850,092		13,901,390		26,947,759		44,663,552		62,665,205		18,198,254		38,000,515		55,923,665		72,117,853		11,883,995		19,830,599		28,639,551		36,927,165				(35,190,688)		-48.8%

		　　広告宣伝費 コウコクセンデンヒ				1,513,987		4,306,625		9,361,692		11,546,577		6,356,373		15,184,347		28,262,175		42,614,017		13,901,390		26,947,759		44,613,033		62,614,686		17,764,957		37,167,643		54,855,236		70,886,332		11,883,995		19,830,599		28,639,551		36,927,165				(33,959,167)		-47.9%

		　　その他 タ				113,607		113,607		113,607		213,823		74,075		74,075		236,075		236,075		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0.0%

		　人件費 ジンケンヒ				2,247,021		11,233,171		22,349,553		33,956,761		12,700,200		27,458,323		44,376,619		61,819,294		20,536,416		41,214,167		59,301,839		77,694,223		18,630,043		37,402,584		57,131,858		78,611,038		22,749,620		46,849,097		70,250,725		93,720,999				15,109,961		19.2%

		 　管理費 カンリ ヒ				(952,425)		(1,013,255)		(683,093)		(176,133)		502,652		927,628		1,366,521		1,676,257		183,865		624,936		882,240		1,247,960		670,905		3,368,351		9,278,334		15,555,835		8,226,832		15,370,452		22,661,026		30,420,636				14,864,801		95.6%

		　　支払手数料				8,300		54,384		289,610		481,373		334,960		583,207		689,211		869,821		69,276		226,710		313,047		471,025		381,504		2,377,215		7,809,388		13,725,725		8,104,463		15,182,094		22,313,332		29,954,239				16,228,514		118.2%

		　　　その他 タ				(960,725)		(1,067,639)		(972,703)		(657,506)		167,692		344,421		677,310		806,436		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0.0%

		営業利益 エイギョウリエキ				(2,922,190)		(13,754,180)		(18,380,098)		(19,616,906)		3,650,031		6,648,433		1,559,359		4,003,431		22,768,663		31,399,527		64,710,423		104,889,353		33,208,291		78,169,197		91,732,839		97,088,891		4,172,416		21,970,957		28,486,257		29,986,370				(67,102,521)		-69.1%

																																																0		0.0%

		◆CN																																														0		0.0%

		1980500				1Q16		2Q16		3Q16		4Q16		1Q17		2Q17		3Q17		4Q17		1Q18		2Q18		3Q18		4Q18		1Q19		2Q19		3Q19		4Q19		1Q20		2Q20		3Q20		4Q20				0		0.0%

		売上高 ウリアゲ ダカ				456,665		1,036,860		1,459,891		2,359,802		1,274,518		3,926,166		7,036,380		9,693,507		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0.0%

		売上原価 ウリアゲゲンカ				82,962		258,922		686,666		1,167,665		562,043		1,156,203		1,767,203		2,359,347		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0.0%

		粗利 アラリ				373,703		777,938		773,225		1,192,137		712,475		2,769,963		5,269,177		7,334,160		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0.0%

		販売管理費 ハンバイカンリヒ				13,823,449		26,803,587		39,456,818		51,487,614		10,260,484		21,377,228		32,081,518		39,254,204		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0.0%

		　販売費 ハンバイヒ				881,133		1,935,996		2,569,284		2,935,987		226,163		440,297		1,511,857		2,425,886		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0.0%

		　　広告宣伝費 コウコクセンデンヒ				858,133		1,898,996		2,532,284		2,898,987		211,163		425,297		1,496,857		2,410,886		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0.0%

		　　その他 タ				23,000		37,000		37,000		37,000		15,000		15,000		15,000		15,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0.0%

		　人件費 ジンケンヒ				12,002,998		23,274,143		34,936,282		45,980,539		9,848,038		19,387,954		28,867,373		34,858,062		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0.0%

		 　管理費 カンリ ヒ				939,318		1,593,448		1,951,252		2,571,088		186,283		1,548,977		1,702,288		1,970,256		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0.0%

		　　支払手数料				849,872		1,380,169		1,732,874		2,347,911		181,628		1,537,351		1,680,101		1,941,845		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0.0%

		　　　その他 タ				89,446		213,279		218,378		223,177		4,655		11,626		22,187		28,411		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0.0%

		営業利益 エイギョウリエキ				(13,449,746)		(26,025,649)		(38,683,593)		(50,295,477)		(9,548,009)		(18,607,265)		(26,812,341)		(31,920,044)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0.0%

																																																0		0.0%

		◆新規事業（CN含む） シンキジギョウ フク																																														0		0.0%

		1980900				1Q16		2Q16		3Q16		4Q16		1Q17		2Q17		3Q17		4Q17		1Q18		2Q18		3Q18		4Q18		1Q19		2Q19		3Q19		4Q19		1Q20		2Q20		3Q20		4Q20				0		0.0%

		売上高 ウリアゲ ダカ																				557,427		2,907,759		3,040,188		3,732,011		498,154		575,208		634,011		678,245		995		995		995		995				(677,250)		-99.9%

		売上原価 ウリアゲゲンカ																				302,928		503,042		553,206		602,486		475,077		1,268,833		1,931,039		2,619,103		885,142		1,525,593		2,262,695		3,290,248				671,145		25.6%

		粗利 アラリ																				254,499		2,404,717		2,486,982		3,129,525		23,077		(693,625)		(1,297,028)		(1,940,858)		(884,147)		(1,524,598)		(2,261,700)		(3,289,253)				(1,348,395)		69.5%

		販売管理費 ハンバイカンリヒ																				17,543,607		31,101,587		47,671,164		59,787,734		11,608,412		22,305,541		24,205,605		33,962,290		18,405,323		37,638,484		83,407,269		133,035,317				99,073,027		291.7%

		　販売費 ハンバイヒ																				10,778		10,778		10,778		10,778		0		0		0		0		0		1,125,833		3,273,432		5,120,109				5,120,109		0.0%

		　　広告宣伝費 コウコクセンデンヒ																				10,778		10,778		10,778		10,778		0		0		0		0		0		1,125,833		3,273,432		5,120,109				5,120,109		0.0%

		　　その他 タ																				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0.0%

		　人件費 ジンケンヒ																				16,981,151		29,389,459		41,946,402		52,399,333		9,062,131		17,377,245		19,053,732		27,042,713		16,880,527		33,645,591		74,583,005		116,662,208				89,619,495		331.4%

		 　管理費 カンリ ヒ																				551,678		1,701,350		5,713,984		7,377,623		2,546,281		4,928,296		5,151,873		6,919,577		1,524,796		2,867,060		5,550,832		11,253,000				4,333,423		62.6%

		　　支払手数料																				263,870		991,998		4,892,448		6,503,548		2,499,708		4,864,555		5,081,593		6,783,961		986,095		2,040,554		4,243,308		9,409,363				2,625,402		38.7%

		　　　その他 タ																				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0.0%

		営業利益 エイギョウリエキ																				(17,289,108)		(28,696,870)		(45,184,182)		(56,658,209)		(11,585,335)		(22,999,166)		(25,502,633)		(35,903,148)		(19,289,470)		(39,163,082)		(85,668,969)		(136,324,570)				(100,421,422)		279.7%

																																																0		0.0%

		◆IM																																														0		0.0%

		1980400				1Q16		2Q16		3Q16		4Q16		1Q17		2Q17		3Q17		4Q17		1Q18		2Q18		3Q18		4Q18		1Q19		2Q19		3Q19		4Q19		1Q20		2Q20		3Q20		4Q20				0		0.0%

		売上高 ウリアゲ ダカ				19,259,254		42,883,070		73,934,899		105,055,993		34,138,166		73,775,526		111,503,514		147,808,877		50,310,640		87,264,890		122,187,897		138,695,812		(1,000)		(1,000)		(1,000)		(1,000)		0		0		0		0				1,000		-100.0%

		売上原価 ウリアゲゲンカ				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0.0%

		粗利 アラリ				19,259,254		42,883,070		73,934,899		105,055,993		34,138,166		73,775,526		111,503,514		147,808,877		50,310,640		87,264,890		122,187,897		138,695,812		(1,000)		(1,000)		(1,000)		(1,000)		0		0		0		0				1,000		-100.0%

		販売管理費 ハンバイカンリヒ				20,484,365		47,508,221		78,099,221		109,108,379		27,331,800		60,366,887		96,871,139		134,141,452		34,186,190		69,768,396		108,281,162		121,531,435		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0.0%

		　販売費 ハンバイヒ				128,708		7,676,516		18,167,053		28,513,895		9,318,744		16,674,086		24,725,346		31,910,548		5,376,850		9,017,242		12,204,344		13,153,192		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0.0%

		　　広告宣伝費 コウコクセンデンヒ				128,708		7,676,516		18,167,053		28,513,895		9,318,744		16,674,086		24,725,346		31,910,548		5,376,850		9,017,242		12,204,344		13,153,192		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0.0%

		　　その他 タ				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0.0%

		　人件費 ジンケンヒ				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0.0%

		 　管理費 カンリ ヒ				20,355,657		39,831,705		59,932,168		80,594,484		18,013,056		43,692,801		72,145,793		102,230,904		28,809,340		60,751,154		96,076,818		108,378,243		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0.0%

		　　支払手数料				20,355,657		39,831,705		59,932,168		80,594,484		18,013,056		43,692,801		72,145,793		102,230,904		28,809,340		60,751,154		96,076,818		108,378,243		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0.0%

		　　　その他 タ				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0.0%

		営業利益 エイギョウリエキ				(1,225,111)		(4,625,151)		(4,164,322)		(4,052,386)		6,806,366		13,408,639		14,632,375		13,667,425		16,124,450		17,496,494		13,906,735		17,164,377		(1,000)		(1,000)		(1,000)		(1,000)		0		0		0		0				1,000		-100.0%

																																																0		0.0%

		◆Corp																																														0		0.0%

						1Q16		2Q16		3Q16		4Q16		1Q17		2Q17		3Q17		4Q17		1Q18		2Q18		3Q18		4Q18		1Q19		2Q19		3Q19		4Q19		1Q20		2Q20		3Q20		4Q20				0		0.0%

		売上高 ウリアゲ ダカ				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,776,800		4,127,300		6,851,000		9,393,600		2,243,500		4,438,700		6,838,700		9,238,700				(154,900)		-1.6%

		売上原価 ウリアゲゲンカ				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		41,505				41,505		0.0%

		粗利 アラリ				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,776,800		4,127,300		6,851,000		9,393,600		2,243,500		4,438,700		6,838,700		9,197,195				(196,405)		-2.1%

		販売管理費 ハンバイカンリヒ				0		0		0		0		282,242,941		615,145,735		928,751,735		1,208,104,472		271,461,873		585,672,961		885,163,061		1,182,422,919		285,608,023		576,451,207		879,336,076		1,212,013,226		317,342,565		628,625,866		933,984,482		1,223,089,379				11,076,153		0.9%

		　販売費 ハンバイヒ				0		0		0		0		3,752,961		7,590,890		13,764,678		20,523,077		4,581,629		13,973,447		17,746,928		18,847,496		3,442,621		4,726,071		7,222,728		8,031,278		2,613,517		2,634,304		4,599,857		6,192,228				(1,839,050)		-22.9%

		　　広告宣伝費 コウコクセンデンヒ				0		0		0		0		3,752,961		7,590,890		13,764,678		20,523,077		4,581,629		13,973,447		17,746,928		18,847,496		3,442,621		4,726,071		7,222,728		8,031,278		2,613,517		2,634,304		4,599,857		6,192,228				(1,839,050)		-22.9%

		　　その他 タ				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0.0%

		　人件費 ジンケンヒ				0		0		0		0		124,322,339		271,193,791		426,108,440		564,904,278		127,241,212		284,439,331		435,938,623		573,376,216		137,053,786		281,120,327		427,355,159		574,276,023		144,683,743		286,202,692		411,686,699		541,249,352				(33,026,671)		-5.8%

		 　管理費 カンリ ヒ				0		0		0		0		154,167,641		336,361,054		488,878,617		622,677,117		139,639,032		287,260,183		431,477,510		590,199,207		145,111,616		290,604,809		444,758,189		629,705,925		170,045,305		339,788,870		517,697,926		675,647,799				45,941,874		7.3%

		　　支払手数料				0		0		0		0		38,217,353		89,456,854		133,948,968		175,682,225		45,085,242		95,684,813		150,781,787		206,179,914		46,916,301		91,312,918		150,702,721		202,576,310		56,871,002		117,837,676		171,482,321		228,811,371				26,235,061		13.0%

		　　　その他 タ				0		0		0		0		115,950,288		246,904,200		354,929,649		446,994,892		94,553,790		191,575,370		280,695,723		384,019,293		117,065,018		117,065,018		117,065,018		117,065,018		0		0		0		0				(117,065,018)		-100.0%

		営業利益 エイギョウリエキ				0		0		0		0		(282,242,941)		(615,145,735)		(928,751,735)		(1,208,104,472)		(271,461,873)		(585,672,961)		(885,163,061)		(1,182,422,919)		(283,831,223)		(572,323,907)		(872,485,076)		(1,202,619,626)		(315,099,065)		(624,187,166)		(927,145,782)		(1,213,892,184)				(11,272,558)		0.9%
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		売上高 ウリアゲ ダカ		155,423,493		179,494,277		195,553,243		202,936,762		210,353,413		222,080,644		189,058,647		185,945,203		197,537,495		212,752,539		190,170,645		170,111,868		131,122,915		184,250,344		178,329,154		210,827,337		225,008,575		219,570,941		198,461,901		186,570,551		180,710,500		204,443,930		178,157,499		173,724,324		159,673,506		154,252,889		185,210,481		199,552,231		214,200,636		212,276,835		198,200,690		186,670,383		183,639,331		206,026,704		178,212,425		158,374,420		152,462,800		175,971,168		178,524,500		213,955,018		243,952,575		238,422,917		236,722,305		240,583,017		252,623,752		256,604,375		246,830,328		224,143,296		234,618,013		262,539,837		269,241,845		220,189,166		127,856,813		149,055,398		168,550,070		159,754,316		188,141,129		195,105,345		168,565,832		152,817,431				530,471,013		635,370,819		572,541,345		573,035,052		493,702,413		655,406,853		565,742,952		556,325,753		499,136,876		626,029,702		568,510,404		542,613,549		506,958,468		696,330,510		729,929,074		727,577,999		766,399,695		497,101,377		516,445,515		516,488,608

		売上原価 ウリアゲゲンカ		16,132,891		17,579,008		17,276,740		15,495,222		15,189,752		15,954,912		13,573,016		11,636,659		14,832,409		15,384,288		13,313,390		12,027,310		12,044,152		12,986,748		17,832,511		16,404,816		18,345,101		15,881,773		9,615,416		8,029,319		9,909,131		10,215,918		9,928,648		8,758,991		9,356,302		9,460,820		12,250,041		12,935,889		16,130,671		16,902,462		16,617,692		17,214,436		19,859,934		17,958,532		14,821,671		9,037,287		12,356,835		11,993,298		13,888,702		18,004,418		18,481,782		17,505,555		19,363,125		26,163,584		30,666,360		23,941,075		19,498,771		18,551,792		27,130,547		29,458,854		28,142,535		23,754,324		15,806,840		18,259,367		19,272,824		19,838,869		24,929,968		27,550,189		24,436,276		18,844,970				50,988,639		46,639,886		40,042,084		40,724,988		42,863,411		50,631,690		27,553,866		28,903,557		31,067,163		45,969,022		53,692,062		41,817,490		38,238,835		53,991,755		76,193,069		61,991,638		84,731,936		57,820,531		64,041,661		70,831,435

		粗利 アラリ		139,290,602		161,915,269		178,276,503		187,441,540		195,163,661		206,125,732		175,485,631		174,308,544		182,705,086		197,368,251		176,857,255		158,084,558		119,078,763		171,263,596		160,496,643		194,422,521		206,663,474		203,689,168		188,846,485		178,541,232		170,801,369		194,228,012		168,228,851		164,965,333		150,317,204		144,792,069		172,960,440		186,616,342		198,069,965		195,374,373		181,582,998		169,455,947		163,779,397		188,068,172		163,390,754		149,337,133		140,105,965		163,977,870		164,635,798		195,950,600		225,470,793		220,917,362		217,359,180		214,419,433		221,957,392		232,663,300		227,331,557		205,591,504		207,487,466		233,080,983		241,099,310		196,434,842		112,049,973		130,796,031		149,277,246		139,915,447		163,211,161		167,555,156		144,129,556		133,972,461				479,482,374		588,730,933		532,499,261		532,310,064		450,839,002		604,775,163		538,189,086		527,422,196		468,069,713		580,060,680		514,818,342		500,796,059		468,719,633		642,338,755		653,736,005		665,586,361		681,667,759		439,280,846		452,403,854		445,657,173

		販売管理費 ハンバイカンリヒ		82,990,675		81,816,401		122,616,112		118,624,042		124,731,334		133,988,276		119,787,341		123,017,175		126,433,612		136,232,611		126,736,727		133,202,970		125,890,974		120,974,902		149,005,498		152,068,921		137,117,199		158,429,984		138,288,975		128,574,070		191,671,089		151,507,180		160,529,637		172,068,447		140,622,457		130,166,856		167,594,245		169,300,405		184,768,411		176,483,436		170,577,491		167,078,749		161,866,455		156,809,725		132,512,347		144,745,421		146,102,056		134,451,477		148,755,562		182,122,582		180,644,089		181,191,155		192,485,239		207,123,178		198,522,168		207,391,524		178,236,491		169,730,501		175,378,243		175,791,930		225,601,651		185,149,277		107,424,574		109,752,834		112,564,888		141,922,154		159,846,283		156,671,700		139,115,059		145,804,150				287,423,188		377,343,652		369,238,128		396,172,308		395,871,374		447,616,104		458,534,134		484,105,264		438,383,558		530,552,252		499,522,695		434,067,493		429,309,095		543,957,826		598,130,585		555,358,516		576,771,824		402,326,685		414,333,325		441,590,909

		　販売費 ハンバイヒ		44,183,824		42,678,651		73,440,699		78,750,375		84,350,228		90,250,390		76,980,013		80,054,506		78,471,079		91,393,669		81,503,716		80,740,308		83,019,954		76,142,221		95,694,844		108,393,788		91,695,878		104,835,901		94,429,134		82,420,199		141,712,885		108,714,095		117,739,127		125,511,738		98,534,329		85,296,658		114,876,802		125,329,730		141,349,320		125,064,437		126,561,215		119,494,376		111,191,292		112,929,399		89,524,356		97,854,773		105,926,576		91,779,903		99,054,691		141,237,348		139,280,082		131,815,243		147,515,031		164,107,463		147,050,786		162,321,200		133,684,439		114,807,095		127,202,144		123,390,754		167,192,404		131,725,738		51,765,009		48,682,133		60,107,841		88,565,729		95,471,082		100,844,678		84,562,043		85,429,516				160,303,174		253,350,993		235,505,598		253,637,693		254,857,019		304,925,567		318,562,218		351,964,960		298,707,789		391,743,487		357,246,883		300,308,528		296,761,170		412,332,673		458,673,280		410,812,734		417,785,302		232,172,880		244,144,652		270,836,237

		　　広告宣伝費 コウコクセンデンヒ		41,014,657		39,645,011		70,755,296		76,131,652		81,484,571		86,459,079		73,457,320		76,528,768		75,509,974		89,023,498		79,024,921		78,537,980		80,838,253		73,922,113		93,565,173		106,279,863		91,405,496		104,574,937		94,257,134		82,222,199		141,309,513		108,259,382		117,541,127		125,058,182		98,079,616		85,098,658		114,678,802		125,131,730		141,151,320		124,866,437		126,363,215		119,296,376		110,993,292		112,731,399		89,326,356		97,655,703		105,728,576		91,581,903		98,856,691		141,039,348		139,082,082		131,617,243		147,317,031		163,909,463		146,852,786		162,123,200		133,486,439		114,609,095		127,202,144		123,390,754		167,192,404		131,725,738		51,765,009		48,682,133		60,107,841		88,565,729		95,471,082		100,844,678		84,562,043		85,429,516				151,414,964		244,075,302		225,496,062		246,586,399		248,325,539		302,260,296		317,788,846		350,858,691		297,857,076		391,149,487		356,652,883		299,713,458		296,167,170		411,738,673		458,079,280		410,218,734		417,785,302		232,172,880		244,144,652		270,836,237

		　　その他 タ		3,169,167		3,033,640		2,685,403		2,618,723		2,865,657		3,791,311		3,522,693		3,525,738		2,961,105		2,370,171		2,478,795		2,202,328		2,181,701		2,220,108		2,129,671		2,113,925		290,382		260,964		172,000		198,000		403,372		454,713		198,000		453,556		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				8,888,210		9,275,691		10,009,536		7,051,294		6,531,480		2,665,271		773,372		1,106,269		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		　人件費 ジンケンヒ		34,795,829		37,047,065		46,690,966		37,298,720		37,880,768		40,940,279		39,566,092		39,941,438		44,988,755		41,870,234		41,727,518		45,606,577		39,587,930		41,929,841		49,885,236		39,976,289		41,722,070		49,860,675		40,913,245		42,635,770		46,892,769		40,142,981		40,383,415		43,283,766		39,091,669		42,330,223		49,894,051		39,878,492		40,141,978		48,391,119		40,439,499		42,974,541		46,155,641		39,290,266		39,073,563		42,995,774		36,195,756		38,847,262		44,870,740		36,718,985		35,914,888		43,765,028		37,814,427		37,250,859		45,631,380		38,926,221		39,132,635		46,871,110		40,515,613		41,704,761		50,145,496		43,161,635		46,690,748		51,022,328		42,474,224		43,702,153		55,071,840		46,017,636		44,926,959		51,200,289				118,533,860		116,119,767		124,496,285		129,204,329		131,403,007		131,559,034		130,441,784		123,810,162		131,315,943		128,411,589		129,569,681		121,359,603		119,913,758		116,398,901		120,696,666		124,929,966		132,365,870		140,874,711		141,248,217		142,144,884

		 　管理費 カンリ ヒ		4,011,022		2,090,685		2,484,447		2,574,947		2,500,338		2,797,607		3,241,236		3,021,231		2,973,778		2,968,708		3,505,493		6,856,085		3,283,090		2,902,840		3,425,418		3,698,844		3,699,251		3,733,408		2,946,596		3,518,101		3,065,435		2,650,104		2,407,095		3,272,943		2,996,459		2,539,975		2,823,392		4,092,183		3,277,113		3,027,880		3,576,777		4,609,832		4,519,522		4,590,060		3,914,428		3,894,874		3,979,724		3,824,312		4,830,131		4,166,249		5,449,119		5,610,884		7,155,781		5,764,856		5,840,002		6,144,103		5,419,417		8,052,296		7,660,486		10,696,415		8,263,751		10,261,904		8,968,817		10,048,373		9,982,823		9,654,272		9,303,361		9,809,386		9,626,057		9,174,345				8,586,154		7,872,892		9,236,245		13,330,286		9,611,348		11,131,503		9,530,132		8,330,142		8,359,826		10,397,176		12,706,131		12,399,362		12,634,167		15,226,252		18,760,639		19,615,816		26,620,652		29,279,094		28,940,456		28,609,788

		　　支払手数料		3,143,123		1,776,652		2,010,834		2,058,768		1,780,658		1,920,894		2,009,872		2,432,094		2,194,726		2,070,991		2,318,382		5,077,665		2,388,707		1,959,245		2,332,374		2,446,248		2,599,413		2,613,382		2,174,987		2,204,276		2,182,350		1,861,564		1,664,496		2,196,402		1,881,012		1,821,304		1,777,815		1,849,161		2,357,586		1,907,184		2,192,341		3,828,873		3,443,463		3,325,555		3,130,055		3,166,324		3,247,614		3,257,252		4,173,143		3,644,002		4,909,611		5,077,480		5,909,124		5,163,216		5,175,888		5,137,307		4,509,952		7,236,118		6,917,383		9,745,776		7,612,157		10,069,964		8,780,884		9,762,378		9,498,639		9,267,856		8,786,153		9,434,033		8,957,988		8,786,369				6,930,609		5,760,320		6,636,692		9,467,038		6,680,326		7,659,043		6,561,613		5,722,462		5,480,131		6,113,931		9,464,677		9,621,934		10,678,009		13,631,093		16,248,228		16,883,377		24,275,316		28,613,226		27,552,648		27,178,390

		　　　その他 タ		867,899		314,033		473,613		516,179		719,680		876,713		1,231,364		589,137		779,052		897,717		1,187,111		1,778,420		894,383		943,595		1,093,044		1,252,596		1,099,838		1,120,026		771,609		1,313,825		883,085		788,540		742,599		1,076,541		0		0		0		0		0		0		0		0		0														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1,655,545		2,112,572		2,599,553		3,863,248		2,931,022		3,472,460		2,968,519		2,607,680		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		営業利益 エイギョウリエキ		56,299,927		80,098,868		55,660,391		68,817,498		70,432,327		72,137,456		55,698,290		51,291,369		56,271,474		61,135,640		50,120,528		24,881,588		(6,812,211)		50,288,694		11,491,145		42,353,600		69,546,275		45,259,184		50,557,510		49,967,162		(20,869,720)		42,720,832		7,699,214		(7,103,114)		9,694,747		14,625,213		5,366,195		17,315,937		13,301,554		18,890,937		11,005,507		2,377,198		1,912,942		31,258,447		30,878,407		4,591,712		(5,996,091)		29,526,393		15,880,236		13,828,018		44,826,704		39,726,207		24,873,941		7,296,255		23,435,224		25,271,776		49,095,066		35,861,003		32,109,223		57,289,053		15,497,659		11,285,565		4,625,399		21,043,197		36,712,358		(2,006,707)		3,364,878		10,883,456		5,014,497		(11,831,689)				192,059,186		211,387,281		163,261,133		136,137,756		54,967,628		157,159,059		79,654,952		43,316,932		29,686,155		49,508,428		15,295,647		66,728,566		39,410,538		98,380,929		55,605,420		110,227,845		104,895,935		36,954,161		38,070,529		4,066,264
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		売上高 ウリアゲ ダカ		55,261,200		112,499,058		138,478,497		140,573,197		105,927,260		111,451,877		111,288,273		107,529,205		124,312,826		91,892,295		111,741,002		121,045,553		66,755,788		91,841,764		138,445,609		125,005,449		141,450,694		127,953,265		101,075,757		148,332,522		126,864,143		140,878,175		88,051,763		131,025,007		84,885,477		120,041,245		153,384,784		116,190,487		158,314,893		118,981,623		136,113,928		108,264,687		91,827,258		126,145,558		115,306,684		111,588,511		72,199,063		82,337,893		136,367,336		137,410,254		88,748,089		91,901,873		95,368,633		84,865,936		74,900,921		105,784,866		75,229,612		78,129,976		55,037,872		58,402,857		86,972,804		87,362,905		49,226,399		61,795,813		44,623,259		42,628,777		47,062,738		44,670,743		29,170,119		46,908,215				306,238,755		357,952,334		343,130,304		324,678,850		297,043,161		394,409,408		376,272,422		359,954,945		358,311,506		393,487,003		336,205,873		353,040,753		290,904,292		318,060,216		255,135,490		259,144,454		200,413,533		198,385,117		134,314,774		120,749,077

		売上原価 ウリアゲゲンカ		4,644,814		6,927,002		10,064,579		8,502,417		6,729,049		7,153,764		7,462,820		7,177,134		8,318,420		5,395,568		7,421,701		5,466,905		4,521,569		5,318,457		7,393,348		6,310,522		7,932,431		6,283,204		5,959,681		6,618,925		5,774,970		7,197,375		5,464,951		5,713,854		4,773,804		5,951,941		7,660,418		6,730,477		7,552,094		6,471,760		6,959,303		6,237,505		6,102,632		6,873,739		5,353,927		5,329,634		3,718,802		6,077,563		5,260,133		5,206,198		6,598,110		5,226,367		5,370,684		5,716,921		5,178,206		5,767,979		5,444,258		5,545,920		5,116,669		4,626,491		5,195,422		5,156,641		5,581,426		4,856,523		4,709,744		4,029,987		5,090,778		3,912,053		3,904,644		3,950,800				21,636,395		22,385,230		22,958,374		18,284,174		17,233,374		20,526,157		18,353,576		18,376,180		18,386,163		20,754,331		19,299,440		17,557,300		15,056,498		17,030,675		16,265,811		16,758,157		14,938,582		15,594,590		13,830,509		11,767,497

		粗利 アラリ		50,616,386		105,572,056		128,413,918		132,070,780		99,198,211		104,298,113		103,825,453		100,352,071		115,994,406		86,496,727		104,319,301		115,578,648		62,234,219		86,523,307		131,052,261		118,694,927		133,518,263		121,670,061		95,116,076		141,713,597		121,089,173		133,680,800		82,586,812		125,311,153		80,111,673		114,089,304		145,724,366		109,460,010		150,762,799		112,509,863		129,154,625		102,027,182		85,724,626		119,271,819		109,952,757		106,258,877		68,480,261		76,260,330		131,107,203		132,204,056		82,149,979		86,675,506		89,997,949		79,149,015		69,722,715		100,016,887		69,785,354		72,584,056		49,921,203		53,776,366		81,777,382		82,206,264		43,644,973		56,939,290		39,913,515		38,598,790		41,971,960		40,758,690		25,265,475		42,957,415				284,602,360		335,567,104		320,171,930		306,394,676		279,809,787		373,883,251		357,918,846		341,578,765		339,925,343		372,732,672		316,906,433		335,483,453		275,847,794		301,029,541		238,869,679		242,386,297		185,474,951		182,790,527		120,484,265		108,981,580

		販売管理費 ハンバイカンリヒ		53,848,269		53,773,148		57,714,579		50,923,416		52,308,110		58,553,821		51,875,134		52,292,355		57,254,449		53,205,190		50,100,933		57,693,002		57,764,915		56,179,030		67,353,376		71,226,970		75,349,324		84,694,262		85,762,305		84,144,669		81,820,907		76,925,514		75,718,311		83,938,635		93,319,984		81,922,108		95,375,648		92,800,185		77,502,191		69,278,358		55,484,435		54,335,246		54,932,786		48,009,088		54,135,839		59,368,200		71,222,008		71,838,206		73,995,520		73,169,655		71,548,905		71,456,803		66,255,782		63,919,745		69,114,200		62,362,154		60,934,361		59,706,106		69,943,891		57,504,016		74,540,488		70,448,500		77,988,419		76,493,834		59,257,833		54,377,628		62,389,988		56,918,528		54,891,127		66,589,245				165,335,996		161,785,347		161,421,938		160,999,125		181,297,321		231,270,556		251,727,881		236,582,460		270,617,740		239,580,734		164,752,467		161,513,127		217,055,734		216,175,363		199,289,727		183,002,621		201,988,395		224,930,753		176,025,449		178,398,900

		　販売費 ハンバイヒ		11,540,367		12,713,793		8,113,114		10,888,537		13,747,341		19,743,131		11,977,213		10,217,494		9,124,252		9,217,011		8,025,323		11,725,763		17,360,721		15,109,114		19,092,228		28,711,090		30,758,855		31,351,969		38,984,894		37,961,880		32,099,001		36,343,230		34,485,652		38,714,005		55,155,115		44,868,471		55,660,816		58,926,604		43,593,686		32,443,162		23,395,799		20,990,971		18,516,314		16,278,341		22,238,539		23,674,976		41,299,978		40,384,101		35,158,596		40,104,643		40,258,601		35,244,585		35,044,962		27,917,580		28,679,450		26,619,874		25,427,916		21,627,131		31,347,142		20,616,530		30,979,737		31,128,310		34,481,309		28,205,406		16,617,450		12,674,683		13,585,759		14,313,195		13,239,095		15,250,800				32,367,274		44,379,009		31,318,959		28,968,097		51,562,063		90,821,914		109,045,775		109,542,887		155,684,402		134,963,452		62,903,084		62,191,856		116,842,675		115,607,829		91,641,992		73,674,921		82,943,409		93,815,025		42,877,892		42,803,090

		　　広告宣伝費 コウコクセンデンヒ		5,411,105		9,439,629		6,538,702		10,306,516		13,287,220		17,270,819		11,495,401		9,786,580		8,610,420		8,877,460		7,724,522		11,426,781		16,882,430		14,804,071		18,780,267		28,409,808		30,447,464		31,117,139		38,709,894		37,641,880		31,779,001		36,023,230		34,165,652		38,394,005		54,835,115		44,548,471		55,660,816		58,926,604		43,593,686		32,443,162		23,395,799		20,990,971		18,516,314		16,278,341		22,238,539		23,674,976		41,299,978		40,384,101		35,158,596		40,104,643		40,258,601		35,244,585		35,044,962		27,917,580		28,679,450		26,619,874		25,427,916		21,627,131		31,347,142		20,616,530		30,979,737		31,128,310		34,481,309		28,205,406		16,617,450		12,674,683		13,585,759		14,313,195		13,239,095		15,250,800				21,389,436		40,864,555		29,892,401		28,028,763		50,466,768		89,974,411		108,130,775		108,582,887		155,044,402		134,963,452		62,903,084		62,191,856		116,842,675		115,607,829		91,641,992		73,674,921		82,943,409		93,815,025		42,877,892		42,803,090

		　　その他 タ		6,129,262		3,274,164		1,574,412		582,021		460,121		2,472,312		481,812		430,914		513,832		339,551		300,801		298,982		478,291		305,043		311,961		301,282		311,391		234,830		275,000		320,000		320,000		320,000		320,000		320,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				10,977,838		3,514,454		1,426,558		939,334		1,095,295		847,503		915,000		960,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		　人件費 ジンケンヒ		38,310,107		37,793,314		45,723,110		37,373,060		35,797,097		36,476,007		37,413,332		38,996,986		43,827,488		38,961,256		39,236,912		41,789,539		36,475,199		37,726,235		45,218,909		38,689,686		41,053,477		49,180,178		40,909,674		42,017,781		45,030,508		36,778,231		36,439,520		40,454,406		32,928,785		31,447,040		35,078,182		27,481,227		27,676,233		30,792,155		26,401,828		26,977,923		30,396,024		25,586,171		25,215,695		27,606,005		23,981,413		25,426,521		28,908,238		26,231,835		24,833,660		28,836,176		25,389,597		27,906,675		32,223,891		28,145,074		28,017,835		30,872,808		28,271,601		28,273,008		33,801,679		29,567,889		34,056,375		37,596,780		31,655,171		31,000,048		38,491,409		33,125,071		32,768,133		41,492,262				121,826,531		109,646,164		120,237,806		119,987,707		119,420,343		128,923,341		127,957,963		113,672,157		99,454,007		85,949,615		83,775,775		78,407,871		78,316,172		79,901,671		85,520,163		87,035,717		90,346,288		101,221,044		101,146,628		107,385,466

		 　管理費 カンリ ヒ		3,997,795		3,266,041		3,878,355		2,661,819		2,763,672		2,334,683		2,484,589		3,077,875		4,302,709		5,026,923		2,838,698		4,177,700		3,928,995		3,343,681		3,042,239		3,826,194		3,536,992		4,162,115		5,867,737		4,165,008		4,691,398		3,804,053		4,793,139		4,770,224		5,236,084		5,606,597		4,636,650		6,392,354		6,232,272		6,043,041		5,686,808		6,366,352		6,020,448		6,144,576		6,681,605		8,087,219		5,940,617		6,027,584		9,928,686		6,833,177		6,456,644		7,376,042		5,821,223		8,095,490		8,210,859		7,597,206		7,488,610		7,206,167		10,325,148		8,614,478		9,759,072		9,752,301		9,450,735		10,691,648		10,985,212		10,702,897		10,312,820		9,480,262		8,883,899		9,846,183				11,142,191		7,760,174		9,865,173		12,043,321		10,314,915		11,525,301		14,724,143		13,367,416		15,479,331		18,667,667		18,073,608		20,913,400		21,896,887		20,665,863		22,127,572		22,291,983		28,698,698		29,894,684		32,000,929		28,210,344

		　　支払手数料		1,898,322		1,447,258		2,014,413		751,453		728,089		760,804		813,621		765,884		748,009		773,574		862,226		925,128		1,235,365		778,891		983,857		1,475,549		865,774		850,543		1,282,506		988,595		1,087,120		1,059,190		1,377,154		1,365,454		1,870,618		2,880,590		2,254,919		3,708,087		3,828,066		3,260,879		3,337,777		3,627,296		2,972,172		3,611,478		3,452,657		3,272,692		3,561,155		3,184,731		6,697,479		3,640,738		4,147,474		4,207,803		3,117,114		5,355,003		5,498,959		4,640,009		4,041,273		3,880,778		7,777,142		7,195,103		7,307,228		7,426,062		7,741,059		8,171,371		8,286,683		8,325,972		8,310,829		6,894,291		6,182,045		6,816,788				5,359,993		2,240,346		2,327,514		2,560,928		2,998,113		3,191,866		3,358,221		3,801,798		7,006,127		10,797,032		9,937,245		10,336,827		13,443,365		11,996,015		13,971,076		12,562,060		22,279,473		23,338,492		24,923,484		19,893,124

		　　　その他 タ		2,099,473		1,818,783		1,863,942		1,910,366		2,035,583		1,573,879		1,670,968		2,311,991		3,554,700		4,253,349		1,976,472		3,252,572		2,693,630		2,564,790		2,058,382		2,350,645		2,671,218		3,311,572		4,585,231		3,176,413		3,604,278		2,744,863		3,415,985		3,404,770		0		0		0		0		0		0		0		0		0														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				5,782,198		5,519,828		7,537,659		9,482,393		7,316,802		8,333,435		11,365,922		9,565,618		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		営業利益 エイギョウリエキ		(3,231,883)		51,798,908		70,699,339		81,147,364		46,890,101		45,744,292		51,950,319		48,059,716		58,739,957		33,291,537		54,218,368		57,885,646		4,469,304		30,344,277		63,698,885		47,467,957		58,168,939		36,975,799		9,353,771		57,568,928		39,268,266		56,755,286		6,868,501		41,372,518		(13,208,311)		32,167,196		50,348,718		16,659,825		73,260,608		43,231,505		73,670,190		47,691,936		30,791,840		71,262,731		55,816,918		46,890,677		(2,741,747)		4,422,124		57,111,683		59,034,401		10,601,074		15,218,703		23,742,167		15,229,270		608,515		37,654,733		8,850,993		12,877,950		(20,022,688)		(3,727,650)		7,236,894		11,757,764		(34,343,446)		(19,554,544)		(19,344,318)		(15,778,838)		(20,418,028)		(16,159,838)		(29,625,652)		(23,631,830)				119,266,364		173,781,757		158,749,992		145,395,551		98,512,466		142,612,695		106,190,965		104,996,305		69,307,603		133,151,938		152,153,966		173,970,326		58,792,060		84,854,178		39,579,952		59,383,676		(16,513,444)		(42,140,226)		(55,541,184)		(69,417,320)
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		売上高 ウリアゲ ダカ		71,519,641		62,833,216		78,211,307		68,836,504		75,513,902		62,207,163		71,866,846		61,722,670		78,500,593		81,827,986		79,501,499		69,105,861		75,786,523		79,843,471		78,368,954		91,006,542		108,110,097		106,652,728		104,005,547		96,687,431		83,944,838		99,995,399		94,182,122		77,325,395		106,781,546		107,090,240		104,414,738		108,941,244		96,871,235		97,293,695		105,968,571		102,466,316		98,122,132		105,342,515		97,058,200		83,574,768		83,397,673		83,190,071		89,139,444		88,540,610		82,211,912		82,070,105		82,592,082		78,667,859		81,087,419		80,002,588		80,727,704		75,455,519		81,492,340		62,883,433		66,241,776		54,783,975		44,903,924		48,371,897		51,292,700		45,629,185		51,374,664		43,560,223		39,747,631		41,597,426				212,564,164		206,557,569		212,090,109		230,435,346		233,998,948		305,769,367		284,637,816		271,502,916		318,286,524		303,106,174		306,557,019		285,975,483		255,727,188		252,822,627		242,347,360		236,185,811		210,617,549		148,059,796		148,296,549		124,905,280

		売上原価 ウリアゲゲンカ		1,995,852		2,038,261		2,405,879		1,910,399		2,555,348		2,444,318		2,422,957		2,618,651		3,113,860		2,858,757		3,088,302		2,729,015		2,067,938		2,418,777		4,274,291		4,683,591		4,309,705		3,689,495		3,844,199		4,212,234		9,869,869		6,902,106		4,342,879		7,980,451		13,579,074		11,120,432		12,369,785		14,860,152		15,374,667		20,735,185		21,271,893		23,731,258		22,766,289		25,182,615		24,967,030		24,241,598		20,420,203		20,826,390		17,286,708		14,016,945		11,852,566		9,833,384		8,968,328		9,510,106		7,005,420		6,862,004		5,778,980		5,458,710		5,293,598		3,453,790		3,562,576		6,636,606		3,859,670		3,830,738		4,505,243		4,102,216		5,086,177		3,469,282		6,529,909		729,191				6,439,992		6,910,065		8,155,468		8,676,074		8,761,006		12,682,791		17,926,302		19,225,436		37,069,291		50,970,004		67,769,440		74,391,243		58,533,301		35,702,895		25,483,854		18,099,694		12,309,964		14,327,014		13,693,636		10,728,382

		粗利 アラリ		69,523,789		60,794,955		75,805,428		66,926,105		72,958,554		59,762,845		69,443,889		59,104,019		75,386,733		78,969,229		76,413,197		66,376,846		73,718,585		77,424,694		74,094,663		86,322,951		103,800,392		102,963,233		100,161,348		92,475,197		74,074,969		93,093,293		89,839,243		69,344,944		93,202,472		95,969,808		92,044,953		94,081,092		81,496,568		76,558,510		84,696,678		78,735,058		75,355,843		80,159,900		72,091,170		59,333,170		62,977,470		62,363,681		71,852,736		74,523,665		70,359,346		72,236,721		73,623,754		69,157,753		74,081,999		73,140,584		74,948,724		69,996,809		76,198,742		59,429,643		62,679,200		48,147,369		41,044,254		44,541,159		46,787,457		41,526,969		46,288,487		40,090,941		33,217,722		40,868,235				206,124,172		199,647,504		203,934,641		221,759,272		225,237,942		293,086,576		266,711,514		252,277,480		281,217,233		252,136,170		238,787,579		211,584,240		197,193,887		217,119,732		216,863,506		218,086,117		198,307,585		133,732,782		134,602,913		114,176,898

		販売管理費 ハンバイカンリヒ		22,230,050		23,972,449		33,645,778		24,703,974		28,109,012		30,996,341		32,008,431		32,970,894		40,416,476		34,764,455		35,819,769		40,672,001		33,912,395		33,851,043		41,176,716		36,105,728		37,319,230		43,708,976		41,018,465		49,176,743		54,003,812		49,583,558		45,383,506		55,656,268		35,667,968		38,073,310		44,290,238		37,002,316		38,896,659		40,592,892		38,485,856		41,934,331		38,439,304		36,572,053		37,867,211		125,254,645		44,842,680		35,392,539		48,905,778		39,028,019		40,236,504		40,098,986		38,674,685		34,970,756		37,942,931		31,888,420		29,385,834		30,175,780		27,500,941		27,420,476		35,826,494		29,109,073		31,558,413		37,845,424		33,134,123		28,354,733		32,026,628		28,094,910		26,315,146		32,165,168				79,848,277		83,809,327		105,395,801		111,256,225		108,940,154		117,133,934		144,199,020		150,623,332		118,031,516		116,491,867		118,859,491		199,693,909		129,140,997		119,363,509		111,588,372		91,450,034		90,747,911		98,512,910		93,515,484		86,575,224

		　販売費 ハンバイヒ		1,270,468		887,224		1,621,268		1,510,870		2,200,306		1,670,769		4,233,935		4,405,786		4,914,139		5,092,541		5,141,781		4,336,906		3,283,263		1,881,525		1,004,835		1,126,500		2,922,814		2,391,253		2,276,181		5,374,723		4,386,116		4,779,192		1,000,413		9,022,678		5,196,574		2,340,326		1,612,232		2,968,381		1,897,373		2,451,381		2,278,258		2,656,859		607,334		679,337		938,734		979,789		11,443,379		900,338		1,183,627		1,239,337		1,403,189		809,536		510,665		403,883		468,002		438,361		203,143		659,350		695,861		535,472		896,786		87,666		986,141		1,799,067		472,759		337,016		329,347		343,605		1,018,509		252,827				3,778,960		5,381,945		13,553,860		14,571,228		6,169,623		6,440,567		12,037,020		14,802,283		9,149,132		7,317,135		5,542,451		2,597,860		13,527,344		3,452,062		1,382,550		1,300,854		2,128,119		2,872,874		1,139,122		1,614,941

		　　広告宣伝費 コウコクセンデンヒ		580,468		197,224		931,268		810,870		1,500,306		970,769		1,381,135		1,240,034		1,470,109		1,689,666		1,730,806		111,276		131,478		0		0		571,500		1,104,144		716,723		1,278,181		3,264,258		3,211,116		2,435,192		413		8,714,633		4,711,089		2,180,326		1,552,232		2,908,381		1,837,373		2,391,381		2,064,012		2,642,538		597,334		569,337		648,734		679,789		11,343,379		800,338		1,083,627		1,239,337		1,403,189		809,536		510,665		403,883		468,002		438,361		203,143		659,350		695,861		535,472		896,786		87,666		986,141		1,799,067		472,759		337,016		329,347		343,605		1,018,509		252,827				1,708,960		3,281,945		4,091,278		3,531,748		131,478		2,392,367		7,753,555		11,150,238		8,443,647		7,137,135		5,303,884		1,897,860		13,227,344		3,452,062		1,382,550		1,300,854		2,128,119		2,872,874		1,139,122		1,614,941

		　　その他 タ		690,000		690,000		690,000		700,000		700,000		700,000		2,852,800		3,165,752		3,444,030		3,402,875		3,410,975		4,225,630		3,151,785		1,881,525		1,004,835		555,000		1,818,670		1,674,530		998,000		2,110,465		1,175,000		2,344,000		1,000,000		308,045		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				2,070,000		2,100,000		9,462,582		11,039,480		6,038,145		4,048,200		4,283,465		3,652,045		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		　人件費 ジンケンヒ		16,793,598		18,358,700		25,807,020		17,262,626		20,057,520		23,818,316		21,844,610		23,118,837		28,477,879		23,271,178		25,640,307		31,191,555		25,205,158		27,404,039		35,291,175		28,735,484		29,753,789		35,974,919		32,969,542		37,813,900		43,183,924		37,851,540		36,776,123		37,948,880		27,532,784		26,457,110		33,294,801		25,978,672		26,408,236		31,532,849		28,134,035		32,497,485		33,441,789		28,799,998		28,340,145		34,838,410		27,835,129		29,137,986		38,475,407		30,864,325		31,538,790		37,497,028		30,704,487		28,289,262		34,126,619		24,725,483		22,498,171		25,670,138		20,841,086		21,372,037		26,511,328		22,255,782		22,715,329		26,651,915		22,098,939		21,403,448		24,153,896		19,582,563		19,109,140		23,057,336				60,959,318		61,138,462		73,441,326		80,103,040		87,900,372		94,464,192		113,967,366		112,576,543		87,284,695		83,919,757		94,073,309		91,978,553		95,448,522		99,900,143		93,120,368		72,893,792		68,724,451		71,623,026		67,656,283		61,749,039

		 　管理費 カンリ ヒ		4,165,984		4,726,525		6,217,490		5,930,478		5,851,186		5,507,256		5,929,886		5,446,271		7,024,458		6,400,736		5,037,681		5,143,540		5,423,974		4,565,479		4,880,706		6,243,744		4,642,627		5,342,804		5,772,742		5,988,120		6,433,772		6,952,826		7,606,970		8,684,710		2,938,610		9,275,874		9,383,205		8,055,263		10,591,050		6,608,662		8,073,563		6,779,987		4,390,181		7,092,718		8,588,332		54,268,452		5,564,172		5,354,215		9,246,744		6,924,357		7,294,525		1,792,422		7,459,533		6,277,611		3,348,310		6,724,576		6,684,520		3,846,292		5,963,994		5,512,967		8,418,380		6,765,625		7,856,943		9,394,442		10,562,425		6,614,269		7,543,385		8,168,742		6,187,497		8,855,005				15,109,999		17,288,920		18,400,615		16,581,957		14,870,159		16,229,175		18,194,634		23,244,506		21,597,689		25,254,975		19,243,731		69,949,502		20,165,131		16,011,304		17,085,454		17,255,388		19,895,341		24,017,010		24,720,079		23,211,244

		　　支払手数料		4,271,734		4,235,104		5,237,908		5,450,235		4,572,581		4,336,996		4,877,845		4,262,079		5,142,511		5,162,203		3,898,832		3,897,910		4,025,894		4,033,652		3,167,298		4,681,480		3,844,064		3,833,849		4,755,394		4,608,107		5,143,445		5,386,752		6,250,523		6,561,518		1,750,639		8,290,799		8,591,107		7,011,997		9,765,229		5,671,143		6,789,488		5,531,682		3,591,879		5,614,945		7,687,361		5,735,278		4,586,687		4,089,156		5,147,660		5,871,570		5,708,574		6,178,886		5,660,367		4,878,067		5,267,213		5,644,843		5,021,823		4,746,357		5,121,736		5,248,720		7,539,652		6,444,530		7,610,011		8,090,530		10,172,557		6,291,120		7,035,613		7,539,273		5,878,133		7,142,528				13,744,746		14,359,812		14,282,435		12,958,945		11,226,844		12,359,393		14,506,946		18,198,793		18,632,545		22,448,369		15,913,049		19,037,584		13,823,503		17,759,030		15,805,647		15,413,023		17,910,108		22,145,071		23,499,290		20,559,934

		　　　その他 タ		(105,750)		491,421		979,582		480,243		1,278,605		1,170,260		1,052,041		1,184,192		1,881,947		1,238,533		1,138,849		1,245,630		1,398,080		531,827		1,713,408		1,562,264		798,563		1,508,955		1,017,348		1,380,013		1,290,327		1,566,074		1,356,447		2,123,192		0		0		0		0		0		0		0		0		0														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1,365,253		2,929,108		4,118,180		3,623,012		3,643,315		3,869,782		3,687,688		5,045,713		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		営業利益 エイギョウリエキ		47,293,739		36,822,506		42,159,650		42,222,131		44,849,542		28,766,504		37,435,458		26,133,125		34,970,257		44,204,774		40,593,428		25,704,845		39,806,190		43,573,651		32,917,947		50,217,223		66,481,162		59,254,257		59,142,883		43,298,454		20,071,157		43,509,735		44,455,737		13,688,676		57,534,504		57,896,498		47,754,715		57,078,776		42,599,909		35,965,618		46,210,822		36,800,727		36,916,539		43,587,847		34,223,959		(30,753,481)		18,134,790		26,971,142		22,946,958		35,495,646		30,122,842		32,137,735		34,949,069		34,186,997		36,139,068		41,252,164		45,562,890		39,821,029		48,697,801		32,009,167		26,852,706		19,038,296		9,485,841		6,695,735		13,653,334		13,172,236		14,261,859		11,996,031		6,902,576		8,703,067				126,275,895		115,838,177		98,538,840		110,503,047		116,297,788		175,952,642		122,512,494		101,654,148		163,185,717		135,644,303		119,928,088		47,058,325		68,052,890		97,756,223		105,275,134		126,636,083		107,559,674		35,219,872		41,087,429		27,601,674
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		売上高 ウリアゲ ダカ		896,000		1,199,000		1,038,000		0		50,186		1,218,803		2,435,747		6,435,660		5,418,497		5,578,297		4,936,079		8,783,627		8,147,660		13,520,267		31,874,013		20,047,008		10,273,012		13,487,765		15,245,340		12,327,804		10,891,157		14,012,059		12,387,327		11,072,069		14,812,568		21,105,694		26,706,105		26,336,447		19,591,813		15,023,420		7,516,437		5,416,211		4,583,228		6,811,905		8,656,249		9,407,610		18,588,959		29,736,783		42,800,747		37,676,636		16,919,317		17,427,924		10,951,478		6,628,913		4,557,453		8,606,826		9,162,909		13,949,947		15,722,429		20,804,820		33,439,912		33,878,287		11,193,621		16,654,690		0		150,000		0		0		0		0				3,133,000		1,268,989		14,289,904		19,298,003		53,541,940		43,807,785		38,464,301		37,471,455		62,624,367		60,951,680		17,515,876		24,875,764		91,126,489		72,023,877		22,137,844		31,719,682		69,967,161		61,726,598		150,000		0

		売上原価 ウリアゲゲンカ		25,000		45,705		2,253,162		1,148,985		819,818		1,144,143		1,112,011		1,133,706		1,228,450		1,057,361		1,052,402		1,095,655		1,116,791		1,103,391		2,520,940		2,607,937		2,626,427		2,636,139		2,649,271		2,701,180		2,737,619		2,671,429		2,571,251		2,549,348		2,196,573		2,313,300		1,058,234		1,039,297		1,115,634		1,241,521		1,237,386		1,261,022		1,386,857		1,288,721		1,277,593		1,974,945		1,684,524		1,707,384		1,982,966		1,816,795		1,615,526		1,880,129		1,732,677		1,936,079		2,057,939		1,830,262		1,806,726		2,021,103		1,678,576		1,741,827		2,002,757		1,767,024		1,987,335		2,216,257		(9,694)		0		9,667		28		0		0				2,323,867		3,112,946		3,474,167		3,205,418		4,741,122		7,870,503		8,088,070		7,792,028		5,568,107		3,396,452		3,885,265		4,541,259		5,374,874		5,312,450		5,726,695		5,658,091		5,423,160		5,970,616		(27)		28

		粗利 アラリ		871,000		1,153,295		(1,215,162)		(1,148,985)		(769,632)		74,660		1,323,736		5,301,954		4,190,047		4,520,936		3,883,677		7,687,972		7,030,869		12,416,876		29,353,073		17,439,071		7,646,585		10,851,626		12,596,069		9,626,624		8,153,538		11,340,630		9,816,076		8,522,721		12,615,995		18,792,394		25,647,871		25,297,150		18,476,179		13,781,899		6,279,051		4,155,189		3,196,371		5,523,184		7,378,656		7,432,665		16,904,435		28,029,399		40,817,781		35,859,841		15,303,791		15,547,795		9,218,801		4,692,834		2,499,514		6,776,564		7,356,183		11,928,844		14,043,853		19,062,993		31,437,155		32,111,263		9,206,286		14,438,433		9,694		150,000		(9,667)		(28)		0		0				809,133		(1,843,957)		10,815,737		16,092,585		48,800,818		35,937,282		30,376,231		29,679,427		57,056,260		57,555,228		13,630,611		20,334,505		85,751,615		66,711,427		16,411,149		26,061,591		64,544,001		55,755,982		150,027		(28)

		販売管理費 ハンバイカンリヒ		3,968,326		4,224,682		6,652,216		9,524,046		6,202,002		6,549,802		5,849,300		6,688,446		8,948,762		2,749,362		2,569,738		4,787,333		5,219,391		5,724,850		10,880,796		8,996,213		9,641,033		12,717,006		10,253,890		10,314,916		14,098,054		9,335,495		11,187,122		20,650,403		9,388,803		17,885,893		12,515,824		15,977,199		11,983,338		15,431,923		12,019,539		13,605,200		16,448,694		13,269,449		12,712,943		14,150,333		11,049,085		13,204,042		14,905,813		21,596,982		13,641,261		18,086,166		18,592,469		13,018,389		14,092,574		13,515,828		11,930,677		13,208,731		10,057,250		14,493,485		11,518,640		9,999,500		10,287,009		10,031,997		5,903,476		6,187,267		1,496,924		362,930		764		44,152				14,845,224		22,275,850		21,486,508		10,106,433		21,825,037		31,354,252		34,666,860		41,173,020		39,790,520		43,392,460		42,073,433		40,132,725		39,158,940		53,324,409		45,703,432		38,655,236		36,069,375		30,318,506		13,587,667		407,846

		　販売費 ハンバイヒ		268,688		10,260		1,196,300		916,667		46,297		0		0		0		0		86,100		0		888,310		843,843		1,600,808		1,871,750		1,578,900		1,209,750		1,039,500		579,450		374,250		326,250		301,650		2,001,550		679,800		520,650		852,500		564,850		834,474		564,800		1,524,300		348,500		302,500		189,500		187,200		152,800		160,200		226,000		434,818		514,100		366,700		222,000		153,800		276,500		333,600		179,200		308,400		132,500		234,652		110,300		122,000		284,200		171,600		118,100		245,100		0		0		0		0		0		0				1,475,248		962,964		0		974,410		4,316,401		3,828,150		1,279,950		2,983,000		1,938,000		2,923,574		840,500		500,200		1,174,918		742,500		789,300		675,552		516,500		534,800		0		0

		　　広告宣伝費 コウコクセンデンヒ		146,000		10,260		0		0		46,297		0		0		0		0		86,100		0		888,310		843,843		1,600,808		1,871,750		1,578,900		1,209,750		1,039,500		579,450		374,250		326,250		301,650		288,300		329,800		520,650		852,500		564,850		834,474		564,800		499,300		348,500		302,500		189,500		187,200		152,800		160,200		226,000		434,818		499,100		366,700		222,000		153,800		276,500		333,600		179,200		308,400		132,500		234,652		110,300		122,000		284,200		171,600		118,100		245,100		0		0		0		0		0		0				156,260		46,297		0		974,410		4,316,401		3,828,150		1,279,950		919,750		1,938,000		1,898,574		840,500		500,200		1,159,918		742,500		789,300		675,552		516,500		534,800		0		0

		　　その他 タ		122,688		0		1,196,300		916,667		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,713,250		350,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1,318,988		916,667		0		0		0		0		0		2,063,250		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		　人件費 ジンケンヒ		3,657,031		2,659,841		4,482,218		5,553,475		5,316,701		5,727,530		5,503,307		5,006,560		5,930,981		2,640,013		2,203,210		3,006,883		3,439,021		4,375,920		8,695,316		6,652,160		8,127,380		10,526,717		8,979,960		9,433,900		10,661,666		7,867,569		8,704,028		9,858,281		8,448,955		9,163,829		10,630,648		9,146,180		10,091,472		12,468,031		10,197,512		11,955,701		11,145,793		9,162,233		8,840,577		10,182,170		8,494,323		9,625,585		11,247,846		10,741,183		10,546,668		11,642,514		9,969,153		9,816,967		11,380,765		9,433,424		9,715,478		10,799,128		7,950,030		8,392,842		9,130,580		7,669,250		8,200,784		7,699,493		6,245,899		6,186,214		1,496,924		0		0		165,936				10,799,090		16,597,706		16,440,848		7,850,106		16,510,257		25,306,257		29,075,526		26,429,878		28,243,432		31,705,683		33,299,006		28,184,980		29,367,754		32,930,365		31,166,885		29,948,030		25,473,452		23,569,527		13,929,037		165,936

		 　管理費 カンリ ヒ		42,607		1,554,581		973,698		3,053,904		839,004		822,272		345,993		1,681,886		3,017,781		23,249		366,528		892,140		936,527		(251,878)		313,730		765,153		303,903		1,150,789		694,480		506,766		3,110,138		1,166,276		481,544		10,112,322		419,198		7,869,564		1,320,326		5,996,545		1,327,066		1,439,592		1,473,527		1,346,999		5,113,401		3,920,016		3,719,566		3,807,963		2,328,762		3,143,639		3,143,867		10,489,099		2,872,593		6,289,852		8,346,816		2,867,822		2,532,609		3,774,004		2,082,699		2,174,951		1,996,920		5,978,643		2,103,860		2,158,650		1,968,125		2,087,404		(342,423)		1,053		0		362,930		764		(121,784)				2,570,886		4,715,180		5,045,660		1,281,917		998,379		2,219,845		4,311,384		11,760,142		9,609,088		8,763,203		7,933,927		11,447,545		8,616,268		19,651,544		13,747,247		8,031,654		10,079,423		6,214,179		(341,370)		241,910

		　　支払手数料		489,423		2,315,939		1,585,392		2,974,784		760,916		782,203		122,756		1,414,371		2,732,263		159,096		649,234		1,361,890		1,358,127		214,374		226,024		678,362		221,775		280,817		391,938		265,621		2,982,354		1,039,152		356,513		10,109,431		300,527		7,691,730		1,053,854		5,617,942		871,291		818,650		940,321		924,191		4,781,648		3,703,731		3,382,747		3,648,451		2,205,470		2,942,112		2,821,899		10,047,845		2,542,111		5,885,852		7,941,798		2,438,930		2,219,896		3,531,576		1,890,570		1,773,775		1,870,270		5,917,969		2,056,360		2,129,336		1,938,828		2,090,850		(355,230)		0		0		360,958		0		0				4,390,754		4,517,903		4,269,390		2,170,220		1,798,525		1,180,954		3,639,913		11,505,096		9,046,111		7,307,883		6,646,160		10,734,929		7,969,481		18,475,808		12,600,624		7,195,921		9,844,599		6,159,014		(355,230)		360,958

		　　　その他 タ		(446,816)		(761,358)		(611,694)		79,120		78,088		40,069		223,237		267,515		285,518		(135,847)		(282,706)		(469,750)		(421,600)		(466,252)		87,706		86,791		82,128		869,972		302,542		241,145		127,784		127,124		125,031		2,891		0		0		0		0		0		0		0		0		0														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				(1,819,868)		197,277		776,270		(888,303)		(800,146)		1,038,891		671,471		255,046		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		営業利益 エイギョウリエキ		(3,097,326)		(3,071,387)		(7,867,378)		(10,673,031)		(6,971,634)		(6,475,142)		(4,525,564)		(1,386,492)		(4,758,715)		1,771,574		1,313,939		2,900,639		1,811,478		6,692,026		18,472,277		8,442,858		(1,994,448)		(1,865,380)		2,342,179		(688,292)		(5,944,516)		2,005,135		(1,371,046)		(12,127,682)		3,227,192		906,501		13,132,047		9,319,951		6,492,841		(1,650,024)		(5,740,488)		(9,450,011)		(13,252,323)		(7,746,265)		(5,334,287)		(6,717,668)		5,855,350		14,825,357		25,911,968		14,262,859		1,662,530		(2,538,371)		(9,373,668)		(8,325,555)		(11,593,060)		(6,739,264)		(4,574,494)		(1,279,887)		3,986,603		4,569,508		19,918,515		22,111,763		(1,080,723)		4,406,436		(5,893,782)		(6,037,267)		(1,506,591)		(362,958)		(764)		(44,152)				(14,036,091)		(24,119,807)		(10,670,771)		5,986,152		26,975,781		4,583,030		(4,290,629)		(11,493,593)		17,265,740		14,162,768		(28,442,822)		(19,798,220)		46,592,675		13,387,018		(29,292,283)		(12,593,645)		28,474,626		25,437,476		(13,437,640)		(407,874)
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		売上高 ウリアゲ ダカ		26,813,369		32,595,817		30,363,952		13,810,420		13,119,771		11,639,302		13,841,981		13,936,173		17,316,448		14,818,336		15,745,508		16,676,148		31,397,889		38,754,023		39,177,264		28,338,304		31,478,233		29,255,750		38,971,200		45,029,600		43,534,750		41,120,050		41,406,700		42,414,800		57,414,150		77,292,550		74,327,100		45,287,850		49,168,300		47,015,950		55,575,436		72,086,850		72,893,864		74,458,950		72,839,750		68,049,300		90,054,934		81,010,363		85,807,218		50,941,685		49,324,100		56,028,600		63,909,468		65,086,350		62,771,982		65,938,471		59,259,400		215,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				89,773,138		38,569,493		45,094,602		47,239,992		109,329,176		89,072,287		127,535,550		124,941,550		209,033,800		141,472,100		200,556,150		215,348,000		256,872,515		156,294,385		191,767,800		125,412,871		0		0		0		0

		売上原価 ウリアゲゲンカ		2,710,472		2,955,362		3,745,210		2,901,514		2,800,453		2,459,669		3,182,021		3,389,892		2,463,240		3,169,727		3,342,344		3,388,169		3,386,836		4,233,819		4,140,411		5,569,141		5,246,957		3,966,545		3,042,064		3,878,595		4,466,711		3,847,682		3,721,678		3,037,186		3,853,639		3,408,690		3,594,068		5,246,916		3,318,705		3,757,131		3,624,570		3,789,068		3,886,639		5,658,112		5,296,501		6,517,260		4,679,594		5,466,019		5,520,802		5,695,458		4,666,407		4,652,278		5,158,038		4,988,290		5,084,066		5,456,698		5,255,392		2,013,600		330,000		250,000		70,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0				9,411,044		8,161,636		9,035,153		9,900,240		11,761,066		14,782,643		11,387,370		10,606,546		10,856,397		12,322,752		11,300,277		17,471,873		15,666,415		15,014,143		15,230,394		12,725,690		650,000		0		0		0

		粗利 アラリ		24,102,897		29,640,455		26,618,742		10,908,906		10,319,318		9,179,633		10,659,960		10,546,281		14,853,208		11,648,609		12,403,164		13,287,979		28,011,053		34,520,204		35,036,853		22,769,163		26,231,276		25,289,205		35,929,136		41,151,005		39,068,039		37,272,368		37,685,022		39,377,614		53,560,511		73,883,860		70,733,032		40,040,934		45,849,595		43,258,819		51,950,866		68,297,782		69,007,225		68,800,838		67,543,249		61,532,040		85,375,340		75,544,344		80,286,416		45,246,227		44,657,693		51,376,322		58,751,430		60,098,060		57,687,916		60,481,773		54,004,008		(1,798,600)		(330,000)		(250,000)		(70,000)		0		0		0		0		0		0		0		0		0				80,362,094		30,407,857		36,059,449		37,339,752		97,568,110		74,289,644		116,148,180		114,335,004		198,177,403		129,149,348		189,255,873		197,876,127		241,206,100		141,280,242		176,537,406		112,687,181		(650,000)		0		0		0

		販売管理費 ハンバイカンリヒ		15,300,534		14,910,316		16,066,222		12,860,012		11,913,967		12,678,920		12,030,687		9,020,423		12,137,644		8,791,944		10,561,645		13,199,904		14,839,026		19,009,072		18,088,343		15,506,625		19,105,872		20,135,960		17,500,050		25,584,155		22,162,752		17,296,701		22,427,497		21,015,553		26,356,740		26,819,376		36,431,455		29,217,780		24,043,628		23,564,374		23,480,027		29,218,026		36,255,337		35,458,646		34,287,475		37,616,292		34,087,786		41,966,677		45,129,036		31,623,867		27,682,085		34,480,804		36,686,412		40,418,489		40,450,852		43,509,917		36,036,505		13,870,948		1,417,216		(1,872,067)		1,246,002		80,000		50,000		0		0		0		0		0		0		(4,364)				46,277,072		37,452,899		33,188,754		32,553,493		51,936,441		54,748,457		65,246,957		60,739,751		89,607,571		76,825,782		88,953,390		107,362,413		121,183,499		93,786,756		117,555,753		93,417,370		791,151		130,000		0		(4,364)

		　販売費 ハンバイヒ		5,005,643		5,632,148		3,931,197		3,056,497		2,177,933		2,035,088		3,376,914		1,619,105		3,414,982		2,299,716		3,947,845		5,379,958		6,669,500		9,970,320		6,849,109		7,100,998		9,569,869		7,717,909		8,229,557		11,505,211		10,498,063		8,459,498		12,656,109		11,386,145		16,083,987		18,346,406		24,982,892		18,091,366		12,651,064		10,814,024		10,864,418		16,027,804		21,987,069		23,801,935		22,113,825		24,186,689		22,773,182		28,941,044		30,528,092		18,119,462		15,201,463		20,774,866		24,966,347		28,160,804		27,689,146		31,484,203		25,698,124		2,381,860		837,000		675,000		166,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0				14,568,988		7,269,518		8,411,001		11,627,519		23,488,929		24,388,776		30,232,831		32,501,752		59,413,285		41,556,454		48,879,291		70,102,449		82,242,318		54,095,791		80,816,297		59,564,187		1,678,000		0		0		0

		　　広告宣伝費 コウコクセンデンヒ		5,005,643		5,632,148		3,931,197		3,056,497		2,177,933		2,035,088		3,376,914		1,619,105		3,414,982		2,299,716		3,947,845		5,379,958		6,669,500		9,504,049		6,849,109		7,100,998		9,569,869		7,717,909		8,229,557		11,505,211		10,464,729		8,459,498		12,656,109		11,386,145		15,083,987		18,346,406		24,982,892		18,091,366		12,651,064		10,814,024		10,864,418		16,027,804		21,987,069		23,801,935		22,113,825		23,686,689		22,773,182		28,941,044		30,528,092		18,119,462		15,201,463		20,774,866		24,966,347		28,160,804		27,689,146		31,484,203		25,698,124		2,381,860		837,000		675,000		166,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0				14,568,988		7,269,518		8,411,001		11,627,519		23,022,658		24,388,776		30,199,497		32,501,752		58,413,285		41,556,454		48,879,291		69,602,449		82,242,318		54,095,791		80,816,297		59,564,187		1,678,000		0		0		0

		　　その他 タ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		466,271		0		0		0		0		0		0		33,334		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		466,271		0		33,334		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		　人件費 ジンケンヒ		8,529,731		7,491,799		10,496,082		7,548,776		7,442,629		8,560,752		6,584,107		6,408,257		7,351,072		5,945,805		5,927,917		7,007,047		6,590,439		6,776,084		8,772,469		6,687,107		7,864,550		10,088,428		7,508,768		8,234,509		9,352,903		6,756,310		6,601,089		6,909,212		7,371,892		4,999,454		6,838,494		5,789,688		5,830,314		7,761,751		6,472,210		6,592,715		7,469,247		6,270,382		5,846,774		6,891,115		5,639,531		6,597,967		7,646,921		6,187,035		6,058,144		7,264,711		6,042,506		6,156,884		7,009,174		6,112,176		5,770,039		6,793,577		477,062		(2,627,124)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				26,517,612		23,552,157		20,343,436		18,880,769		22,138,992		24,640,085		25,096,180		20,266,611		19,209,840		19,381,753		20,534,172		19,008,271		19,884,419		19,509,890		19,208,564		18,675,792		(2,150,062)		0		0		0

		 　管理費 カンリ ヒ		1,765,160		1,786,369		1,638,943		2,254,739		2,293,405		2,083,080		2,069,666		993,061		1,371,590		546,423		685,883		812,899		1,579,087		2,262,668		2,466,765		1,718,520		1,671,453		2,329,623		1,761,725		5,844,435		2,311,786		2,080,893		3,170,299		2,720,196		2,900,861		3,473,516		4,610,069		5,336,726		5,562,250		4,988,599		6,143,399		6,597,507		6,799,021		5,386,329		6,326,876		6,538,488		5,675,073		6,427,666		6,954,023		7,317,370		6,422,478		6,441,227		5,677,559		6,100,801		5,752,532		5,913,538		4,568,342		4,695,511		103,154		80,057		1,080,002		80,000		50,000		0		0		0		0		0		0		(4,364)				5,190,472		6,631,224		4,434,317		2,045,205		6,308,520		5,719,596		9,917,946		7,971,388		10,984,446		15,887,575		19,539,927		18,251,693		19,056,762		20,181,075		17,530,892		15,177,391		1,263,213		130,000		0		(4,364)

		　　支払手数料		1,575,692		1,582,424		1,412,816		2,084,382		2,162,652		2,048,774		1,960,572		895,966		1,156,664		490,812		571,242		689,806		1,306,391		2,045,640		2,227,021		1,495,292		1,299,184		1,951,052		1,518,482		5,755,771		2,032,709		1,992,410		3,086,699		2,554,822		2,654,675		3,237,496		4,163,390		5,134,142		5,249,446		4,794,245		5,679,732		6,038,737		6,635,759		5,064,465		6,139,376		6,153,468		5,353,280		6,292,460		6,795,794		7,020,528		6,215,678		6,188,776		5,409,040		5,879,325		5,691,718		5,811,497		4,307,681		4,621,607		72,772		50,000		1,050,000		50,000		50,000		0		0		0		0		0		0		0				4,570,932		6,295,808		4,013,202		1,751,860		5,579,052		4,745,528		9,306,962		7,633,931		10,055,561		15,177,833		18,354,228		17,357,309		18,441,534		19,424,982		16,980,083		14,740,785		1,172,772		100,000		0		0

		　　　その他 タ		189,468		203,945		226,127		170,357		130,753		34,306		109,094		97,095		214,926		55,611		114,641		123,093		272,696		217,028		239,744		223,228		372,269		378,571		243,243		88,664		279,077		88,483		83,600		165,374		0		0		0		0		0		0		0		0		0														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				619,540		335,416		421,115		293,345		729,468		974,068		610,984		337,457		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		営業利益 エイギョウリエキ		8,802,363		14,730,139		10,552,520		(1,951,106)		(1,594,649)		(3,499,287)		(1,370,727)		1,525,858		2,715,564		2,856,665		1,841,519		88,075		13,172,027		15,511,132		16,948,510		7,262,538		7,125,404		5,153,245		18,429,086		15,566,850		16,905,287		19,975,667		15,257,525		18,362,061		27,203,771		47,064,484		34,301,577		10,823,154		21,805,967		19,694,445		28,470,839		39,079,756		32,751,888		33,342,192		33,255,774		23,915,748		51,287,554		33,577,667		35,157,380		13,622,360		16,975,608		16,895,518		22,065,018		19,679,571		17,237,064		16,971,856		17,967,503		(15,669,548)		(1,747,216)		1,622,067		(1,316,002)		(80,000)		(50,000)		0		0		0		0		0		0		4,364				34,085,022		(7,045,042)		2,870,695		4,786,259		45,631,669		19,541,187		50,901,223		53,595,253		108,569,832		52,323,566		100,302,483		90,513,714		120,022,601		47,493,486		58,981,653		19,269,811		(1,441,151)		(130,000)		0		4,364
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		売上高 ウリアゲ ダカ		6,999		30,026		41,328		1,117,465		44,087		339,436		1,081,821		1,194,514		2,377,485		2,027,452		3,656,640		3,254,532		2,797,537		4,028,226		4,941,647		6,545,382		6,390,594		7,307,399		11,269,585		10,848,911		14,794,005		7,593,690		7,964,336		7,779,475		5,759,921		8,364,607		10,837,783		6,921,237		6,362,871		8,800,423		10,904,824		6,425,646		9,217,395		11,651,833		11,856,629		11,618,335		11,389,481		11,339,380		11,673,540		10,040,826		8,028,008		8,786,846		8,985,603		7,916,658		8,857,017		9,413,790		8,126,956		9,136,151		9,379,672		10,119,987		10,120,979		7,573,047		8,684,622		8,318,621		8,609,087		8,398,030		8,402,354		9,418,683		7,693,570		8,166,114				78,353		1,500,988		4,653,820		8,938,624		11,767,410		20,243,375		36,912,501		23,337,501		24,962,311		22,084,531		26,547,865		35,126,797		34,402,401		26,855,680		25,759,278		26,676,897		29,620,638		24,576,290		25,409,471		25,278,367

		売上原価 ウリアゲゲンカ		142,116		143,161		167,750		174,903		259,679		541,837		631,720		698,145		1,901,257		648,878		614,621		651,368		478,618		465,889		399,300		429,796		517,545		426,414		650,608		695,356		5,311,448		713,209		731,670		759,798		756,672		787,734		714,078		772,911		1,282,888		997,159		1,010,385		1,028,852		1,073,540		1,433,030		1,260,773		1,087,119		1,003,746		1,002,550		1,040,405		993,750		952,244		1,052,222		1,051,174		1,086,916		1,181,939		1,016,387		1,076,080		1,140,034		1,258,097		1,167,386		1,222,475		1,097,882		1,165,724		1,291,686		1,228,008		1,335,577		1,485,924		1,364,709		1,369,363		1,413,801				453,027		976,419		3,231,122		1,914,867		1,343,807		1,373,755		6,657,412		2,204,677		2,258,484		3,052,958		3,112,777		3,780,922		3,046,701		2,998,216		3,320,029		3,232,501		3,647,958		3,555,292		4,049,509		4,147,873

		粗利 アラリ		(135,117)		(113,135)		(126,422)		942,562		(215,592)		(202,401)		450,101		496,369		476,228		1,378,574		3,042,019		2,603,164		2,318,919		3,562,337		4,542,347		6,115,586		5,873,049		6,880,985		10,618,977		10,153,555		9,482,557		6,880,481		7,232,666		7,019,677		5,003,249		7,576,873		10,123,705		6,148,326		5,079,983		7,803,264		9,894,439		5,396,794		8,143,855		10,218,803		10,595,856		10,531,216		10,385,735		10,336,830		10,633,135		9,047,076		7,075,764		7,734,624		7,934,429		6,829,742		7,675,078		8,397,403		7,050,876		7,996,117		8,121,575		8,952,601		8,898,504		6,475,165		7,518,898		7,026,935		7,381,079		7,062,453		6,916,430		8,053,974		6,324,207		6,752,313				(374,674)		524,569		1,422,698		7,023,757		10,423,603		18,869,620		30,255,089		21,132,824		22,703,827		19,031,573		23,435,088		31,345,875		31,355,700		23,857,464		22,439,249		23,444,396		25,972,680		21,020,998		21,359,962		21,130,494

		販売管理費 ハンバイカンリヒ		7,248,078		9,098,963		10,394,090		7,154,313		10,808,098		7,245,980		7,851,775		6,733,270		11,103,177		7,581,937		9,866,522		9,164,090		7,330,945		8,099,616		10,214,260		9,696,198		10,329,431		12,796,123		10,418,867		11,384,426		13,708,224		11,846,462		14,594,418		18,093,557		10,118,709		12,866,483		15,118,243		12,305,199		12,115,122		11,349,997		9,790,030		12,171,128		11,715,032		10,070,496		12,755,170		13,524,564		10,882,471		11,579,748		14,042,229		11,006,603		10,697,454		13,624,043		12,439,304		12,784,136		14,349,277		11,361,957		11,644,152		13,483,055		14,071,962		16,488,274		16,647,786		13,802,817		13,594,187		15,226,490		11,049,985		9,729,203		12,590,256		9,949,386		9,988,749		10,540,576				26,741,131		25,208,391		25,688,222		26,612,549		25,644,821		32,821,752		35,511,517		44,534,437		38,103,435		35,770,318		33,676,190		36,350,230		36,504,448		35,328,100		39,572,717		36,489,164		47,208,022		42,623,494		33,369,444		30,478,711

		　販売費 ハンバイヒ		12,716		866,213		416,379		292,677		249,562		(7,006)		95,015		147,160		658,944		219,015		552,283		514,943		182,800		70,800		226,300		160,300		416,900		505,066		800,179		670,823		766,903		1,502,545		1,797,064		3,058,919		1,223,298		572,671		734,391		715,865		1,039,584		351,486		429,152		816,341		579,683		361,040		268,695		273,959		243,250		1,152,105		97,617		66,128		86,524		134,068		126,469		65,809		55,812		182,132		253,765		117,651		86,106		80,779		58,177		85,372		65,673		63,659		61,900		73,628		45,968		83,546		0		0				1,295,308		535,233		901,119		1,286,241		479,900		1,082,266		2,237,905		6,358,528		2,530,360		2,106,935		1,825,176		903,694		1,492,972		286,720		248,090		553,548		225,062		214,704		181,496		83,546

		　　広告宣伝費 コウコクセンデンヒ		12,716		49,099		416,379		292,677		249,562		(7,006)		83,542		134,430		658,944		219,015		552,283		514,943		182,800		70,800		226,300		160,300		416,900		496,366		800,179		585,023		766,903		1,487,545		1,609,132		2,371,919		1,223,298		572,671		734,391		715,865		1,039,584		351,486		428,122		816,341		579,683		361,040		268,695		273,959		243,250		152,105		97,617		66,128		86,524		134,068		126,469		65,809		55,812		182,132		253,765		117,651		86,106		80,779		58,177		85,372		65,673		63,659		61,900		73,628		45,968		83,546		0		0				478,194		535,233		876,916		1,286,241		479,900		1,073,566		2,152,105		5,468,596		2,530,360		2,106,935		1,824,146		903,694		492,972		286,720		248,090		553,548		225,062		214,704		181,496		83,546

		　　その他 タ		0		817,114		0		0		0		0		11,473		12,730		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8,700		0		85,800		0		15,000		187,932		687,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				817,114		0		24,203		0		0		8,700		85,800		889,932		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		　人件費 ジンケンヒ		5,207,794		5,249,391		7,643,862		5,180,465		5,592,564		5,397,115		6,102,786		5,505,863		8,561,875		6,587,339		6,545,732		7,332,315		6,417,523		6,774,118		8,610,792		6,858,634		7,759,788		10,219,599		7,478,804		8,321,093		9,283,661		8,498,298		9,064,408		10,419,503		7,254,927		10,225,135		11,427,209		9,268,167		8,421,691		8,760,991		7,255,219		9,692,235		9,311,743		7,678,010		9,155,184		10,425,260		7,783,442		7,491,475		9,339,887		8,203,226		7,919,410		10,361,209		8,563,423		9,401,813		10,821,445		8,696,164		9,112,496		10,522,663		10,985,848		12,686,268		13,518,850		11,562,847		11,334,321		12,938,443		8,617,610		7,471,535		10,559,606		7,944,347		8,211,770		8,823,649				18,101,047		16,170,144		20,170,524		20,465,386		21,802,433		24,838,021		25,083,558		27,982,209		28,907,271		26,450,849		26,259,197		27,258,454		24,614,804		26,483,845		28,786,681		28,331,323		37,190,966		35,835,611		26,648,751		24,979,766

		 　管理費 カンリ ヒ		2,027,568		2,983,359		2,333,849		1,681,171		4,965,972		1,855,871		1,653,974		1,080,247		1,882,358		775,583		2,768,507		1,316,832		730,622		1,254,698		1,377,168		2,677,264		2,152,743		2,071,458		2,139,884		2,392,510		3,657,660		1,845,619		3,732,946		4,615,135		1,640,484		2,068,677		2,956,643		2,321,167		2,653,847		2,237,520		2,105,659		1,662,552		1,823,606		2,031,446		3,331,291		2,825,345		2,855,779		2,936,168		4,604,725		2,737,249		2,691,520		3,128,766		3,749,412		3,316,514		3,472,020		2,483,661		2,277,891		2,842,741		3,000,008		3,721,227		3,070,759		2,154,598		2,194,193		2,224,388		2,370,475		2,184,040		1,984,682		1,921,493		1,776,979		1,716,927				7,344,776		8,503,014		4,616,579		4,860,922		3,362,488		6,901,465		8,190,054		10,193,700		6,665,804		7,212,534		5,591,817		8,188,082		10,396,672		8,557,535		10,537,946		7,604,293		9,791,994		6,573,179		6,539,197		5,415,399

		　　支払手数料		2,015,474		2,512,096		2,167,709		1,598,419		4,803,379		1,586,085		1,478,320		990,042		1,648,950		672,104		2,533,588		1,213,251		642,231		1,178,115		1,303,214		2,625,783		1,911,952		1,974,746		2,053,656		2,317,764		3,425,699		1,754,185		3,653,275		3,540,044		1,434,006		2,019,898		2,344,896		1,828,248		2,553,423		2,017,390		2,015,357		1,412,657		1,737,856		1,933,942		3,208,245		2,748,007		2,731,513		2,800,355		4,344,398		2,600,143		2,553,119		2,606,823		3,579,395		2,997,283		3,341,561		2,358,964		2,054,661		2,622,678		2,679,252		2,694,264		2,788,901		1,987,081		1,925,014		1,908,253		1,865,633		1,986,283		1,761,090		1,566,083		1,568,524		1,562,515				6,695,279		7,987,883		4,117,312		4,418,943		3,123,560		6,512,481		7,797,119		8,947,504		5,798,800		6,399,061		5,165,870		7,890,194		9,876,266		7,760,085		9,918,239		7,036,303		8,162,417		5,820,348		5,613,006		4,697,122

		　　　その他 タ		12,094		471,263		166,140		82,752		162,593		269,786		175,654		90,205		233,408		103,479		234,919		103,581		88,391		76,583		73,954		51,481		240,791		96,712		86,228		74,746		231,961		91,434		79,671		1,075,091		0		0		0		0		0		0		0		0		0														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				649,497		515,131		499,267		441,979		238,928		388,984		392,935		1,246,196		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		営業利益 エイギョウリエキ		(7,383,195)		(9,212,098)		(10,520,512)		(6,211,751)		(11,023,690)		(7,448,381)		(7,401,674)		(6,236,901)		(10,626,949)		(6,203,363)		(6,824,503)		(6,560,926)		(5,012,026)		(4,537,279)		(5,671,913)		(3,580,612)		(4,456,382)		(5,915,138)		200,110		(1,230,871)		(4,225,667)		(4,965,981)		(7,361,752)		(11,073,880)		(5,115,460)		(5,289,610)		(4,994,538)		(6,156,873)		(7,035,139)		(3,546,733)		104,409		(6,774,334)		(3,571,177)		148,307		(2,159,314)		(2,993,348)		(496,736)		(1,242,918)		(3,409,094)		(1,959,527)		(3,621,690)		(5,889,419)		(4,504,875)		(5,954,394)		(6,674,199)		(2,964,554)		(4,593,276)		(5,486,938)		(5,950,387)		(7,535,673)		(7,749,282)		(7,327,652)		(6,075,289)		(8,199,555)		(3,668,906)		(2,666,750)		(5,673,826)		(1,895,412)		(3,664,542)		(3,788,263)				(27,115,805)		(24,683,822)		(24,265,524)		(19,588,792)		(15,221,218)		(13,952,132)		(5,256,428)		(23,401,613)		(15,399,608)		(16,738,745)		(10,241,102)		(5,004,355)		(5,148,748)		(11,470,636)		(17,133,468)		(13,044,768)		(21,235,342)		(21,602,496)		(12,009,482)		(9,348,217)
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		売上高 ウリアゲ ダカ		0		0		0		0		0		2,000,000		2,460,000		5,200,000		6,300,000		6,060,000		6,209,277		2,700,000		9,380,000		9,900,000		5,700,000		14,000,000		9,180,000		5,800,000		10,200,000		13,200,000		4,110,000		11,700,000		14,450,000		10,250,000		26,000,000		16,100,000		17,300,000		19,400,000		8,750,000		16,700,000		27,500,000		12,700,000		31,400,000		23,800,000		36,300,000		19,100,000		25,900,000		18,001,430		28,300,000		38,600,000		35,000,000		14,100,000		27,000,940		12,000,000		19,600,000		15,096,364		21,696,364		13,996,364		17,500,000		12,700,000		18,500,000		19,400,000		17,900,000		21,400,000		12,400,000		21,900,000		13,500,000		13,450,000		14,700,000		13,900,000				0		2,000,000		13,960,000		14,969,277		24,980,000		28,980,000		27,510,000		36,400,000		59,400,000		44,850,000		71,600,000		79,200,000		72,201,430		87,700,000		58,600,940		50,789,092		48,700,000		58,700,000		47,800,000		42,050,000

		売上原価 ウリアゲゲンカ		0		0		0		214,924		214,924		684,184		648,762		673,641		761,904		620,680		587,929		598,207		539,070		556,184		601,415		645,238		675,740		649,547		608,501		686,496		707,060		665,558		603,296		582,821		632,277		666,052		711,337		669,430		675,080		709,435		719,631		724,105		784,599		751,137		731,737		778,439		498,269		493,462		502,206		494,580		487,732		484,534		480,287		492,967		501,637		489,639		490,962		501,570		540,551		548,589		577,997		535,969		568,852		606,937		578,946		540,107		664,493		331,357		338,725		362,307				0		1,114,032		2,084,307		1,806,816		1,696,669		1,970,525		2,002,057		1,851,675		2,009,666		2,053,945		2,228,335		2,261,313		1,493,937		1,466,846		1,474,891		1,482,171		1,667,137		1,711,758		1,783,546		1,032,389

		粗利 アラリ		0		0		0		(214,924)		(214,924)		1,315,816		1,811,238		4,526,359		5,538,096		5,439,320		5,621,348		2,101,793		8,840,930		9,343,816		5,098,585		13,354,762		8,504,260		5,150,453		9,591,499		12,513,504		3,402,940		11,034,442		13,846,704		9,667,179		25,367,723		15,433,948		16,588,663		18,730,570		8,074,920		15,990,565		26,780,369		11,975,895		30,615,401		23,048,863		35,568,263		18,321,561		25,401,731		17,507,968		27,797,794		38,105,420		34,512,268		13,615,466		26,520,653		11,507,033		19,098,363		14,606,725		21,205,402		13,494,794		16,959,449		12,151,411		17,922,003		18,864,031		17,331,148		20,793,063		11,821,054		21,359,893		12,835,507		13,118,643		14,361,275		13,537,693				0		885,968		11,875,693		13,162,461		23,283,331		27,009,475		25,507,943		34,548,325		57,390,334		42,796,055		69,371,665		76,938,687		70,707,493		86,233,154		57,126,049		49,306,921		47,032,863		56,988,242		46,016,454		41,017,611

		販売管理費 ハンバイカンリヒ		1,686		(24,066)		2,944,570		1,537,541		3,943,146		6,237,271		4,170,107		4,581,016		7,750,488		3,416,338		3,987,225		6,995,706		5,731,335		5,379,821		8,522,144		6,830,128		5,636,944		11,544,001		9,250,974		10,056,466		11,289,577		9,623,666		11,506,296		10,974,291		9,878,033		11,795,959		12,947,679		10,521,876		11,102,821		12,540,494		11,289,367		10,261,420		14,509,982		12,880,907		10,895,056		12,983,794		13,377,580		10,234,069		13,887,553		13,587,704		13,544,120		14,140,424		14,112,524		12,791,054		16,658,829		13,658,789		14,730,703		15,561,377		14,136,803		12,262,407		16,461,237		12,448,077		11,708,253		15,033,371		12,572,369		12,185,214		14,743,571		13,672,034		12,803,829		13,041,635				2,922,190		11,717,958		16,501,611		14,399,269		19,633,300		24,011,073		30,597,017		32,104,253		34,621,671		34,165,191		36,060,769		36,759,757		37,499,202		41,272,248		43,562,407		43,950,869		42,860,447		39,189,701		39,501,154		39,517,498

		　販売費 ハンバイヒ		100,026		140,507		1,387,061		45,057		797,427		1,950,154		678,676		366,718		4,009,673		382,481		104,116		1,798,504		2,045,680		879,437		3,505,331		3,126,265		783,835		4,917,874		4,161,749		4,064,798		5,013,281		4,336,974		5,724,164		4,290,704		3,735,511		5,329,421		4,836,458		4,007,887		4,477,572		4,560,910		5,707,141		4,225,270		7,783,382		7,476,805		5,038,706		5,486,142		7,248,273		4,106,542		6,843,439		7,054,592		7,008,072		5,739,597		6,688,394		5,464,754		5,770,002		5,174,475		6,186,141		4,833,572		3,974,149		3,293,536		4,616,310		3,043,758		2,716,733		2,186,113		2,886,112		2,769,555		3,153,285		3,905,317		2,599,164		1,783,133				1,627,594		2,792,638		5,055,067		2,285,101		6,430,448		8,827,974		13,239,828		14,351,842		13,901,390		13,046,369		17,715,793		18,001,653		18,198,254		19,802,261		17,923,150		16,194,188		11,883,995		7,946,604		8,808,952		8,287,614

		　　広告宣伝費 コウコクセンデンヒ		100,026		104,351		1,309,610		45,057		797,427		1,950,154		678,676		366,718		4,009,673		382,481		3,900		1,798,504		2,045,680		879,437		3,431,256		3,126,265		783,835		4,917,874		3,999,749		4,064,798		5,013,281		4,336,974		5,724,164		4,290,704		3,735,511		5,329,421		4,836,458		4,007,887		4,477,572		4,560,910		5,707,141		4,174,751		7,783,382		7,476,805		5,038,706		5,486,142		7,248,273		3,941,542		6,575,142		6,741,814		6,978,072		5,682,800		6,569,875		5,404,754		5,712,964		5,049,156		6,148,368		4,833,572		3,974,149		3,293,536		4,616,310		3,043,758		2,716,733		2,186,113		2,886,112		2,769,555		3,153,285		3,905,317		2,599,164		1,783,133				1,513,987		2,792,638		5,055,067		2,184,885		6,356,373		8,827,974		13,077,828		14,351,842		13,901,390		13,046,369		17,665,274		18,001,653		17,764,957		19,402,686		17,687,593		16,031,096		11,883,995		7,946,604		8,808,952		8,287,614

		　　その他 タ		0		36,156		77,451		0		0		0		0		0		0		0		100,216		0		0		0		74,075		0		0		0		162,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				113,607		0		0		100,216		74,075		0		162,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		　人件費 ジンケンヒ		181,851		168,225		1,896,945		1,651,889		3,136,895		4,197,366		3,394,731		4,135,264		3,586,387		2,973,150		3,678,367		4,955,691		3,522,457		4,290,315		4,887,428		3,601,506		4,679,783		6,476,834		5,047,854		5,861,498		6,008,944		5,112,748		5,691,673		6,638,254		6,073,687		6,443,870		8,018,859		6,427,335		6,432,022		7,818,394		5,533,405		5,930,076		6,624,191		5,309,604		5,779,276		7,303,504		5,961,932		5,866,026		6,802,085		5,558,193		5,880,006		7,334,342		6,439,998		5,720,701		7,568,575		5,764,866		6,923,900		8,790,414		7,109,050		6,524,729		9,115,841		7,143,164		7,626,578		9,329,735		7,149,258		7,036,089		9,216,281		7,471,488		7,496,881		8,501,905				2,247,021		8,986,150		11,116,382		11,607,208		12,700,200		14,758,123		16,918,296		17,442,675		20,536,416		20,677,751		18,087,672		18,392,384		18,630,043		18,772,541		19,729,274		21,479,180		22,749,620		24,099,477		23,401,628		23,470,274

		 　管理費 カンリ ヒ		(280,191)		(332,798)		(339,436)		(159,405)		8,824		89,751		96,700		79,034		154,428		60,707		204,742		241,511		163,198		210,069		129,385		102,357		173,326		149,293		41,371		130,170		267,352		173,944		90,459		45,333		68,835		22,668		92,362		86,654		193,227		161,190		48,821		106,074		102,409		94,498		77,074		194,148		167,375		261,501		242,029		974,919		656,042		1,066,485		984,132		1,605,599		3,320,252		2,719,448		1,620,662		1,937,391		3,053,604		2,444,142		2,729,086		2,261,155		1,364,942		3,517,523		2,536,999		2,379,570		2,374,005		2,295,229		2,707,784		2,756,597				(952,425)		(60,830)		330,162		506,960		502,652		424,976		438,893		309,736		183,865		441,071		257,304		365,720		670,905		2,697,446		5,909,983		6,277,501		8,226,832		7,143,620		7,290,574		7,759,610

		　　支払手数料		0		8,300		0		2,675		1,975		41,434		82,867		65,485		86,874		7,631		0		184,132		98,102		141,208		95,650		56,320		114,716		77,211		6,441		24,593		74,970		117,783		30,865		31,962		18,699		13,899		36,678		29,044		25,901		102,489		35,143		35,188		16,006		23,701		24,533		109,744		96,794		112,140		172,570		544,212		626,893		824,606		707,277		1,500,271		3,224,625		2,624,155		1,494,264		1,797,918		2,979,885		2,400,181		2,724,397		2,255,575		1,360,762		3,461,294		2,388,936		2,370,208		2,372,094		2,292,152		2,620,293		2,728,462				8,300		46,084		235,226		191,763		334,960		248,247		106,004		180,610		69,276		157,434		86,337		157,978		381,504		1,995,711		5,432,173		5,916,337		8,104,463		7,077,631		7,131,238		7,640,907

		　　　その他 タ		(280,191)		(341,098)		(339,436)		(162,080)		6,849		48,317		13,833		13,549		67,554		53,076		204,742		57,379		65,096		68,861		33,735		46,037		58,610		72,082		34,930		105,577		192,382		56,161		59,594		13,371		0		0		0		0		0		0		0		0		0														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				(960,725)		(106,914)		94,936		315,197		167,692		176,729		332,889		129,126		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		営業利益 エイギョウリエキ		(1,686)		24,066		(2,944,570)		(1,752,465)		(4,158,070)		(4,921,455)		(2,358,869)		(54,657)		(2,212,392)		2,022,982		1,634,123		(4,893,913)		3,109,595		3,963,995		(3,423,559)		6,524,634		2,867,316		(6,393,548)		340,525		2,457,038		(7,886,637)		1,410,776		2,340,408		(1,307,112)		15,489,690		3,637,989		3,640,984		8,208,694		(3,027,901)		3,450,071		15,491,002		1,714,475		16,105,419		10,167,956		24,673,207		5,337,767		12,024,151		7,273,899		13,910,241		24,517,716		20,968,148		(524,958)		12,408,129		(1,284,021)		2,439,534		947,936		6,474,699		(2,066,583)		2,822,646		(110,996)		1,460,766		6,415,954		5,622,895		5,759,692		(751,315)		9,174,679		(1,908,064)		(553,391)		1,557,446		496,058				(2,922,190)		(10,831,990)		(4,625,918)		(1,236,808)		3,650,031		2,998,402		(5,089,074)		2,444,072		22,768,663		8,630,864		33,310,896		40,178,930		33,208,291		44,960,906		13,563,642		5,356,052		4,172,416		17,798,541		6,515,300		1,500,113
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		1980500		201601		201602		201603		201604		201605		201606		201607		201608		201609		201610		201611		201612		201701		201702		201703		201704		201705		201706		201707		201708		201709		201710		201711		201712		201801		201802		201803		201804		201805		201806		201807		201808		201809		201810		201811		201812		201901		201902		201903		201904		201905		201906		201907		201908		201909		201910		201911		201912		202001		202002		202003		202004		202005		202006		202007		202008		202009		202010		202011		202012				1Q16		2Q16		3Q16		4Q16		1Q17		2Q17		3Q17		4Q17		1Q18		2Q18		3Q18		4Q18		1Q19		2Q19		3Q19		4Q19		1Q20		2Q20		3Q20		4Q20

		売上高 ウリアゲ ダカ		0		28,882		427,783		73,663		55,176		451,356		36,206		49,000		337,825		200,000		269,868		430,043		315,435		473,834		485,249		383,740		409,144		1,858,764		786,323		1,116,913		1,206,978		1,412,660		1,028,715		215,752		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				456,665		580,195		423,031		899,911		1,274,518		2,651,648		3,110,214		2,657,127		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		売上原価 ウリアゲゲンカ		27,755		27,729		27,478		26,282		27,563		122,115		113,739		134,625		179,380		142,316		69,182		269,501		198,436		175,316		188,291		197,505		202,379		194,276		186,210		208,227		216,563		206,516		197,975		187,653		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				82,962		175,960		427,744		480,999		562,043		594,160		611,000		592,144		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		粗利 アラリ		(27,755)		1,153		400,305		47,381		27,613		329,241		(77,533)		(85,625)		158,445		57,684		200,686		160,542		116,999		298,518		296,958		186,235		206,765		1,664,488		600,113		908,686		990,415		1,206,144		830,740		28,099		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				373,703		404,235		(4,713)		418,912		712,475		2,057,488		2,499,214		2,064,983		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		販売管理費 ハンバイカンリヒ		4,002,914		4,272,597		5,547,938		4,566,341		4,031,782		4,382,015		3,855,136		4,152,702		4,645,393		4,004,734		3,543,243		4,482,819		3,063,331		3,353,692		3,843,461		3,015,273		4,064,772		4,036,699		3,374,019		3,504,519		3,825,752		3,393,523		3,048,883		730,280		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				13,823,449		12,980,138		12,653,231		12,030,796		10,260,484		11,116,744		10,704,290		7,172,686		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		　販売費 ハンバイヒ		246,669		231,999		402,465		617,259		236,358		201,246		212,418		226,060		194,810		77,050		42,256		247,397		52,550		54,959		118,654		53,400		59,689		101,045		383,483		372,356		315,721		402,718		445,034		66,277		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				881,133		1,054,863		633,288		366,703		226,163		214,134		1,071,560		914,029		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		　　広告宣伝費 コウコクセンデンヒ		246,669		231,999		379,465		616,259		223,358		201,246		212,418		226,060		194,810		77,050		42,256		247,397		52,550		54,959		103,654		53,400		59,689		101,045		383,483		372,356		315,721		402,718		445,034		66,277		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				858,133		1,040,863		633,288		366,703		211,163		214,134		1,071,560		914,029		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		　　その他 タ		0		0		23,000		1,000		13,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		15,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				23,000		14,000		0		0		15,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		　人件費 ジンケンヒ		3,413,482		3,772,506		4,817,010		3,699,533		3,604,730		3,966,882		3,542,584		3,818,480		4,301,075		3,804,220		3,342,905		3,897,132		2,955,155		3,215,794		3,677,089		2,915,887		2,945,825		3,678,204		2,941,548		3,103,119		3,434,752		2,950,973		2,420,525		619,191		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				12,002,998		11,271,145		11,662,139		11,044,257		9,848,038		9,539,916		9,479,419		5,990,689		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		 　管理費 カンリ ヒ		342,763		268,092		328,463		249,549		190,694		213,887		100,134		108,162		149,508		123,464		158,082		338,290		55,626		82,939		47,718		45,986		1,059,258		257,450		48,988		29,044		75,279		39,832		183,324		44,812		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				939,318		654,130		357,804		619,836		186,283		1,362,694		153,311		267,968		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		　　支払手数料		340,599		241,556		267,717		218,820		188,874		122,603		98,603		105,733		148,369		122,533		157,524		334,980		52,949		81,663		47,016		42,057		1,057,849		255,817		40,540		27,798		74,412		39,442		181,393		40,909		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				849,872		530,297		352,705		615,037		181,628		1,355,723		142,750		261,744		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		　　　その他 タ		2,164		26,536		60,746		30,729		1,820		91,284		1,531		2,429		1,139		931		558		3,310		2,677		1,276		702		3,929		1,409		1,633		8,448		1,246		867		390		1,931		3,903		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				89,446		123,833		5,099		4,799		4,655		6,971		10,561		6,224		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		営業利益 エイギョウリエキ		(4,030,669)		(4,271,444)		(5,147,633)		(4,518,960)		(4,004,169)		(4,052,774)		(3,932,669)		(4,238,327)		(4,486,948)		(3,947,050)		(3,342,557)		(4,322,277)		(2,946,332)		(3,055,174)		(3,546,503)		(2,829,038)		(3,858,007)		(2,372,211)		(2,773,906)		(2,595,833)		(2,835,337)		(2,187,379)		(2,218,143)		(702,181)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				(13,449,746)		(12,575,903)		(12,657,944)		(11,611,884)		(9,548,009)		(9,059,256)		(8,205,076)		(5,107,703)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



		◆新規事業（CN含む） シンキジギョウ フク

		1980900		201601		201602		201603		201604		201605		201606		201607		201608		201609		201610		201611		201612		201701		201702		201703		201704		201705		201706		201707		201708		201709		201710		201711		201712		201801		201802		201803		201804		201805		201806		201807		201808		201809		201810		201811		201812		201901		201902		201903		201904		201905		201906		201907		201908		201909		201910		201911		201912		202001		202002		202003		202004		202005		202006		202007		202008		202009		202010		202011		202012				1Q16		2Q16		3Q16		4Q16		1Q17		2Q17		3Q17		4Q17		1Q18		2Q18		3Q18		4Q18		1Q19		2Q19		3Q19		4Q19		1Q20		2Q20		3Q20		4Q20

		売上高 ウリアゲ ダカ																																																		140,171		114,902		302,354		152,520		128,085		2,069,727		71,366		31,160		29,903		30,052		31,857		629,914		27,001		451,747		19,406		22,269		25,150		29,635		22,585		18,827		17,391		15,774		15,880		12,580		995		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		557,427		2,350,332		132,429		691,823		498,154		77,054		58,803		44,234		995		0		0		0

		売上原価 ウリアゲゲンカ																																																		103,332		100,925		98,671		99,938		96,658		3,518		2,836		2,460		44,868		1,683		1,676		45,921		105,718		152,135		217,224		299,504		237,273		256,979		195,786		221,586		244,834		221,092		222,407		244,565		289,445		297,682		298,015		176,346		209,969		254,136		240,213		199,553		297,336		293,050		335,561		398,942				0		0		0		0		0		0		0		0		302,928		200,114		50,164		49,280		475,077		793,756		662,206		688,064		885,142		640,451		737,102		1,027,553

		粗利 アラリ																																																		36,839		13,977		203,683		52,582		31,427		2,066,209		68,530		28,700		(14,965)		28,369		30,181		583,993		(78,717)		299,612		(197,818)		(277,235)		(212,123)		(227,344)		(173,201)		(202,759)		(227,443)		(205,318)		(206,527)		(231,985)		(288,450)		(297,682)		(298,015)		(176,346)		(209,969)		(254,136)		(240,213)		(199,553)		(297,336)		(293,050)		(335,561)		(398,942)				0		0		0		0		0		0		0		0		254,499		2,150,218		82,265		642,543		23,077		(716,702)		(603,403)		(643,830)		(884,147)		(640,451)		(737,102)		(1,027,553)

		販売管理費 ハンバイカンリヒ																																																		5,189,262		6,526,864		5,827,481		3,682,660		4,436,925		5,438,395		8,017,448		4,371,416		4,180,713		3,411,435		3,823,536		4,881,599		3,921,671		3,518,234		4,168,507		3,336,880		3,370,838		3,989,411		2,634,387		(1,105,044)		370,721		3,068,144		2,580,066		4,108,475		4,724,493		6,819,635		6,861,195		5,369,767		5,838,503		8,024,891		11,873,586		14,725,063		19,170,136		15,714,920		14,213,171		19,699,957				0		0		0		0		0		0		0		0		17,543,607		13,557,980		16,569,577		12,116,570		11,608,412		10,697,129		1,900,064		9,756,685		18,405,323		19,233,161		45,768,785		49,628,048

		　販売費 ハンバイヒ																																																		1,778		9,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		62,728		230,700		832,405		953,175		0		1,194,424		342,894		185,576		1,318,207				0		0		0		0		0		0		0		0		10,778		0		0		0		0		0		0		0		0		1,125,833		2,147,599		1,846,677

		　　広告宣伝費 コウコクセンデンヒ																																																		1,778		9,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		62,728		230,700		832,405		953,175		0		1,194,424		342,894		185,576		1,318,207				0		0		0		0		0		0		0		0		10,778		0		0		0		0		0		0		0		0		1,125,833		2,147,599		1,846,677

		　　その他 タ																																																		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		　人件費 ジンケンヒ																																																		5,036,280		6,460,036		5,484,835		3,412,471		3,898,889		5,096,948		4,533,890		4,051,343		3,971,710		3,198,069		3,230,235		4,024,627		3,097,641		2,643,618		3,320,872		2,564,155		2,561,044		3,189,915		2,624,273		(1,111,539)		163,753		1,842,531		2,207,400		3,939,050		4,154,902		6,324,807		6,400,818		4,991,261		5,259,153		6,514,650		10,503,650		14,113,683		16,320,081		12,919,409		12,589,799		16,569,995				0		0		0		0		0		0		0		0		16,981,151		12,408,308		12,556,943		10,452,931		9,062,131		8,315,114		1,676,487		7,988,981		16,880,527		16,765,064		40,937,414		42,079,203

		 　管理費 カンリ ヒ																																																		151,204		57,828		342,646		270,189		538,036		341,447		3,483,558		320,073		209,003		213,366		593,301		856,972		824,030		874,616		847,635		772,725		809,794		799,496		10,114		6,495		206,968		1,225,613		372,666		169,425		569,591		494,828		460,377		315,778		348,650		677,836		416,761		611,380		1,655,631		2,452,617		1,437,796		1,811,755				0		0		0		0		0		0		0		0		551,678		1,149,672		4,012,634		1,663,639		2,546,281		2,382,015		223,577		1,767,704		1,524,796		1,342,264		2,683,772		5,702,168

		　　支払手数料																																																		22,648		36,433		204,789		176,187		385,443		166,498		3,452,988		248,099		199,363		209,467		587,778		813,855		797,025		857,322		845,361		770,711		796,656		797,480		8,049		4,470		204,519		1,216,284		360,939		125,145		173,882		435,803		376,410		193,919		318,430		542,110		302,330		369,166		1,531,258		2,205,015		1,327,723		1,633,317				0		0		0		0		0		0		0		0		263,870		728,128		3,900,450		1,611,100		2,499,708		2,364,847		217,038		1,702,368		986,095		1,054,459		2,202,754		5,166,055

		　　　その他 タ																																																		0		0		0		0		0		0		0		0		0														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		営業利益 エイギョウリエキ																																																		(5,152,423)		(6,512,887)		(5,623,798)		(3,630,078)		(4,405,498)		(3,372,186)		(7,948,918)		(4,342,716)		(4,195,678)		(3,383,066)		(3,793,355)		(4,297,606)		(4,000,388)		(3,218,622)		(4,366,325)		(3,614,115)		(3,582,961)		(4,216,755)		(2,807,588)		902,285		(598,164)		(3,273,462)		(2,786,593)		(4,340,460)		(5,012,943)		(7,117,317)		(7,159,210)		(5,546,113)		(6,048,472)		(8,279,027)		(12,113,799)		(14,924,616)		(19,467,472)		(16,007,970)		(14,548,732)		(20,098,899)				0		0		0		0		0		0		0		0		(17,289,108)		(11,407,762)		(16,487,312)		(11,474,027)		(11,585,335)		(11,413,831)		(2,503,467)		(10,400,515)		(19,289,470)		(19,873,612)		(46,505,887)		(50,655,601)



		◆IM

		1980400		201601		201602		201603		201604		201605		201606		201607		201608		201609		201610		201611		201612		201701		201702		201703		201704		201705		201706		201707		201708		201709		201710		201711		201712		201801		201802		201803		201804		201805		201806		201807		201808		201809		201810		201811		201812		201901		201902		201903		201904		201905		201906		201907		201908		201909		201910		201911		201912		202001		202002		202003		202004		202005		202006		202007		202008		202009		202010		202011		202012				1Q16		2Q16		3Q16		4Q16		1Q17		2Q17		3Q17		4Q17		1Q18		2Q18		3Q18		4Q18		1Q19		2Q19		3Q19		4Q19		1Q20		2Q20		3Q20		4Q20

		売上高 ウリアゲ ダカ		5,746,360		6,486,516		7,026,378		7,626,300		9,005,301		6,992,215		9,474,452		11,092,281		10,485,096		10,766,476		9,104,129		11,250,489		9,786,228		11,401,026		12,950,912		13,616,493		13,785,367		12,235,500		12,401,220		13,199,202		12,127,566		12,656,308		12,328,231		11,320,824		25,373,592		13,040,276		11,896,772		12,598,410		12,191,214		12,164,626		11,490,916		10,676,726		12,755,365		16,507,915		0		0		(1,000)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				19,259,254		23,623,816		31,051,829		31,121,094		34,138,166		39,637,360		37,727,988		36,305,363		50,310,640		36,954,250		34,923,007		16,507,915		(1,000)		0		0		0		0		0		0		0

		売上原価 ウリアゲゲンカ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		粗利 アラリ		5,746,360		6,486,516		7,026,378		7,626,300		9,005,301		6,992,215		9,474,452		11,092,281		10,485,096		10,766,476		9,104,129		11,250,489		9,786,228		11,401,026		12,950,912		13,616,493		13,785,367		12,235,500		12,401,220		13,199,202		12,127,566		12,656,308		12,328,231		11,320,824		25,373,592		13,040,276		11,896,772		12,598,410		12,191,214		12,164,626		11,490,916		10,676,726		12,755,365		16,507,915		0		0		(1,000)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				19,259,254		23,623,816		31,051,829		31,121,094		34,138,166		39,637,360		37,727,988		36,305,363		50,310,640		36,954,250		34,923,007		16,507,915		(1,000)		0		0		0		0		0		0		0

		販売管理費 ハンバイカンリヒ		6,892,206		6,662,568		6,929,591		9,963,541		6,886,717		10,173,598		10,123,484		10,258,408		10,209,108		9,598,309		9,427,868		11,982,981		8,121,884		8,525,586		10,684,330		10,703,454		10,611,194		11,720,439		11,862,476		12,436,464		12,205,312		11,955,024		11,574,587		13,740,702		11,228,933		11,434,718		11,522,539		11,627,085		12,226,236		11,728,885		13,814,834		12,051,842		12,646,090		15,275,702		202,580		(2,228,009)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				20,484,365		27,023,856		30,591,000		31,009,158		27,331,800		33,035,087		36,504,252		37,270,313		34,186,190		35,582,206		38,512,766		13,250,273		0		0		0		0		0		0		0		0

		　販売費 ハンバイヒ		27,780		62,038		38,890		1,503,293		2,149,871		3,894,644		3,454,856		3,464,648		3,571,033		3,762,892		3,748,831		2,835,119		3,364,671		2,741,101		3,212,972		2,550,017		2,079,728		2,725,597		2,190,500		3,027,290		2,833,470		2,696,814		2,394,287		2,094,101		2,345,358		2,075,120		956,372		1,253,188		1,400,666		986,538		1,167,099		803,431		1,216,572		948,848		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				128,708		7,547,808		10,490,537		10,346,842		9,318,744		7,355,342		8,051,260		7,185,202		5,376,850		3,640,392		3,187,102		948,848		0		0		0		0		0		0		0		0

		　　広告宣伝費 コウコクセンデンヒ		27,780		62,038		38,890		1,503,293		2,149,871		3,894,644		3,454,856		3,464,648		3,571,033		3,762,892		3,748,831		2,835,119		3,364,671		2,741,101		3,212,972		2,550,017		2,079,728		2,725,597		2,190,500		3,027,290		2,833,470		2,696,814		2,394,287		2,094,101		2,345,358		2,075,120		956,372		1,253,188		1,400,666		986,538		1,167,099		803,431		1,216,572		948,848		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				128,708		7,547,808		10,490,537		10,346,842		9,318,744		7,355,342		8,051,260		7,185,202		5,376,850		3,640,392		3,187,102		948,848		0		0		0		0		0		0		0		0

		　　その他 タ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		　人件費 ジンケンヒ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		 　管理費 カンリ ヒ		6,864,426		6,600,530		6,890,701		8,460,248		4,736,846		6,278,954		6,668,628		6,793,760		6,638,075		5,835,417		5,679,037		9,147,862		4,757,213		5,784,485		7,471,358		8,153,437		8,531,466		8,994,842		9,671,976		9,409,174		9,371,842		9,258,210		9,180,300		11,646,601		8,883,575		9,359,598		10,566,167		10,373,897		10,825,570		10,742,347		12,647,735		11,248,411		11,429,518		14,326,854		202,580		(2,228,009)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				20,355,657		19,476,048		20,100,463		20,662,316		18,013,056		25,679,745		28,452,992		30,085,111		28,809,340		31,941,814		35,325,664		12,301,425		0		0		0		0		0		0		0		0

		　　支払手数料		6,864,426		6,600,530		6,890,701		8,460,248		4,736,846		6,278,954		6,668,628		6,793,760		6,638,075		5,835,417		5,679,037		9,147,862		4,757,213		5,784,485		7,471,358		8,153,437		8,531,466		8,994,842		9,671,976		9,409,174		9,371,842		9,258,210		9,180,300		11,646,601		8,883,575		9,359,598		10,566,167		10,373,897		10,825,570		10,742,347		12,647,735		11,248,411		11,429,518		14,326,854		202,580		(2,228,009)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				20,355,657		19,476,048		20,100,463		20,662,316		18,013,056		25,679,745		28,452,992		30,085,111		28,809,340		31,941,814		35,325,664		12,301,425		0		0		0		0		0		0		0		0

		　　　その他 タ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		営業利益 エイギョウリエキ		(1,145,846)		(176,052)		96,787		(2,337,241)		2,118,584		(3,181,383)		(649,032)		833,873		275,988		1,168,167		(323,739)		(732,492)		1,664,344		2,875,440		2,266,582		2,913,039		3,174,173		515,061		538,744		762,738		(77,746)		701,284		753,644		(2,419,878)		14,144,659		1,605,558		374,233		971,325		(35,022)		435,741		(2,323,918)		(1,375,116)		109,275		1,232,213		(202,580)		2,228,009		(1,000)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				(1,225,111)		(3,400,040)		460,829		111,936		6,806,366		6,602,273		1,223,736		(964,950)		16,124,450		1,372,044		(3,589,759)		3,257,642		(1,000)		0		0		0		0		0		0		0



		◆Corp

				201601		201602		201603		201604		201605		201606		201607		201608		201609		201610		201611		201612		201701		201702		201703		201704		201705		201706		201707		201708		201709		201710		201711		201712		201801		201802		201803		201804		201805		201806		201807		201808		201809		201810		201811		201812		201901		201902		201903		201904		201905		201906		201907		201908		201909		201910		201911		201912		202001		202002		202003		202004		202005		202006		202007		202008		202009		202010		202011		202012				1Q16		2Q16		3Q16		4Q16		1Q17		2Q17		3Q17		4Q17		1Q18		2Q18		3Q18		4Q18		1Q19		2Q19		3Q19		4Q19		1Q20		2Q20		3Q20		4Q20

		売上高 ウリアゲ ダカ																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		691,000		607,900		477,900		586,300		875,000		889,200		914,500		915,400		893,800		884,600		880,500		777,500		769,700		758,000		715,800		768,400		731,900		694,900		800,000		800,000		800,000		800,000		800,000		800,000												0		0		0		0		0		0		0		0		1,776,800		2,350,500		2,723,700		2,542,600		2,243,500		2,195,200		2,400,000		2,400,000

		売上原価 ウリアゲゲンカ																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,004,667		(1,004,667)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		50,500		(50,500)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5,965		35,540												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		41,505

		粗利 アラリ																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(1,004,667)		1,004,667		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		691,000		607,900		477,900		586,300		824,500		939,700		914,500		915,400		893,800		884,600		880,500		777,500		769,700		758,000		715,800		768,400		731,900		694,900		800,000		800,000		800,000		800,000		794,035		764,460												0		0		0		0		0		0		0		0		1,776,800		2,350,500		2,723,700		2,542,600		2,243,500		2,195,200		2,400,000		2,358,495

		販売管理費 ハンバイカンリヒ																										81,918,311		87,854,715		112,469,915		103,713,349		110,992,858		118,196,587		94,453,023		99,529,216		119,623,761		86,925,949		90,119,346		102,307,442		83,715,386		81,118,436		106,628,051		94,814,017		99,255,083		120,141,988		95,532,582		94,621,605		109,335,913		92,149,641		87,916,992		117,193,225		95,129,837		89,734,218		100,743,968		92,504,245		89,239,278		109,099,661		89,908,613		94,947,788		118,028,468		100,963,277		94,452,342		137,261,531		103,136,927		94,648,659		119,556,979		98,285,732		95,377,744		117,619,825		89,426,283		87,027,598		128,904,735		94,761,716		86,258,338		108,084,843												282,242,941		332,902,794		313,606,000		279,352,737		271,461,873		314,211,088		299,490,100		297,259,858		285,608,023		290,843,184		302,884,869		332,677,150		317,342,565		311,283,301		305,358,616		289,104,897

		　販売費 ハンバイヒ																										577,672		1,819,915		1,355,374		139,777		784,152		2,914,000		140,000		5,267,888		765,900		441,019		708,815		5,608,565		432,500		1,813,486		2,335,643		522,100		390,218		8,479,500		188,004		1,857,896		1,727,581		305,000		535,568		260,000		1,443,281		11,770		1,987,570		751,078		50,172		482,200		114,688		1,624,853		757,116		334,005		198,063		276,482		384,621		855,139		1,373,757		(53,475)		251,237		(176,975)		182,689		945,739		837,125		150,625		1,323,621		118,125												3,752,961		3,837,929		6,173,788		6,758,399		4,581,629		9,391,818		3,773,481		1,100,568		3,442,621		1,283,450		2,496,657		808,550		2,613,517		20,787		1,965,553		1,592,371

		　　広告宣伝費 コウコクセンデンヒ																										577,672		1,819,915		1,355,374		139,777		784,152		2,914,000		140,000		5,267,888		765,900		441,019		708,815		5,608,565		432,500		1,813,486		2,335,643		522,100		390,218		8,479,500		188,004		1,857,896		1,727,581		305,000		535,568		260,000		1,443,281		11,770		1,987,570		751,078		50,172		482,200		114,688		1,624,853		757,116		334,005		198,063		276,482		384,621		855,139		1,373,757		(53,475)		251,237		(176,975)		182,689		945,739		837,125		150,625		1,323,621		118,125												3,752,961		3,837,929		6,173,788		6,758,399		4,581,629		9,391,818		3,773,481		1,100,568		3,442,621		1,283,450		2,496,657		808,550		2,613,517		20,787		1,965,553		1,592,371

		　　その他 タ																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		　人件費 ジンケンヒ																										37,966,437		38,856,876		47,499,026		50,840,224		40,989,297		55,041,931		46,829,960		49,717,538		58,367,151		45,204,882		46,621,328		46,969,628		41,045,535		35,272,302		50,923,375		48,876,096		53,877,786		54,444,237		47,588,599		43,822,779		60,087,914		43,696,345		40,942,797		52,798,451		47,660,382		41,605,895		47,787,509		43,292,068		46,396,104		54,378,369		41,786,662		47,341,897		57,106,273		51,577,067		44,375,162		50,968,635		53,112,328		41,717,025		49,854,390		47,386,980		45,653,529		48,478,440		39,723,397		38,590,302		47,170,308		39,151,472		38,889,403		51,521,778												124,322,339		146,871,452		154,914,649		138,795,838		127,241,212		157,198,119		151,499,292		137,437,593		137,053,786		144,066,541		146,234,832		146,920,864		144,683,743		141,518,949		125,484,007		129,562,653

		 　管理費 カンリ ヒ																										43,374,202		47,177,924		63,615,515		52,733,348		69,219,409		60,240,656		47,483,063		44,543,790		60,490,710		41,280,048		42,789,203		49,729,249		42,237,351		44,032,648		53,369,033		45,415,821		44,987,079		57,218,251		47,755,979		48,940,930		47,520,418		48,148,296		46,438,627		64,134,774		46,026,174		48,116,553		50,968,889		48,461,099		42,793,002		54,239,092		48,007,263		45,981,038		60,165,079		49,052,205		49,879,117		86,016,414		49,639,978		52,076,495		68,328,832		50,952,227		49,472,978		69,318,360		49,520,197		47,491,557		80,897,302		55,459,619		46,045,314		56,444,940												154,167,641		182,193,413		152,517,563		133,798,500		139,639,032		147,621,151		144,217,327		158,721,697		145,111,616		145,493,193		154,153,380		184,947,736		170,045,305		169,743,565		177,909,056		157,949,873

		　　支払手数料																										12,840,210		11,663,320		13,713,823		16,007,994		22,286,719		12,944,788		14,531,087		14,716,014		15,245,013		13,302,576		14,365,430		14,065,251		14,756,809		15,199,865		15,128,568		16,269,943		16,949,144		17,380,484		17,897,964		19,155,294		18,043,716		19,438,956		18,231,042		17,728,129		17,179,712		17,065,054		12,671,535		16,193,361		13,771,709		14,431,547		19,465,284		17,238,358		22,686,161		18,668,580		18,910,835		14,294,174		18,577,860		18,389,972		19,903,170		20,269,441		19,883,840		20,813,393		17,815,878		18,019,494		17,809,273		20,730,235		18,368,324		18,230,491												38,217,353		51,239,501		44,492,114		41,733,257		45,085,242		50,599,571		55,096,974		55,398,127		46,916,301		44,396,617		59,389,803		51,873,589		56,871,002		60,966,674		53,644,645		57,329,050

		　　　その他 タ																										30,533,992		35,514,604		49,901,692		36,725,354		46,932,690		47,295,868		32,951,976		29,827,776		45,245,697		27,977,472		28,423,773		35,663,998		27,480,542		28,832,783		38,240,465		29,145,878		28,037,935		39,837,767		29,858,015		29,785,636		29,476,702		28,709,340		28,207,585		46,406,645		33,602,456		36,365,672		47,096,890		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0												115,950,288		130,953,912		108,025,449		92,065,243		94,553,790		97,021,580		89,120,353		103,323,570		117,065,018		0		0		0		0		0		0		0

		営業利益 エイギョウリエキ																										(81,918,311)		(87,854,715)		(112,469,915)		(103,713,349)		(110,992,858)		(118,196,587)		(94,453,023)		(99,529,216)		(119,623,761)		(86,925,949)		(90,119,346)		(102,307,442)		(84,720,053)		(80,113,769)		(106,628,051)		(94,814,017)		(99,255,083)		(120,141,988)		(95,532,582)		(94,621,605)		(109,335,913)		(92,149,641)		(87,916,992)		(117,193,225)		(94,438,837)		(89,126,318)		(100,266,068)		(91,917,945)		(88,414,778)		(108,159,961)		(88,994,113)		(94,032,388)		(117,134,668)		(100,078,677)		(93,571,842)		(136,484,031)		(102,367,227)		(93,890,659)		(118,841,179)		(97,517,332)		(94,645,844)		(116,924,925)		(88,626,283)		(86,227,598)		(128,104,735)		(93,961,716)		(85,464,303)		(107,320,383)												(282,242,941)		(332,902,794)		(313,606,000)		(279,352,737)		(271,461,873)		(314,211,088)		(299,490,100)		(297,259,858)		(283,831,223)		(288,492,684)		(300,161,169)		(330,134,550)		(315,099,065)		(309,088,101)		(302,958,616)		(286,746,402)

																																																																										売上高 ウリアゲ ダカ		454,709,911		482,646,735		573,110,091

																																																																										売上原価 ウリアゲゲンカ		44,467,691		47,718,801		45,699,146

																																																																										粗利 アラリ		410,242,220		434,927,934		527,410,945

																																																																										販売管理費 ハンバイカンリヒ		430,615,174		411,919,210		464,533,966

																																																																										　販売費 ハンバイヒ		190,603,919		167,710,621		175,367,732

																																																																										　　広告宣伝費 コウコクセンデンヒ		190,305,919		166,247,621		174,786,435

																																																																										　　その他 タ

																																																																										　人件費 ジンケンヒ		166,649,549		167,242,335		198,399,505

																																																																										 　管理費 カンリ ヒ		73,361,706		76,966,254		90,766,729

																																																																										　　支払手数料		39,759,250		40,600,582		43,669,839

																																																																										　　　その他 タ		33,602,456		36,365,672		47,096,890

																																																																										営業利益 エイギョウリエキ		(20,372,954)		23,008,724		62,876,979





>元ﾃﾞｰﾀ





PL_0128時点

		対象決算年月：2020/12

		表示単位：円

		構成比（％）　＝　開示科目の集計前金額　÷　各段階利益・費用のシステム科目に関連付けられている開示科目金額　×　100

		百分比（％）　＝　開示科目の集計後金額　÷　システム科目「売上高」に関連付けられている開示科目金額　×　100

		

		勘定科目コード		勘定科目名称		取込金額		登録金額		仕訳金額		科目金額		比率/判定		開示科目コード		開示科目名称		集計前金額		構成比（％）				開示科目コード		開示科目名称		集計後金額		百分比（％）		比率/判定

		2010000000		売上高		4,078,911,194		0		0		4,078,911,194				2010000000		売上高		4,078,911,194		100				2010000000		売上高		4,078,911,194		100		

		2020100000		仕入		0		0		0		0				2020000000		売上原価		0		0				2020000000		売上原価		422,953,278		10.369		

		2020200000		給料手当（製）		45,284,278		0		0		45,284,278				2020000000		売上原価		45,284,278		10.706				2030000000		売上総利益		3,655,957,916		89.63		

		2020210000		雑給（製）		0		0		0		0				2020000000		売上原価		0		0				2040000000		販売費及び一般管理費		4,785,054,290		117.312		

		2020300000		賞与(製)		2,168,184		0		0		2,168,184				2020000000		売上原価		2,168,184		0.512				2050000000		営業利益		-1,129,096,374		-27.681		

		2020400000		賞与引当金繰入額（製）		1,413,825		0		0		1,413,825				2020000000		売上原価		1,413,825		0.334				2060100000		受取利息		41,284		0.001		

		2020500000		法定福利費（製）		7,331,457		0		0		7,331,457				2020000000		売上原価		7,331,457		1.733				2061100000		投資有価証券売却益		0		0		

		2020600000		ｼｽﾃﾑ維持費		86,503,722		0		0		86,503,722				2020000000		売上原価		86,503,722		20.452				2060900000		受取配当金		0		0		

		2020700000		祝い金		18,118,500		0		0		18,118,500				2020000000		売上原価		18,118,500		4.283				2060500000		還付加算金		0		0		

		2020800000		ｱｿｼｴｲﾄ報酬		236,630,556		0		0		236,630,556				2020000000		売上原価		236,630,556		55.947				2060600000		違約金収入		19,202,785		0.47		

		2020900000		ﾄﾞﾒｲﾝ取得（製）		0		0		0		0				2020000000		売上原価		0		0				2060700000		コンテンツ譲渡益		0		0		

		2021000000		商品評価損		0		0		0		0				2020000000		売上原価		0		0				2061200000		株式譲渡に伴うライセンス収入		76,608,000		1.878		

		2021100000		輸入諸掛		0		0		0		0				2020000000		売上原価		0		0				2060800000		クーポン失効益		0		0		

		2021200000		クーポン引当金繰入額		0		0		0		0				2020000000		売上原価		0		0				2060200000		為替差益		0		0		

		2021300000		減価償却費（製）		11,738,511		0		0		11,738,511				2020000000		売上原価		11,738,511		2.775				2060300000		補助金収入		14,578,900		0.357		

		2021400000		他勘定振替高（製）		13,764,245		0		0		13,764,245				2020000000		売上原価		13,764,245		3.254				2061000000		投資事業組合運用益		0		0		

		2021500000		期首仕掛品棚卸高		0		0		0		0				2020000000		売上原価		0		0				2060400000		その他		257,263		0.006		

		2021600000		期末仕掛品棚卸高		0		0		0		0				2020000000		売上原価		0		0				2060000000		営業外収益合計		110,688,232		2.713		

		2021700000		ｲﾍﾞﾝﾄ運営費		0		0		0		0				2020000000		売上原価		0		0				2070600000		支払利息及び割引料		189,117		0.004		

		2022000000		支払手数料（製）		0		0		0		0				2020000000		売上原価		0		0				2070300000		投資有価証券評価損		0		0		

		2021800000		期首商品棚卸高		0		0		0		0				2020000000		売上原価		0		0				2070100000		投資事業組合運用損		12,409,064		0.304		

		2021900000		期末商品棚卸高		0		0		0		0				2020000000		売上原価		0		0				2070400000		為替差損		0		0		

		2020000000		売上原価		0		0		0		0				**********										2070500000		貸倒損失（営業外）		0		0		

		2030000000		売上総利益		0		0		0		0				**********										2070200000		その他		1,339,135		0.032		

		2040100000		販売促進費		0		0		0		0				2040000000		販売費及び一般管理費		0		0				2070000000		営業外費用合計		13,937,316		0.341		

		2040200000		荷造運賃発送費		0		0		0		0				2040000000		販売費及び一般管理費		0		0				2080000000		経常利益		-1,032,345,458		-25.309		

		2040300000		広告宣伝費		1,495,039,523		0		0		1,495,039,523				2040000000		販売費及び一般管理費		1,495,039,523		31.243				2090100000		投資有価証券売却益		0		0		

		2040400000		役員報酬		46,320,000		0		0		46,320,000				2040000000		販売費及び一般管理費		46,320,000		0.968				2090200000		為替換算調整勘定取崩額		0		0		

		2040500000		給料手当（管）		1,414,088,888		0		0		1,414,088,888				2040000000		販売費及び一般管理費		1,414,088,888		29.552				2090300000		関係会社株式売却益		0		0		

		2040600000		雑給（管）		308,379,390		0		0		308,379,390				2040000000		販売費及び一般管理費		308,379,390		6.444				2090400000		事業譲渡益		0		0		

		2040700000		賞与（管）		66,811,550		0		0		66,811,550				2040000000		販売費及び一般管理費		66,811,550		1.396				2090500000		特別利益		0		0		

		2040800000		賞与引当金繰入額（管）		58,590,222		0		0		58,590,222				2040000000		販売費及び一般管理費		58,590,222		1.224				2090000000		特別利益合計		0		0		

		2040900000		人材派遣費		2,705,514		0		0		2,705,514				2040000000		販売費及び一般管理費		2,705,514		0.056				2100100000		減損損失		66,547,580		1.631		

		2041000000		株式報酬費用		0		0		0		0				2040000000		販売費及び一般管理費		0		0				2100200000		事業所閉鎖損失		8,838,129		0.216		

		2041100000		法定福利費（管）		262,630,999		0		0		262,630,999				2040000000		販売費及び一般管理費		262,630,999		5.488				2100300000		子会社清算損		0		0		

		2041200000		福利厚生費（管）		2,304,364		0		0		2,304,364				2040000000		販売費及び一般管理費		2,304,364		0.048				2100400000		前期損益修正損		0		0		

		2041300000		通勤交通費		15,419,382		0		0		15,419,382				2040000000		販売費及び一般管理費		15,419,382		0.322				2100500000		特別損失		0		0		

		2041400000		人材募集費		46,645,554		0		0		46,645,554				2040000000		販売費及び一般管理費		46,645,554		0.974				2100600000		事業譲渡損		0		0		

		2041500000		会議費		699,771		0		0		699,771				2040000000		販売費及び一般管理費		699,771		0.014				2100000000		特別損失合計		75,385,709		1.848		

		2041600000		交際費		6,314,327		0		0		6,314,327				2040000000		販売費及び一般管理費		6,314,327		0.131				2110000000		税金等調整前当期純利益		-1,107,731,167		-27.157		-8,000円/NG

		2041700000		図書費		762,262		0		0		762,262				2040000000		販売費及び一般管理費		762,262		0.015				2120100000		法人税、住民税及び事業税		-123,300,560		-3.022		

		2041800000		地代家賃		190,797,553		0		0		190,797,553				2040000000		販売費及び一般管理費		190,797,553		3.987				2120200000		法人税等調整額		105,270,768		2.58		

		2041900000		水道光熱費（管）		10,514,959		0		0		10,514,959				2040000000		販売費及び一般管理費		10,514,959		0.219				2120000000		法人税等合計		-18,029,792		-0.442		

		2042000000		保険料（管）		1,997,585		0		0		1,997,585				2040000000		販売費及び一般管理費		1,997,585		0.041				2130000000		当期純利益		-1,089,701,375		-26.715		-8,093,634円/NG

		2042100000		修繕費		0		0		0		0				2040000000		販売費及び一般管理費		0		0				2130100000		非支配株主に帰属する当期純利益		0		0		

		2042200000		旅費交通費（管）		3,422,952		0		0		3,422,952				2040000000		販売費及び一般管理費		3,422,952		0.071				2150000000		親会社株主に帰属する当期純利益		-1,089,701,375		-26.715		-8,093,634円/NG

		2042300000		通信費（管）		30,037,508		0		0		30,037,508				2040000000		販売費及び一般管理費		30,037,508		0.627												

		2042400000		消耗品費（管）		12,000,892		0		0		12,000,892				2040000000		販売費及び一般管理費		12,000,892		0.25												

		2042500000		リース料（管）		41,201,934		0		0		41,201,934				2040000000		販売費及び一般管理費		41,201,934		0.861												

		2042600000		支払手数料		606,455,977		0		0		606,455,977				2040000000		販売費及び一般管理費		606,455,977		12.673												

		2042700000		租税公課（管）		30,499,363		0		0		30,499,363				2040000000		販売費及び一般管理費		30,499,363		0.637												

		2042800000		諸会費		2,004,792		0		0		2,004,792				2040000000		販売費及び一般管理費		2,004,792		0.041												

		2042900000		研修費		14,461,916		0		0		14,461,916				2040000000		販売費及び一般管理費		14,461,916		0.302												

		2043000000		支払報酬		85,126,480		0		0		85,126,480				2040000000		販売費及び一般管理費		85,126,480		1.779												

		2043100000		貸倒引当金繰入額（管）		853,607		0		0		853,607				2040000000		販売費及び一般管理費		853,607		0.017												

		2043200000		貸倒損失（管）		2,550,001		0		0		2,550,001				2040000000		販売費及び一般管理費		2,550,001		0.053												

		2043300000		減価償却費（管）		26,417,025		0		0		26,417,025				2040000000		販売費及び一般管理費		26,417,025		0.552												

		2043400000		クーポン引当金繰入額		0		0		0		0				2040000000		販売費及び一般管理費		0		0												

		2043500000		雑費		0		0		0		0				2040000000		販売費及び一般管理費		0		0												

		2043600000		間接費配賦勘定		0		0		0		0				2040000000		販売費及び一般管理費		0		0												

		2043610000		のれん償却額		0		0		0		0				2040000000		販売費及び一般管理費		0		0												

		2040000000		販売費及び一般管理費		0		0		0		0				**********																		

		2050000000		営業利益		0		0		0		0				**********																		

		2060100000		受取利息		41,284		0		0		41,284				2060100000		受取利息		41,284		0.037												

		2061100000		投資有価証券売却益		0		0		0		0				2061100000		投資有価証券売却益		0		0												

		2060900000		受取配当金		0		0		0		0				2060900000		受取配当金		0		0												

		2060500000		還付加算金		0		0		0		0		0%/OK		2060400000		その他		0		0												

		2060600000		違約金収入		19,202,785		0		0		19,202,785				2060600000		違約金収入		19,202,785		17.348												

		2060700000		コンテンツ譲渡益		0		0		0		0				2060700000		コンテンツ譲渡益		0		0												

		2061200000		 株式譲渡に伴うライセンス収入		76,608,000		0		0		76,608,000				2061200000		株式譲渡に伴うライセンス収入		76,608,000		69.21												

		2060800000		クーポン失効益		0		0		0		0				2060800000		クーポン失効益		0		0												

		2060200000		為替差益（マイナスは為替差損）		0		0		0		0		0%/OK		2060400000		その他		0		0												

		2060400000		補助金収入		14,578,900		0		0		14,578,900				2060300000		補助金収入		14,578,900		13.171												

		2061000000		投資事業組合運用益		0		0		0		0				2061000000		投資事業組合運用益		0		0												

		2060300000		雑収入		257,263		0		0		257,263		0.2%/OK		2060400000		その他		257,263		0.232												

		2060000000		営業外収益		0		0		0		0				**********																		

		2070100000		有価証券評価損		0		0		0		0				2070300000		投資有価証券評価損		0		0												

		2070110000		貸倒損失（営業外）		0		0		0		0		0%/OK		2070200000		その他		0		0												

		2070200000		雑損失		1,339,135		0		0		1,339,135		9.6%/OK		2070200000		その他		1,339,135		9.608												

		2070300000		為替差損		0		0		0		0				2070400000		為替差損		0		0												

		2070500000		投資事業組合運用損		12,409,064		0		0		12,409,064				2070100000		投資事業組合運用損		12,409,064		89.034												

		2070400000		株式交付費		0		0		0		0				**********																		

		2043700000		支払利息及び割引料		189,117		0		0		189,117				2070600000		支払利息及び割引料		189,117		1.356												

		2070000000		営業外費用		0		0		0		0				**********																		

		2080000000		経常利益		0		0		0		0				**********																		

		2090100000		投資有価証券売却益		0		0		0		0				2090100000		投資有価証券売却益		0		0												

		2090200000		為替換算調整勘定取崩額		0		0		0		0				2090200000		為替換算調整勘定取崩額		0		0												

		2090300000		関係会社株式売却益		0		0		0		0				2090300000		関係会社株式売却益		0		0												

		2090400000		事業譲渡益		0		0		0		0				2090400000		事業譲渡益		0		0												

		2090500000		特別利益		0		0		0		0				2090500000		特別利益		0		0												

		2090000000		特別利益		0		0		0		0				**********																		

		2100100000		減損損失		66,547,580		0		0		66,547,580				2100100000		減損損失		66,547,580		88.276												

		2100200000		事業所閉鎖損失		8,838,129		0		0		8,838,129				2100200000		事業所閉鎖損失		8,838,129		11.723												

		2100300000		子会社清算損		0		0		0		0				2100300000		子会社清算損		0		0												

		2100500000		特別損失		0		0		0		0				2100500000		特別損失		0		0												

		2100400000		前期損益修正損		0		0		0		0				2100400000		前期損益修正損		0		0												

		2100600000		事業譲渡損		0		0		0		0				2100600000		事業譲渡損		0		0												

		2100000000		特別損失		0		0		0		0				**********																		

		2110000000		税引前当期純利益		0		0		0		0				**********																		

		2120100000		法人税等		-123,300,560		0		0		-123,300,560				2120100000		法人税、住民税及び事業税		-123,300,560		11.315												

		2120200000		法人税等調整額		105,270,768		0		0		105,270,768				2120200000		法人税等調整額		105,270,768		-9.66												

		2130000000		当期純利益		0		0		0		0				**********																		

		2130100000		非支配株主に帰属する当期純利益		0		0		0		0				2130100000		非支配株主に帰属する当期純利益		0		0												

		2150000000		親会社株主に帰属する当期純利益		0		0		0		0				**********																		





BS_0128時点

		対象決算年月：2020/12

		表示単位：円

		百分比（％）　＝　開示科目の集計前金額　÷　システム科目「総資産（負債・純資産合計）」に関連付けられている開示科目金額　×　100

		構成比（％）　＝　開示科目の集計後金額　÷　親科目の集計後金額　×　100

		

		勘定科目コード		勘定科目名称		取込金額		登録金額		仕訳金額		科目金額		比率/判定		開示科目コード		開示科目名称		集計前金額		百分比（％）				開示科目コード		開示科目名称		集計後金額		構成比（％）		比率/判定

		1110100000		小口現金		0		0		0		0				1110100000		現金及び預金		0		0				1110100000		現金及び預金		3,031,742,974		75.219		

		1110200000		未収消費税		193,767,191		0		0		193,767,191		4.5%/OK		1110500000		その他（流動資産合計）		193,767,191		4.595				1110200000		売掛金		339,424,063		8.421		

		1110300000		普通預金		3,031,742,974		0		0		3,031,742,974				1110100000		現金及び預金		3,031,742,974		71.898				1110700000		商品		0		0		

		1110400000		当座預金		0		0		0		0				1110100000		現金及び預金		0		0				1110800000		仕掛品		0		0		

		1110500000		定期預金		0		0		0		0				1110100000		現金及び預金		0		0				1110300000		繰延税金資産（流動資産合計）		0		0		

		1110600000		売掛金		339,424,063		0		0		339,424,063				1110200000		売掛金		339,424,063		8.049				1110400000		未収還付法人税等		378,307,877		9.386		

		1110700000		商品及び製品		0		0		0		0				1110700000		商品		0		0				1110500000		その他（流動資産合計）		281,819,745		6.992		

		1110800000		仕掛品		0		0		0		0				1110800000		仕掛品		0		0				1110600000		貸倒引当金（流動資産合計）		-747,397		-0.018		

		1110900000		貯蔵品		0		0		0		0		0%/OK		1110500000		その他（流動資産合計）		0		0				1110000000		流動資産合計		4,030,547,262		95.585		

		1111000000		前渡金		0		0		0		0		0%/OK		1110500000		その他（流動資産合計）		0		0				1120101100		建物		63,450,002		0		

		1111100000		前払費用		38,126,739		0		0		38,126,739		0.9%/OK		1110500000		その他（流動資産合計）		38,126,739		0.904				1120101200		減価償却累計額		-63,450,002		0		

		1111200000		繰延税金資産		0		0		0		0		0%/OK		1110500000		その他（流動資産合計）		0		0				1120101000		建物（純額）		0		0		

		1111300000		未収収益		0		0		0		0		0%/OK		1110500000		その他（流動資産合計）		0		0				1120102100		工具、器具及び備品		169,249,277		0		

		1111400000		未収入金		38,927,434		0		0		38,927,434		0.9%/OK		1110500000		その他（流動資産合計）		38,927,434		0.923				1120102200		減価償却累計額		-169,249,277		0		

		1111500000		未収還付法人税等		378,307,877		0		0		378,307,877				1110400000		未収還付法人税等		378,307,877		8.971				1120102000		工具、器具及び備品（純額）		0		0		

		1111600000		預け金		2,609,880		0		0		2,609,880		0%/OK		1110500000		その他（流動資産合計）		2,609,880		0.061				1120103100		車両運搬具		0		0		

		1111700000		仮払金		217,844		0		0		217,844		0%/OK		1110500000		その他（流動資産合計）		217,844		0.005				1120103200		減価償却累計額（車両運搬具）		0		0		

		1111800000		仮払消費税等		0		0		0		0		0%/OK		1110500000		その他（流動資産合計）		0		0				1120103000		車両運搬具(純額)		0		0		

		1111900000		立替金		8,170,657		0		0		8,170,657		0.1%/OK		1110500000		その他（流動資産合計）		8,170,657		0.193				11200104000		その他（有形固定資産合計）		0		0		

		1112000000		貸倒引当金（流動資産）		-747,397		0		0		-747,397				1110600000		貸倒引当金（流動資産合計）		-747,397		-0.017				1120100000		有形固定資産合計		0		0		

		1110000000		流動資産		0		0		0		0				**********										1120202000		のれん		0		0		

		1120101000		建物		23,022,690		0		0		23,022,690				1120101100		建物		23,022,690		0.545				1120201000		その他（無形固定資産合計）		0		0		

		1120101001		建物附属設備		40,427,312		0		0		40,427,312				1120101100		建物		40,427,312		0.958				1120200000		無形固定資産合計		0		0		

		1120101100		車両運搬具		1,393,010		0		0		1,393,010				11200104000		その他（有形固定資産合計）		1,393,010		0.033				1120301000		投資有価証券		67,553,314		36.294		

		1120102000		工具、器具及び備品		169,249,277		0		0		169,249,277				1120102100		工具、器具及び備品		169,249,277		4.013				1120302000		関係会社長期貸付金		0		0		

		1120103000		減価償却累計額（建物）		-23,022,690		0		0		-23,022,690				1120101200		減価償却累計額		-23,022,690		-0.545				1120306000		敷金及び保証金		116,286,722		62.477		

		1120103001		減価償却累計額（建物附属設備）		-40,427,312		0		0		-40,427,312				1120101200		減価償却累計額		-40,427,312		-0.958				1120303000		繰延税金資産		0		0		

		1120103100		減価償却累計額（車両運搬具）		-1,393,010		0		0		-1,393,010				11200104000		その他（有形固定資産合計）		-1,393,010		-0.033				1120304000		その他（投資その他の資産合計）		3,680,910		1.977		

		1120104000		減価償却累計額（工具器具備品）		-169,249,277		0		0		-169,249,277				1120102200		減価償却累計額		-169,249,277		-4.013				1120305000		貸倒引当金		-1,396,448		-0.75		

		1120100000		有形固定資産		0		0		0		0				**********										1120300000		投資その他の資産合計		186,124,498		100		

		1120203000		のれん		0		0		0		0				1120202000		のれん		0		0				1120000000		固定資産合計		186,124,498		4.414		

		1120201000		ソフトウエア		0		0		0		0		0%/OK		1120201000		その他（無形固定資産合計）		0		0				1100000000		資産合計		4,216,671,760		100		0円/OK

		1120202000		ソフトウエア仮勘定		0		0		0		0		0%/OK		1120201000		その他（無形固定資産合計）		0		0				1210106000		買掛金		0		0		

		1120200000		無形固定資産		0		0		0		0				**********										1210101000		未払金		286,973,194		53.051		

		1120301000		投資有価証券		67,553,314		0		0		67,553,314				1120301000		投資有価証券		67,553,314		1.602				1210102000		未払法人税等		2,008,800		0.371		

		1120302000		長期貸付金		0		0		0		0		0%/OK		1120304000		その他（投資その他の資産合計）		0		0				1210103000		未払消費税等		0		0		

		1120303000		子会社株式		0		0		0		0		0%/OK		1120304000		その他（投資その他の資産合計）		0		0				1210104000		賞与引当金		60,004,047		11.092		

		1120304000		貸倒引当金（投資資産）		-1,396,448		0		0		-1,396,448				1120305000		貸倒引当金		-1,396,448		-0.033				1210107000		ポイント引当金		0		0		

		1120305000		敷金及び保証金		116,286,722		0		0		116,286,722				1120306000		敷金及び保証金		116,286,722		2.757				1210105000		その他		191,946,385		35.484		

		1120306000		長期未収入金		2,234,464		0		0		2,234,464		0%/OK		1120304000		その他（投資その他の資産合計）		2,234,464		0.052				1210100000		流動負債合計		540,932,426		93.894		

		1120307000		破産更生債権等		279,356		0		0		279,356		0%/OK		1120304000		その他（投資その他の資産合計）		279,356		0.006				1210201000		資産除去債務		2,732,052		7.766		

		1120308000		長期前払費用		1,167,090		0		0		1,167,090		0%/OK		1120304000		その他（投資その他の資産合計）		1,167,090		0.027				1210201100		長期繰延税金負債		7,943,440		22.582		

		1120309000		長期繰延税金資産		0		0		0		0				1120303000		繰延税金資産		0		0				1210203000		長期借入金		24,500,000		69.65		

		1120300000		投資その他の資産		0		0		0		0				**********										1210202000		その他		0		0		

		1120000000		固定資産		0		0		0		0				**********										1210200000		固定負債合計		35,175,492		6.105		

		1100000000		資産		0		0		0		0				**********										1210000000		負債合計		576,107,918		13.662		

		1210101000		買掛金		0		0		0		0				1210106000		買掛金		0		0				1220101000		資本金		236,591,400		6.501		0円/OK

		1210102000		未払金		286,973,194		0		0		286,973,194				1210101000		未払金		286,973,194		6.805				1220102000		資本剰余金		225,041,396		6.183		0円/OK

		1210103000		未払法人税等		2,008,800		0		0		2,008,800				1210102000		未払法人税等		2,008,800		0.047				1220103000		利益剰余金		3,384,490,194		93		-8,093,634円/NG

		1210104000		未払消費税等		0		0		0		0		0%/OK		1210105000		その他		0		0				1220104000		自己株式		-206,887,500		-5.684		0円/OK

		1210105000		未払費用		77,465,032		0		0		77,465,032		1.8%/OK		1210105000		その他		77,465,032		1.837				1220100000		株主資本合計		3,639,235,490		99.963		-8,093,634円/NG

		1210106000		前受金		0		0		0		0		0%/OK		1210105000		その他		0		0				1220201000		その他有価証券評価差額金		-4,388,448		100		

		1210107000		預り金		43,317,399		0		0		43,317,399		1%/OK		1210105000		その他		43,317,399		1.027				1220202000		為替換算調整勘定		0		0		

		1210108000		前受収益		66,651,772		0		0		66,651,772		1.5%/OK		1210105000		その他		66,651,772		1.58				1220200000		その他の包括利益累計額合計		-4,388,448		-0.12		0円/OK

		1210109000		仮受金		4,512,182		0		0		4,512,182		0.1%/OK		1210105000		その他		4,512,182		0.107				1220300000		新株予約権		5,716,800		0.157		0円/OK

		1210110000		仮受消費税等		0		0		0		0		0%/OK		1210105000		その他		0		0				1220400000		非支配株主持分		0		0		

		1210111000		クーポン引当金		0		0		0		0				1210107000		ポイント引当金		0		0				1220000000		純資産合計		3,640,563,842		86.337		-8,093,634円/NG

		1210112000		賞与引当金		60,004,047		0		0		60,004,047				1210104000		賞与引当金		60,004,047		1.423				1200000000		負債純資産合計		4,216,671,760		100		

		1210113000		短期借入金		0		0		0		0		0%/OK		1210105000		その他		0		0												

		1210100000		流動負債		0		0		0		0				**********																		

		1210201000		資産除去債務		2,732,052		0		0		2,732,052				1210201000		資産除去債務		2,732,052		0.064												

		1210202000		長期繰延税金負債		7,943,440		0		0		7,943,440				1210201100		長期繰延税金負債		7,943,440		0.188												

		1210203000		長期借入金		24,500,000		0		0		24,500,000				1210203000		長期借入金		24,500,000		0.581												

		1210200000		固定負債		0		0		0		0				**********																		

		1210000000		負債		0		0		0		0				**********																		

		1220101000		資本金		236,591,400		0		0		236,591,400				1220101000		資本金		236,591,400		5.61												

		1220102000		資本準備金		221,591,400		0		0		221,591,400				1220102000		資本剰余金		221,591,400		5.255												

		1220102001		その他の資本剰余金		3,449,996		0		0		3,449,996				1220102000		資本剰余金		3,449,996		0.081												

		1220103000		前期繰越利益		4,474,191,569		0		0		4,474,191,569				1220103000		利益剰余金		4,474,191,569		106.107												

		1220105000		当期純利益（P/L当期純利益）		0		0		-1,089,701,375		-1,089,701,375				1220103000		利益剰余金		-1,089,701,375		-25.842												

		1220104000		自己株式		-206,887,500		0		0		-206,887,500				1220104000		自己株式		-206,887,500		-4.906												

		1220100000		株主資本合計		0		0		0		0				**********																		

		1220201000		その他有価証券評価差額金		-4,388,448		0		0		-4,388,448				1220201000		その他有価証券評価差額金		-4,388,448		-0.104												

		1220202000		為替換算調整勘定		0		0		0		0				1220202000		為替換算調整勘定		0		0												

		1220200000		その他の包括利益累計額合計		0		0		0		0				**********																		

		1220300000		新株予約権		5,716,800		0		0		5,716,800				1220300000		新株予約権		5,716,800		0.135												

		1220400000		非支配株主持分		0		0		0		0				1220400000		非支配株主持分		0		0												

		1220000000		純資産		0		0		0		0				**********																		

		1200000000		負債・純資産		0		0		0		0				**********																		

		1300000000		調整科目		0		0		1,089,701,375		1,089,701,375				**********						25.842												





原価_0114時点

		単体＿売上原価推移 タンタイ ウリアゲゲンカ スイイ

				損益計算書売上原価 ソンエキケイサンショ ウリアゲゲンカ				上書き編集 ウワガ ヘンシュウ

								第15期4Q累計 ダイ キ ルイケイ		構成比 コウセイヒ		経費比率10/100判定にて実施 ケイヒヒリツ ハンテイ ジッシ

						売上原価 ウリアゲゲンカ		421,586,729

				売上原価明細（補助元帳より） ウリアゲゲンカ メイサイ ホジョモトチョウ



						ｼｽﾃﾑ維持費          

						ｼｽﾃﾑ維持費(10～20万)

						採用祝い金          

						ｱｿｼｴｲﾄ報酬          

						ﾄﾞﾒｲﾝ取得           

						ｿﾌﾄｳｴｱ償却          

						ｼｽﾃﾑ維持費(労務費)  

						ｼｽﾃﾑ維持費(間接費)  

						ｼｽﾃﾑ維持費(償却費)  

						計 ケイ

						Check

																※材料費以下を貼付け ザイリョウヒ イカ ハリツ

				売上原価明細書 ウリアゲゲンカ メイサイ ショ												Ⅰ　材　料　費

								第15期4Q累計								　当　期　材　料　費		0		0.00		0		0.00

				　労務費 ロウムヒ				56,197,744		13.3%						Ⅱ　労　務　費

				　経費 ケイヒ												　　給料手当		45,284,278		10.74		45,284,278		10.74

						ｼｽﾃﾑ維持費		86,503,722				23.7%				      その他		45,284,278		10.74		45,284,278		10.74

						採用祝い金		17,468,500				4.8%				　　賞与（製）		2,168,184		0.51		2,168,184		0.51

						入居祝い金 ニュウキョ イワ キン		650,000				0.2%				      その他		2,168,184		0.51		2,168,184		0.51

						ｱｿｼｴｲﾄ報酬		235,264,007				64.4%				　　賞与引当金繰入額		1,413,825		0.33		1,413,825		0.33

						ﾄﾞﾒｲﾝ取得		0				0.0%				      その他		1,413,825		0.33		1,413,825		0.33

						ｿﾌﾄｳｴｱ償却		0				0.0%				　　法定福利費		7,331,457		1.73		7,331,457		1.73

						ｲﾍﾞﾝﾄ運営費 ウンエイヒ		0				0.0%				      その他		7,331,457		1.73		7,331,457		1.73

						支払手数料 シハラ テスウリョウ		0				0.0%				　当期労務費		56,197,744		13.33		56,197,744		13.33

						減価償却費		11,738,511				3.2%				Ⅲ　経　費

						他勘定振替高※以下参照 タカンジョウフリカエダカ イカサンショウ						0.0%				　　ｼｽﾃﾑ維持費		86,503,722		20.51		86,503,722		20.51

				　（間接費からの配賦内訳） カンセツ ヒ ハイフ ウチワケ								0.0%				      ｵﾝﾌﾟﾚ		28,792,712		6.82		28,792,712		6.82

				8553		地代・家賃		3,198,060		OK		0.9%				      その他		57,711,010		13.68		57,711,010		13.68

				8554		水道光熱費		172,473				0.0%				　　祝い金		18,118,500		4.29		18,118,500		4.29

				8564		支払手数料 配賦 ハイフ		9,939,426				2.7%				      HR		17,468,500		4.14		17,468,500		4.14

				8576		減価償却費 配賦 ハイフ		454,286				0.1%				      その他		650,000		0.15		650,000		0.15

						振替 フリカエ		0				0.0%				　　ｱｿｼｴｲﾄ報酬		235,264,007		55.80		235,264,007		55.80

				経費計 ケイヒ ケイ				365,388,985		86.7%		100.0%				      その他		234,578,892		55.64		234,578,892		55.64

				当期総製造費用				421,586,729						-		      ﾘﾌﾞｾﾝｽｺﾈｸﾄ		685,115		0.16		685,115		0.16

						期首仕掛品棚卸高		0								　　減価償却費		11,738,511		2.78		11,738,511		2.78

						期末仕掛品棚卸高		0								      器具備品		5,342,753		1.26		5,342,753		1.26

				売上原価計 ウリアゲゲンカ ケイ				421,586,729								      ｿﾌﾄｳｴｱ		6,395,758		1.51		6,395,758		1.51

						Check		0								　　他勘定振替高		13,764,245		3.26		13,764,245		3.26

																      その他		13,764,245		3.26		13,764,245		3.26

																　当期経費		365,388,985		86.66		365,388,985		86.66

																　当期総製造費用		421,586,729		100.00		421,586,729		100.00

																　合　計		421,586,729		100.00		421,586,729		100.00

																　当期製品製造原価		421,586,729		100.00		421,586,729		100.00











>PL

		各種データ参照先 カクシュ サンショウ サキ

		全社P/L及びKPI ゼンシャ オヨ

				FY2016予算 ヨサン		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R9Tj8yx8l1nYGTKo-RBAcG7DUfBb41yq-1nFrHL8Zo4/edit#gid=741801007

				業績報告会 ギョウセキホウコクカイ		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QUftV3fhvJEFnR7tspvuHgHOCtQ-9yh6p_vHQFkVS4o/edit#gid=687033216

				KPIモニタリング		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QUftV3fhvJEFnR7tspvuHgHOCtQ-9yh6p_vHQFkVS4o/edit#gid=687033216

		事業別KPI ジギョウベツ

				JS		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XndiPetF5yVXxv51Di1MWS4X-pQswyqqk6xm8VJAJp4/edit?pli=1#gid=1173190979

				JL		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nxQ6MY8cx6guB8qrZdMIEjuI_GLNSlgXhgPkld6Tfns/edit#gid=1477444550

				TK		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y3mq4oqdC1qj84ogkwZd4_VMyXK20kDV-IKnEkcQt1Y/edit#gid=961384061

				DO		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CgIHSFVhGyMosWscf4r7gCd9R6CGZkKJWnXgicy6o4A/edit#gid=1071751300

				ieshil		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GZjZKE65QN0OtkNQFFN5nR9BgWQjpoiBqdFAzTyPobk/edit#gid=1548694197

				就活会議		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RPwS77saVavRXYz0TKQQdQCYH061hqV6X8gdLxvQxnY/edit#gid=1421790...

				futaril		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tLo9WA3lRNBWiNww4hGBQB7qAZZOOU2l7wQkZJLcWEQ/edit#gid=0

				治療ノート		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1g2FEJ7dOdAGYSfsFIv9H3MZ8MGP9kAqgIiTqgxToYPE/edit#gid=0

				waja		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EYCGN6R0rvEuAqWhqcBvbn-PwOI5lb50r3Uzy5ZW-ck/edit

				imitsu		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-P9mcO9B-8hlKjEeT8oMbYS-ZXNkmVnB2JPWaYGA6Wk/edit#gid=1941419951









https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QUftV3fhvJEFnR7tspvuHgHOCtQ-9yh6p_vHQFkVS4o/edithttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1QUftV3fhvJEFnR7tspvuHgHOCtQ-9yh6p_vHQFkVS4o/edithttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1R9Tj8yx8l1nYGTKo-RBAcG7DUfBb41yq-1nFrHL8Zo4/edit

PL base(Q_分析用)

		P/L（Qベース）

		科目名 カモクメイ						備考 ビコウ		ｺｰﾄﾞ				FY2011								FY2012								FY2013								FY2014								FY2015								FY2016								FY2017								FY2018								FY2019								FY2020										売上高
構成比 ウリアゲダカ コウセイヒ		YoY				QoQ								検算用 ケンザン ヨウ

														1Q11		2Q11		3Q11		4Q11		1Q12		2Q12		3Q12		4Q12		1Q13		2Q13		3Q13		4Q13		1Q14		2Q14		3Q14		4Q14		1Q15		2Q15		3Q15		4Q15		1Q16		2Q16		3Q16		4Q16		1Q17		2Q17		3Q17		4Q17		1Q18		2Q18		3Q18		4Q18		1Q19		2Q19		3Q19		4Q19		1Q20		2Q20		3Q20		4Q20						±		%		±		%				PL base(累計)★との差異 サイ		会計横計 カイケイ ヨコ ケイ		累計シートとの差異 ルイケイ サイ

		売上高 ウリアゲダカ								2010000000		●		197,245,821		291,989,996		307,656,230		337,605,401		425,117,868		598,122,746		570,597,116		670,204,905		856,469,356		1,245,442,446		1,087,311,297		1,066,929,957		987,730,726		1,140,986,095		1,101,899,366		1,048,894,258		1,034,020,680		1,264,877,582		1,325,908,105		1,444,551,542		1,284,153,585		1,377,667,291		1,341,456,073		1,363,296,459		1,394,442,608		1,714,192,028		1,630,736,929		1,611,399,117		1,744,237,575		1,775,881,704		1,704,556,885		1,567,236,848		1,531,190,133		1,629,344,812		1,548,434,951		1,480,862,259		1,350,989,919		1,003,339,002		883,020,936		841,561,337				-		(639,300,922)		-43.2%		(41,459,599)		-4.7%				TRUE		4,078,911,194		0

						ﾏｯﾊﾊﾞｲﾄ				-				116,763,282		191,427,536		189,660,326		198,551,490		216,145,019		320,783,444		296,125,917		365,846,784		417,196,779		694,692,776		600,494,055		540,763,428		475,179,088		600,953,202		573,002,323		582,178,491		543,602,326		671,266,723		590,696,651		682,012,071		509,014,213		612,512,619		551,483,045		556,320,052		477,735,313		640,773,953		553,924,352		546,987,753		490,862,076		618,229,502		562,129,204		537,331,349		501,712,668		691,459,910		724,725,974		724,093,599		761,704,495		493,373,977		513,695,615		514,353,208				61.1%		(209,740,391)		-29.0%		657,593		0.1%				TRUE		2,283,127,295		0

						転職ﾅﾋﾞ テンショク				-				34,834,894		44,435,394		51,819,340		58,929,182		78,128,118		136,626,638		134,302,159		161,076,488		210,634,660		342,595,287		302,655,930		321,895,900		260,746,954		336,746,162		328,338,908		274,586,241		264,331,305		339,032,433		335,977,781		352,598,486		306,238,755		357,952,334		343,130,304		324,678,850		297,043,161		394,409,408		347,388,630		388,838,737		358,311,506		393,487,003		336,205,873		353,040,753		290,904,292		318,060,216		255,135,490		259,144,454		200,413,533		198,385,117		134,314,774		120,749,077				14.3%		(138,395,377)		-53.4%		(13,565,697)		-10.1%				TRUE		653,862,501		0

						ｼﾞｮﾌﾞｾﾝｽ派遣				-				24,036,850		28,876,800		31,329,249		34,105,200		41,906,000		52,199,100		49,150,000		48,167,500		54,451,300		55,060,100		49,864,100		47,513,300		51,182,500		57,253,500		49,431,700		46,142,600		43,442,478		38,977,800		33,984,500		25,627,500		21,456,800		22,858,200		21,058,300		16,715,000		15,967,100		14,632,900		11,818,600		9,338,000		8,274,800		7,800,200		6,381,200		5,282,200		5,245,800		4,870,600		5,203,100		3,484,400		4,695,200		3,727,400		2,749,900		2,135,400				0.3%		(1,349,000)		-38.7%		(614,500)		-22.3%				TRUE		13,307,900		0

						転職会議				-				958,974		3,118,717		3,721,283		2,948,881		7,832,537		13,747,278		16,430,012		15,664,038		25,680,220		32,706,003		41,047,666		44,963,523		56,374,809		71,050,514		81,282,358		83,966,940		94,356,867		141,448,336		186,980,639		201,672,349		212,564,164		206,557,569		212,090,109		230,435,346		227,680,348		289,042,217		283,357,866		270,593,166		316,723,524		301,414,974		306,016,519		285,565,283		254,746,988		252,320,127		242,218,060		235,972,411		210,311,049		147,704,996		148,296,549		124,905,280				14.8%		(111,067,131)		-47.1%		(23,391,269)		-15.8%				TRUE		631,217,874		0

						転職ﾄﾞﾗﾌﾄ テンショク				-																																				0		0		0		0		0		2,000,000		13,960,000		14,969,277		24,980,000		28,980,000		27,510,000		36,400,000		59,200,000		44,550,000		71,400,000		79,000,000		72,201,430		87,700,000		58,600,940		50,789,092		48,700,000		58,700,000		47,800,000		42,050,000				5.0%		(8,739,092)		-17.2%		(5,750,000)		-12.0%				TRUE		197,250,000		0

						就活会議 シュウカツ カイギ				-																																								750,000		7,692,000		3,133,000		1,268,989		14,289,904		19,298,003		53,541,940		43,807,785		38,464,301		37,471,455		62,624,367		60,951,680		17,515,876		24,875,764		91,126,489		72,023,877		22,137,844		31,719,682		69,967,161		61,726,598		150,000		0				0.0%		(31,719,682)		-100.0%		(150,000)		-100.0%				TRUE		131,843,759		0

						ﾘﾌﾞｾﾝｽｺﾈｸﾄ																																																																(300,000)		(600,000)		(800,000)		(600,009)		(199,997)		3		3		1		0		0		0		0				0.0%		(1)		-100.0%		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

						door賃貸 チンタイ				-				15,516,300		20,321,700		25,167,800		32,160,000		69,093,200		53,469,900		58,040,200		65,355,800		133,766,800		112,933,800		87,469,600		106,071,200		125,043,000		69,923,000		64,998,500		57,160,999		82,237,054		64,222,307		47,781,653		55,443,668		89,773,138		38,569,493		45,094,602		47,239,992		109,329,176		89,072,287		127,535,550		124,941,550		209,033,800		141,472,100		200,556,150		215,348,000		256,872,515		156,294,385		191,767,800		125,412,871		0		0		0		0				0.0%		(125,412,871)		-100.0%		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

						IESHIL				-																																												78,353		1,500,988		4,653,820		8,938,624		11,767,410		20,243,375		36,912,501		23,337,501		24,962,311		22,084,531		26,537,865		35,122,797		34,390,401		19,840,972		32,761,986		26,676,897		29,620,638		24,576,290		25,409,471		25,278,367				3.0%		(1,398,530)		-5.2%		(131,104)		-0.5%				TRUE		104,884,766		0

						ﾌｨﾙﾗｲﾌ																																																																8,232,399		9,062,321		13,732,194		12,351,973		20,923,393		23,838,668		12,965,951		20,768,618		23,026,848		12,594,624		8,204,627		9,690,005				1.2%		(11,078,613)		-53.3%		1,485,378		18.1%				TRUE		53,516,104		0

						waja				-				-		-		-		-		-		-		-		-																						115,598,227		102,848,233		119,622,212		107,760,538		101,745,114		110,316,042		135,641,327		148,721,095		160,586,927		132,163,465		153,164,725		135,724,811		127,426,568		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0.0%		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

						新規事業 シンキ ジギョウ		2019から「新規事業」と「その他」に分けている ワ																																																																						497,154		77,054		58,803		44,234		995		0		0		0				0.0%		(44,234)		-100.0%		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		995		0

						その他 タ		2019から「新規事業」と「その他」に分けている ワ		-				5,135,521		3,809,849		5,958,232		10,910,648		12,012,994		21,296,386		16,548,828		14,094,295		14,739,597		7,454,480		5,779,946		5,722,606		19,204,375		5,059,717		4,845,577		4,858,987		6,050,650		9,929,983		14,138,654		17,157,235		22,272,950		26,686,561		33,950,875		34,385,273		40,756,833		44,509,008		43,238,202		41,327,490		53,148,067		41,704,582		37,455,436		19,918,738		2,769,000		2,859,000		2,859,000		2,756,000		2,550,000		2,550,000		2,400,000		2,400,000				0.3%		(356,000)		-12.9%		0		0.0%				TRUE		9,900,000		0

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ								2020000000		●		30,043,576		42,703,564		42,795,999		46,242,231		48,698,332		73,306,569		59,237,416		63,139,731		71,642,038		106,299,014		94,583,182		87,415,810		74,131,801		77,830,562		74,647,230		76,837,994		74,929,351		88,613,712		129,725,450		139,822,123		132,377,675		131,642,130		122,106,906		121,802,762		139,602,843		166,781,725		150,599,644		137,221,244		164,168,881		182,206,778		194,351,367		145,143,799		123,084,820		124,724,983		140,058,364		118,779,044		125,620,428		99,620,252		98,135,936		99,576,662				11.8%		(19,202,382)		-16.2%		1,440,726		1.5%				TRUE		422,953,278		0

				労務費 ロウムヒ				人件費等合計 ジンケンヒトウ ゴウケイ		-				1,722,060		1,796,010		1,799,981		1,868,673		1,868,673		2,919,595		3,427,479		3,575,136		6,771,954		7,633,550		10,073,362		10,492,483		8,215,438		9,314,670		10,611,382		10,118,948		9,377,315		7,182,669		9,759,573		11,382,128		11,040,551		10,658,979		12,130,716		8,853,498		8,772,290		12,409,164		12,662,467		10,965,903		10,970,794		9,159,722		11,502,518		9,662,079		13,892,234		12,688,953		14,513,115		14,803,384		13,958,543		15,257,497		13,740,129		13,241,575				1.6%		(1,561,809)		-10.6%		(498,554)		-3.6%				TRUE		56,197,744		0

						給料手当		人件費 ジンケン		2020200000																																												8,109,749		9,135,107		9,976,253		7,605,548		7,071,448		10,208,562		10,577,047		9,356,307		8,807,908		7,354,613		9,545,684		7,645,384		11,366,015		10,244,110		11,236,583		11,867,200		11,294,017		11,841,805		11,128,644		11,019,812				1.3%		(847,388)		-7.1%		(108,832)		-1.0%				TRUE		45,284,278		0

						雑給		人件費 ジンケン		2020210000																																												114,584						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0.0%		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

						賞与		人件費 ジンケン		2020300000																																																1,371,648		0		(48,800)		0		1,177,356		0		0		0		1,247,500		0		(62,100)		0		2,129,050		0		(67,020)		228,000		2,007,204		0				0.0%		0		ERROR:#DIV/0!		(2,007,204)		-100.0%				TRUE		2,168,184		0

						賞与引当金繰入額		人件費 ジンケン		2020400000																																												1,396,698		217,600		(697,173)		118,525		675,428		655,153		(630,709)		301,678		805,260		668,740		(652,300)		821,700		861,025		861,025		(618,544)		1,113,819		1,030,178		1,262,959		(1,266,136)		386,824				0.0%		(726,995)		-65.3%		1,652,960		-				TRUE		1,413,825		0

						法定福利費		人件費 ジンケン		2020500000																																												1,419,520		1,306,272		1,479,988		1,129,425		1,074,214		1,545,449		1,538,773		1,307,918		1,357,626		1,136,369		1,361,634		1,194,995		1,727,294		1,583,818		1,766,026		1,822,365		1,701,368		1,924,733		1,870,417		1,834,939				0.2%		12,574		0.7%		(35,478)		-1.9%				TRUE		7,331,457		0

						ｼｽﾃﾑ維持費		その他 タ		2020600000				3,135,492		3,165,992		3,140,233		3,437,351		3,546,283		3,420,336		4,492,989		5,017,760		5,145,381		7,936,933		11,338,472		8,607,446		8,292,836		9,239,149		9,776,787		10,477,916		10,941,640		11,527,087		12,423,493		10,924,873		10,692,762		11,744,159		16,282,498		17,412,749		20,401,261		24,359,356		22,296,259		22,511,638		24,531,986		27,596,541		26,917,099		33,345,071		27,842,102		28,612,307		28,356,476		25,384,796		21,613,317		22,514,133		21,026,122		21,350,150				2.5%		(4,034,646)		-15.9%		324,028		1.5%				TRUE		86,503,722		0

						採用祝い金		その他 タ		-				16,515,000		26,095,500		25,310,500		28,155,500		31,444,000		49,692,000		37,940,000		41,907,000		46,550,500		75,207,500		57,433,000		53,810,500		39,473,000		47,119,000		41,737,000		43,035,500		40,382,500		51,632,500		47,281,500		50,113,000		34,381,000		36,960,000		31,011,000		29,658,000		26,039,500		34,197,000		9,714,500		9,319,500		9,285,000		10,685,500		8,542,500		6,571,000		6,252,500		7,691,000		6,971,000		7,337,500		5,149,500		5,399,000		3,830,500		3,089,500				0.4%		(4,248,000)		-57.9%		(741,000)		-19.3%				TRUE		17,468,500		0

						入居祝い金 ニュウキョ イワ キン		その他 タ		-				34,000		112,000		167,000		93,000		145,000		158,000		120,000		143,000		280,000		745,000		1,550,000		1,320,000		1,295,000		925,000		510,000		465,000		1,210,000		4,505,000		2,590,000		1,755,000		2,925,000		1,615,000		1,206,000		1,785,000		2,845,000		4,575,000		3,315,000		2,745,000		3,240,000		3,360,000		2,775,000		5,170,000		5,320,000		5,050,000		3,785,000		4,410,000		650,000		0		0		0				0.0%		(4,410,000)		-100.0%		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		650,000		0

						ｱｿｼｴｲﾄ報酬		その他 タ		2020800000				6,120,471		9,390,131		9,446,949		8,605,200		7,949,340		11,164,819		7,779,320		7,869,691		4,680,238		6,610,223		4,108,633		3,470,872		2,656,070		3,073,597		2,947,559		3,966,110		6,278,802		7,723,066		7,316,406		20,277,648		21,332,216		15,876,013		16,131,580		15,650,063		17,522,860		20,161,090		25,177,672		29,513,235		47,501,010		70,444,659		89,860,549		77,823,547		63,174,980		63,866,187		78,454,103		58,945,380		77,047,257		48,952,681		52,100,249		58,530,369				7.0%		(415,011)		-0.7%		6,430,120		12.3%				TRUE		236,630,556		0

						ﾄﾞﾒｲﾝ取得		その他 ホカ		2020900000				534,089		74,401		594,317		1,797,116		2,108,887		4,037,974		2,844,917		1,688,688		1,919,830		360,887		62,573		30,001		2,573		0		551,839		164,968		173,942		1,908														3,730		(3,730)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0.0%		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

						ｿﾌﾄｳｴｱ償却		その他 ホカ		-				297,456		297,456		369,180		393,097		369,180		417,736		442,014		442,029		0		0		0		0		0		0		0		0		0																0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0.0%		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

						ｲﾍﾞﾝﾄ運営費 ウンエイヒ		その他 ホカ		2021700000																																0		0		0						865,403		1,099,174		246,325		405,601		0		0		0		4,603,902		0		0		0		0		375,000		0		0		0		0		0		0		0		0				0.0%		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

						支払手数料 シハラ テスウリョウ		その他 タ		2022000000																																																				2,160,000		3,860,000		4,050,000		4,050,000		2,250,000		2,250,000		2,310,000		2,310,000		0		0		0		0		0		0		0		0				0.0%		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

						減価償却費		その他 タ		2021300000				1,358,577		1,358,577		1,358,577		1,427,299		773,697		773,697		938,445		1,156,631		1,920,445		4,475,396		5,682,784		5,706,070		4,156,456		4,932,244		4,932,229		4,950,206		3,505,258		3,652,330		4,907,022		6,146,058		7,079,360		9,711,457		9,536,253		9,649,520		9,336,916		8,070,598		8,046,282		8,046,317		4,777,853		4,647,100		4,385,489		4,385,533		3,543,164		3,840,794		4,555,619		4,555,638		3,993,113		3,953,140		3,792,258		0				0.0%		(4,555,638)		-100.0%		(3,792,258)		-100.0%				TRUE		11,738,511		0

						仕入れ シイ		waja		2020100000																																								33,986,052		28,223,034		34,551,822		36,011,777		26,559,467		30,814,403		44,465,525		47,639,951		49,288,001		40,316,885		49,987,887		45,840,215		39,893,387		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0.0%		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

						商品評価損		waja		2021000000																																								561,655		(8,713)		1,392,025		304,071		572,317		3,613,746		887,352		1,022,694		961,882		837,308		987,255		440,626		104,014		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0.0%		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

						輸入諸掛		waja		2021100000																																								6,487,482		5,861,700		6,829,100		6,224,077		6,596,300		6,492,480		7,411,900		7,614,480		7,960,600		6,400,000		8,219,500		6,238,200		6,719,300		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0.0%		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

						期首商品棚卸高		waja		2021800000																																												4,620,935		5,438,283		5,508,543		5,975,890		10,167,324		0		0		0		12,354,779		0		0		2,755,272		0		0		0		0		0		0		0		0				0.0%		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

						期末商品棚卸高		waja		2021900000																																												(6,830,308)		(5,812,614)		(6,548,207)		(10,101,854)		(12,309,039)		63,618		(191,670)		114,808		(12,376,967)		(815,385)		(1,514,276)		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0.0%		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

				（間接費からの配賦内訳） カンセツ ヒ ハイフ ウチワケ						-																																																		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0.0%		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

						福利厚生費		その他 ホカ		-				13,064		13,363		17,571		23,764		21,376		34,546		53,382		57,072		98,685		127,645		155,532		207,192		94,585		112,362		104,622		148,404		85,042		56,680		79,565		76,104		13,355						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0.0%		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

						通勤交通費		その他 ホカ		-				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0.0%		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

						消耗品費		その他 ホカ		-				30,551		55,074		186,063		47,300		57,473		83,694		105,590		83,898		1,113,890		511,505		748,944		599,028		481,788		587,067		333,912		352,284		315,942		184,396		565,305		130,920		111,728								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0.0%		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

						地代・家賃		その他 ホカ		-				100,595		61,990		169,450		154,997		136,040		202,100		240,246		410,254		1,316,220		1,011,820		1,206,006		1,192,086		796,284		821,866		911,994		860,022		726,334		505,280		970,188		1,195,176		873,361		815,960		851,557		661,059		605,977		871,197		828,642		743,837		706,339		535,830		450,147		720,849		816,571		735,177		804,955		869,939		767,232		820,261		865,844		744,723				0.1%		(125,216)		-14.4%		(121,121)		-14.0%				TRUE		3,198,060		0

						賃借料		その他 ホカ		-				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0.0%		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

						保険料		その他 ホカ		-				957		866		742		715		2,229		8,175		8,854		9,478		19,000		17,380		19,650		18,306		12,982		13,071		13,950		11,928		15,030		6,224		9,140		10,416		9,146								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0.0%		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

						修繕費		その他 ホカ		-				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0.0%		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

						人材募集費		その他 ホカ		-				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0.0%		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

						租税公課		その他 ホカ		-				5,957		17,722		4,198		5,474		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0.0%		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

						減価償却費 配賦 ハイフ		その他 ホカ		-				29,058		61,654		30,317		37,424		27,909		43,582		259,698		241,892		262,375		227,220		385,122		292,794		182,248		201,831		234,732		223,692		160,476		113,340		345,113		313,912		223,667		218,408		240,303		189,374		282,148		311,580		108,315		84,356		70,366		73,070		92,088		85,338		90,503		87,325		87,308		98,882		83,958		96,964		217,322		56,042				0.0%		(42,840)		-43.3%		(161,280)		-74.2%				TRUE		454,286		0

						貸倒引当金繰入額		その他 ホカ		-				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0.0%		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

						旅費交通費		その他 ホカ		-				2,665		3,631		4,008		3,435		3,058		6,575		6,554		14,232		32,310		44,060		51,648		37,224		30,839		43,076		8,568		44,100		27,402		29,776		28,414		38,960		25,944								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0.0%		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

						通信費		その他 ホカ		-				29,741		33,061		31,513		30,090		37,559		53,433		61,326		70,764		156,485		149,765		223,194		284,952		150,356		200,832		206,664		200,436		138,494		116,788		197,121		297,024		199,504								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0.0%		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

						水道光熱費		その他 ホカ		-				13,014		8,608		21,597		12,442		13,197		20,537		30,132		21,908		61,785		49,335		92,772		84,276		52,512		49,583		75,414		63,276		54,978		42,820		92,805		89,640		56,595		49,097		65,856		43,854		37,799		54,197		64,441		50,940		50,475		36,175		59,796		36,524		59,220		48,145		64,708		56,959		47,436		37,033		48,216		39,788				0.0%		(17,171)		-30.1%		(8,428)		-17.5%				TRUE		172,473		0

						支払手数料 配賦 ハイフ		その他 ホカ		-				97,054		148,399		139,720		144,397		162,216		251,271		468,186		414,116		1,189,740		1,085,470		1,265,526		1,153,758		1,387,967		1,106,106		1,647,264		1,721,142		1,468,516		1,308,724		2,104,798		2,106,720		1,724,569		1,581,138		1,557,122		1,104,980		972,300		1,575,530		1,713,350		1,521,518		1,612,604		1,714,525		2,253,756		1,903,586		2,093,546		2,105,095		2,466,080		2,316,566		2,310,072		2,589,543		2,515,296		2,524,515				0.3%		207,949		9.0%		9,219		0.4%				TRUE		9,939,426		0

						広告宣伝費		広告宣伝費 コウコクセンデンヒ		-				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0.0%		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

						交際費		その他 ホカ		-				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0.0%		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

						図書費		その他 ホカ		-				2,730		2,649		1,094		2,773		2,148		3,914		4,354		4,600		13,835		9,860		14,214		11,730		10,218		6,702		8,400		10,326		9,510		2,300		5,071		4,016		6,888								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0.0%		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

						研修費		その他 ホカ		-				553		2,006		1,741		1,041		405		4,873		9,568		8,630		28,030		47,905		153,930		70,326		46,977		43,694		24,252		16,530		9,172		14,716		8,249		10,728		2,644								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0.0%		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

						研究開発費		その他 ホカ		-				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0.0%		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

						諸会費		その他 ホカ		-				380		4,333		1,199		902		1,925		5,478		1,590		1,542		3,245		7,200		7,158		4,986		3,392		6,492		1,812		1,710		3,260		3,524		3,243		6,352		3,836								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0.0%		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

						会議費		その他 ホカ		-				112		141		49		241		27,737		4,234		2,772		1,410		78,090		40,360		10,662		21,780		63,599		34,220		8,850		5,496		45,738		4,584		3,255		2,024		12,801								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0.0%		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

				経費計 ケイヒ ケイ						-				28,321,516		40,907,554		40,996,018		44,373,558		46,829,659		70,386,974		55,809,937		59,564,595		64,870,084		98,665,464		84,509,820		76,923,327		59,189,682		68,515,892		64,035,848		70,336,336		65,552,036		81,431,043		78,930,688		94,363,974		80,773,550		78,817,557		77,287,770		76,154,599		80,207,491		98,031,818		79,918,363		78,586,341		94,025,633		121,343,400		137,646,424		132,726,448		109,192,586		112,036,030		125,545,249		103,975,660		111,661,885		84,362,755		84,395,807		86,335,087				10.3%		(17,640,573)		-17.0%		1,939,280		2.3%				TRUE		366,755,534		0

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ								2030000000		●		167,202,245		249,286,432		264,860,231		291,363,170		376,419,536		524,816,177		511,359,700		607,065,174		784,827,318		1,139,143,432		992,728,115		979,514,147		913,598,925		1,063,155,533		1,027,252,136		972,056,264		959,091,329		1,176,263,870		1,196,182,655		1,304,729,419		1,151,775,910		1,246,025,161		1,219,349,167		1,241,493,697		1,254,839,765		1,547,410,303		1,480,137,285		1,474,177,873		1,580,068,694		1,593,674,926		1,510,205,518		1,422,093,049		1,408,105,313		1,504,619,829		1,408,376,587		1,362,083,215		1,225,369,491		903,718,750		784,885,000		741,984,675				88.2%		(620,098,540)		-45.5%		(42,900,325)		-5.5%				TRUE		3,655,957,916		0

		販売費及び一般管理費								2040000000		●		86,395,894		101,578,414		124,098,339		141,874,936		155,303,680		179,102,834		315,697,907		238,711,882		367,136,502		625,917,817		633,713,302		684,966,930		776,440,155		799,883,857		820,005,924		945,149,311		1,062,278,825		1,244,581,008		1,264,318,071		1,057,335,098		997,648,815		1,103,543,504		1,114,488,442		1,127,486,993		1,199,959,012		1,385,484,615		1,478,611,724		1,470,385,952		1,501,405,943		1,627,609,983		1,528,770,589		1,325,933,907		1,349,543,594		1,441,357,396		1,496,950,425		1,401,017,707		1,352,657,063		1,179,907,452		1,128,380,451		1,124,109,324				133.6%		(276,908,383)		-19.8%		(4,271,127)		-0.4%				TRUE		4,785,054,290		0

				人件費 ジンケンヒ				人件費等合計 ジンケンヒ トウ ゴウケイ		-				54,492,780		59,923,234		70,761,159		81,831,943		92,854,188		110,120,159		123,731,104		131,680,627		142,153,880		188,031,603		209,919,447		233,322,110		247,603,630		302,549,584		317,563,671		334,687,161		374,395,056		442,246,452		503,470,767		499,543,180		508,809,632		500,788,244		537,514,039		538,053,575		563,734,838		608,127,663		632,523,525		598,565,672		627,652,509		627,547,143		631,179,889		557,035,908		545,051,730		539,516,312		544,701,021		539,395,776		530,619,606		559,495,672		546,725,396		540,409,635				64.2%		1,013,859		0.2%		(6,315,761)		-1.2%				TRUE		2,177,250,309		0

						役員報酬		人件費 ジンケン		2040400000				12,660,000		12,660,000		12,660,000		12,660,000		12,660,000		12,660,000		12,660,000		12,660,000		12,660,000		12,660,000		12,660,000		12,660,000		12,660,000		14,460,000		11,060,000		9,210,000		12,510,000		11,160,000		14,650,000		8,897,346		18,757,300		19,035,900		19,035,900		19,068,850		19,035,900		17,970,000		18,030,000		1,950,000		13,980,000		13,980,000		13,980,000		13,980,000		13,980,000		11,580,000		11,580,000		11,580,000		11,580,000		11,580,000		11,580,000		11,580,000				1.4%		0		0.0%		0		0.0%				TRUE		46,320,000		0

						給料手当		人件費 ジンケン		2040500000				28,260,000		32,277,183		38,114,653		46,693,996		50,066,798		59,642,547		65,662,996		68,408,449		69,997,850		95,231,184		106,427,871		116,864,209		123,653,849		139,424,517		141,178,696		145,443,460		159,083,678		195,065,205		233,014,485		241,550,040		245,260,625		285,480,823		305,574,589		306,254,814		324,702,574		363,730,487		382,683,225		394,138,662		391,234,020		405,876,674		412,128,813		353,623,907		349,868,314		344,087,994		343,997,860		337,985,165		343,410,417		351,975,232		363,081,335		355,621,904				42.3%		17,636,739		5.2%		(7,459,431)		-2.1%				TRUE		1,414,088,888		0

						雑給		人件費 ジンケン		2040600000				6,052,658		7,120,906		10,213,472		10,832,599		14,249,465		15,666,285		18,430,109		20,297,282		25,492,502		30,047,257		30,858,668		36,343,939		42,314,830		64,481,087		76,262,774		84,221,761		86,493,985		98,519,050		109,792,007		111,828,321		104,557,194		106,677,975		109,770,019		105,731,860		98,357,440		99,943,970		99,804,996		93,367,973		86,579,365		83,577,105		84,434,441		74,642,381		70,146,029		76,189,344		77,842,244		82,730,622		76,531,683		78,009,727		77,569,307		76,268,673				9.1%		(6,461,949)		-7.8%		(1,300,634)		-1.7%				TRUE		308,379,390		0

						人材派遣費		その他 タ		2040900000				683,201		0		0		0		1,928,747		4,831,808		7,298,882		9,879,436		11,911,055		23,261,827		30,419,685		29,668,900		23,914,107		28,527,322		34,310,493		35,994,831		49,227,619		65,366,630		60,397,464		47,741,353		30,773,254		10,691,650		8,896,168		8,045,034		8,294,148		10,594,969		12,385,008		11,213,711		8,960,316		13,986,256		9,992,155		7,953,122		5,964,497		6,624,258		5,621,159		1,770,113		1,565,701		1,139,813		0		0				0.0%		(1,770,113)		-100.0%		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		2,705,514		0

						法定福利費		人件費 ジンケン		2041100000				5,139,127		5,923,608		7,244,149		8,489,287		9,547,528		10,631,270		12,263,387		12,681,817		14,002,408		17,102,318		19,234,408		22,008,722		25,515,220		31,047,865		32,057,291		34,652,427		37,748,206		44,322,250		51,460,856		55,737,681		57,333,621		59,737,936		62,636,387		64,501,970		66,065,530		71,867,232		72,895,704		70,628,767		74,239,968		73,507,577		70,209,991		66,267,554		65,956,389		65,385,249		64,006,892		64,925,132		62,898,404		67,479,872		65,258,868		66,993,855				8.0%		2,068,723		3.2%		1,734,987		2.7%				TRUE		262,630,999		0

						福利厚生費		人件費 ジンケン		2041200000				619,363		702,098		1,069,224		1,593,058		1,640,850		1,805,665		2,520,126		2,783,264		2,288,670		3,346,209		3,640,476		5,530,306		3,745,117		4,840,715		4,327,630		6,530,923		4,297,410		4,340,722		5,072,177		3,891,107		1,415,104		1,447,263		2,496,377		2,500,019		1,336,449		1,084,385		2,814,453		4,016,260		1,711,611		1,412,866		4,095,195		3,443,186		806,767		958,163		3,195,306		2,897,687		814,426		391,410		425,403		673,125				0.1%		(2,224,562)		-76.8%		247,722		58.2%				TRUE		2,304,364		0

						通勤交通費		人件費 ジンケン		2041300000				1,078,431		1,239,439		1,459,661		1,563,003		1,917,175		2,351,709		2,364,729		2,439,504		3,270,520		3,851,933		4,147,464		4,424,145		4,920,825		6,751,728		7,525,496		7,693,225		8,163,908		9,584,157		10,200,894		10,723,682		10,597,097		11,525,100		11,392,430		11,302,160		10,696,998		11,062,096		11,145,628		10,678,879		10,498,476		10,276,800		9,966,128		9,587,276		9,218,367		9,230,331		9,107,370		8,561,514		7,994,937		5,491,830		917,611		1,015,004				0.1%		(7,546,510)		-88.1%		97,393		10.6%				TRUE		15,419,382		0

						株式報酬費用		人件費 ジンケン		2041000000				0		0		0		0		843,625		2,530,875		2,530,875		2,530,875		2,530,875		2,530,875		2,530,875		2,530,875		2,024,700		1,012,350		1,012,350		1,012,350		674,900																0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0.0%		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

						賞与引当金繰入額		人件費 ジンケン		2040800000																				0		0		0		3,291,014		8,854,982		12,004,000		9,828,941		9,928,184		15,402,100		13,888,438		(9,662,958)		19,173,650		39,984,945		6,191,597		(22,334,609)		20,648,868		34,228,292		31,874,524		(23,780,805)		12,221,420		36,677,791		23,339,290		(29,716,482)		24,955,332		29,551,843		22,507,823		(20,778,583)		26,272,393		29,631,096		30,401,213		(27,148,161)		25,706,074				3.1%		(566,319)		-2.2%		52,854,235		-				TRUE		58,590,222		0

						賞与		人件費 ジンケン		2040700000																				0		0		0		0		0		0		0		0		793,250				28,545,842				130,492				40,046,778		0		1,017,507		0		56,545,316		350,000		3,770,962		1,590,575		56,089,648		2,583,150		(440,476)		2,953,150		50,128,773		2,673,150		(3,807,058)		13,026,575		55,041,033		2,551,000				0.3%		(122,150)		-4.6%		(52,490,033)		-95.4%				TRUE		66,811,550		0

						人材募集費		その他 タ		2041400000				3,069,744		2,688,000		4,870,800		9,659,754		6,673,684		8,506,002		4,998,002		2,049,334		10,015,775		22,376,375		21,129,084		16,336,097		14,214,670		25,748,000		16,238,751		27,097,700		27,485,766		38,279,974		32,079,696		29,019,555		16,696,332		24,259,983		16,064,751		25,150,780		21,776,240		31,973,931		43,678,412		32,035,627		14,417,622		27,713,151		26,195,531		20,625,455		18,516,431		24,038,068		18,560,559		14,690,368		21,418,211		10,834,805		7,945,489		6,447,049				0.8%		(8,243,319)		-56.1%		(1,498,440)		-18.9%				TRUE		46,645,554		0

						広告宣伝費		広告宣伝費 コウコクセンデンヒ		2040300000				6,224,584		9,038,556		6,337,234		8,231,703		9,383,809		15,384,194		122,159,531		26,647,001		108,738,355		312,361,268		282,629,843		300,930,296		349,399,561		279,836,346		287,895,977		365,797,961		424,304,813		510,047,669		397,576,830		241,497,320		205,176,331		317,489,791		296,221,759		314,020,135		347,469,724		438,581,764		510,522,847		551,211,006		559,015,117		619,726,930		512,859,238		457,030,997		535,561,239		610,082,768		656,507,134		564,704,683		523,253,321		342,388,004		302,236,689		327,161,509				38.9%		(237,543,174)		-42.1%		24,924,820		8.2%				TRUE		1,495,039,523		0

						販売促進費		その他 タ		2040100000				1,269,247		1,773,832		1,121,972		589,708		1,554,260		793,027		418,548		3,974,195		1,950,056		8,590,360		14,742,785		26,231,517		26,857,034		47,389,299		40,189,015		39,806,520		55,751,893		42,364,723		32,064,706		33,328,771		24,208,757		15,820,812		20,922,879		19,130,324		14,220,266		7,569,674		6,252,971		8,671,496		3,196,198		2,031,015		884,116		1,795,070		2,342,297		993,575		829,557		757,092		0		0		0		0				0.0%		(757,092)		-100.0%		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

						消耗品費		その他 タ		2042400000				1,454,551		2,917,545		10,988,308		3,202,111		4,401,200		4,587,377		4,949,297		4,089,007		25,496,294		13,416,849		17,730,384		15,793,287		19,379,667		24,653,844		14,086,852		15,513,746		16,301,410		13,971,172		29,445,505		6,764,635		7,384,232		4,847,866		7,204,170		3,420,417		5,187,699		14,415,598		5,708,628		11,643,087		4,013,577		5,682,919		5,623,873		8,341,228		1,708,824		4,866,970		3,014,738		2,281,121		5,122,966		1,556,873		1,455,854		3,865,199				0.5%		1,584,078		69.4%		2,409,345		165.5%				TRUE		12,000,892		0

						地代家賃		その他 タ		2041800000				4,758,171		3,160,656		10,323,264		10,323,252		10,323,252		10,323,252		11,330,400		20,024,636		30,266,521		26,489,722		28,175,217		31,546,203		31,546,203		35,402,421		38,858,460		39,180,939		38,563,416		39,846,407		51,472,866		54,892,437		48,587,707		50,746,223		51,391,889		51,465,864		52,567,939		52,712,676		49,534,173		47,672,104		50,084,134		53,851,279		53,878,571		49,649,289		48,888,382		48,471,927		49,074,851		49,989,076		49,753,686		49,222,308		49,596,469		42,225,090				5.0%		(7,763,986)		-15.5%		(7,371,379)		-14.9%				TRUE		190,797,553		0

						保険料		その他 タ		2042000000				45,252		45,252		45,248		47,556		170,889		417,555		417,561		461,327		439,463		454,962		458,458		484,144		508,678		557,704		601,687		524,719		725,191		476,233		548,706		590,677		584,459		560,190		560,192		564,945		751,112		651,216		645,216		660,327		704,117		619,913		645,873		518,795		736,088		456,285		461,665		459,673		547,977		555,905		447,265		446,438				0.1%		(13,235)		-2.9%		(827)		-0.2%				TRUE		1,997,585		0

						租税公課		その他 タ		2042700000				291,000		965,750		251,900		4,765,780		1,788,700		3,334,200		2,716,400		3,606,312		3,627,700		5,302,788		4,681,979		4,158,534		3,026,400		4,005,750		2,658,112		3,031,595		2,711,600		5,378,177		5,365,769		6,891,243		7,415,093		8,798,937		8,041,026		1,394,438		9,752,850		13,107,447		11,529,299		(6,238,735)		9,737,109		10,259,185		2,986,297		13,013,218		8,414,956		10,541,266		6,621,146		29,780,120		5,845,291		5,975,825		13,495,944		5,182,303				0.6%		(24,597,817)		-82.6%		(8,313,641)		-61.6%				TRUE		30,499,363		0

						減価償却費		その他 タ		2043300000				1,377,272		3,349,451		1,873,879		2,499,864		2,120,410		2,185,442		12,233,235		11,767,427		6,056,151		5,948,081		9,005,993		7,750,944		7,242,159		8,616,455		9,715,030		9,817,260		8,198,899		8,673,874		16,683,529		14,813,741		13,058,516		13,607,580		13,817,201		14,234,713		28,213,674		27,439,815		9,764,955		8,864,784		6,639,325		7,580,199		7,942,519		6,020,834		5,334,755		5,683,203		5,299,206		5,653,653		5,353,552		5,722,540		12,221,546		3,119,387				0.4%		(2,534,266)		-44.8%		(9,102,159)		-74.5%				TRUE		26,417,025		0

						貸倒引当金繰入額		その他 タ		2043100000				1,347,551		2,288,131		255,997		1,124,053		1,788,567		509,278		325,906		3,219,063		2,319,801		1,060,459		608,453		1,494,243		1,818,335		1,111,438		791,001		7,366,987		5,426,028		10,517,460		9,917,263		(21,457,440)		515,446		1,103,680		2,411,315		3,261,499		575,948		1,428,820		4,870,311		(4,254,425)		542,429		792,838		(805,515)		338,831		1,093,555		498,707		683,229		(109,011)		2,594,615		(1,765,242)		400,679		(376,445)				-0.0%		(267,434)		-		(777,124)		-				TRUE		853,607		0

						旅費交通費		その他 タ		2042200000				125,439		191,310		244,119		230,137		235,200		315,568		307,501		692,822		754,600		1,155,428		1,212,349		969,375		1,163,936		1,818,973		1,478,847		2,645,730		1,598,741		2,281,804		3,004,717		3,292,622		3,094,015		3,838,782		6,492,274		9,718,349		7,267,815		8,388,493		8,481,167		9,309,689		6,335,504		12,527,117		12,466,680		8,568,144		4,356,857		3,509,885		2,836,758		2,692,749		1,990,121		163,887		697,482		571,462				0.1%		(2,121,287)		-78.8%		(126,020)		-18.1%				TRUE		3,422,952		0

						通信費		その他 タ		2042300000				1,410,361		1,737,727		1,916,445		2,004,681		2,862,225		2,832,487		2,894,566		3,446,813		3,626,572		3,915,812		5,203,399		7,574,366		5,942,432		8,631,536		8,586,229		8,859,587		7,186,747		8,966,760		12,411,806		16,264,218		14,447,968		12,517,405		14,253,688		13,613,489		14,386,527		13,896,066		14,038,668		12,734,175		13,345,969		16,069,100		16,473,486		8,794,805		7,805,622		8,395,299		8,330,874		6,836,978		6,526,349		7,825,023		8,042,911		7,643,225				0.9%		806,247		11.8%		(399,686)		-5.0%				TRUE		30,037,508		0

						水道光熱費		その他 タ		2041900000				614,715		453,782		1,322,975		828,741		1,008,262		1,016,603		1,422,835		1,065,932		1,431,185		1,292,531		2,169,489		2,214,148		2,108,915		2,157,182		3,121,584		2,843,158		2,876,996		3,290,405		4,992,602		4,311,080		3,364,117		3,264,984		4,146,756		3,594,032		3,485,578		3,475,422		4,408,833		3,620,616		3,865,630		4,125,011		4,929,464		3,650,398		3,622,687		3,202,393		3,961,439		3,312,774		3,114,441		2,296,967		2,809,012		2,294,539				0.3%		(1,018,235)		-30.7%		(514,473)		-18.3%				TRUE		10,514,959		0

						支払手数料		その他 タ		2042600000				4,581,883		7,780,767		8,522,788		9,634,154		12,372,002		12,679,236		22,048,436		20,162,141		27,491,324		28,383,869		29,516,230		30,522,918		55,846,548		47,611,174		68,715,337		75,857,173		77,403,850		100,358,096		130,685,817		118,411,510		116,681,591		117,503,988		111,837,676		104,218,945		107,590,517		135,279,789		142,606,376		157,862,769		166,081,700		200,944,471		215,885,684		152,232,527		127,463,043		143,713,719		158,230,312		139,927,011		155,964,337		158,863,720		146,493,359		145,134,561				17.2%		5,207,550		3.7%		(1,358,798)		-0.9%				TRUE		606,455,977		0

						交際費		その他 タ		2041600000				355,054		441,374		571,574		564,669		425,397		480,218		648,651		1,491,047		1,314,672		2,061,513		2,188,305		2,332,946		3,306,354		2,861,826		2,661,880		3,046,936		2,762,725		3,894,690		4,121,577		3,173,099		2,227,615		3,479,600		6,357,830		6,312,852		4,047,748		5,630,208		6,978,668		6,987,517		5,782,215		10,053,337		8,033,679		7,739,463		4,932,071		5,618,675		6,270,178		6,640,936		2,886,687		356,398		907,362		2,163,880				0.3%		(4,477,056)		-67.4%		1,256,518		138.5%				TRUE		6,314,327		0

						図書費		その他 タ		2041700000				128,170		139,805		67,250		187,649		159,386		226,490		205,809		223,706		319,417		256,700		333,686		307,926		411,139		290,983		361,543		468,911		526,556		176,820		372,196		345,204		453,839		198,771		358,664		415,814		545,730		227,134		223,682		225,903		393,122		392,077		360,295		251,722		277,270		241,600		331,535		288,426		267,226		161,553		144,653		188,830				0.0%		(99,596)		-34.5%		44,177		30.5%				TRUE		762,262		0

						研修費		その他 タ		2042900000				25,716		102,859		102,764		68,908		30,002		217,478		450,671		418,670		656,052		1,262,933		3,634,148		1,856,076		1,875,084		1,889,780		1,024,045		731,365		506,713		1,108,912		453,067		552,703		202,954		252,966		576,578		340,948		560,734		1,748,428		1,542,120		2,825,649		4,292,971		2,219,009		2,560,707		565,351		1,369,487		1,927,929		475,496		969,208		4,904,931		4,176,698		2,381,372		2,998,915				0.4%		2,029,707		209.4%		617,543		25.9%				TRUE		14,461,916		0

						諸会費		その他 タ		2042800000				18,000		221,000		74,762		60,000		141,667		285,000		75,000		75,000		75,000		190,000		165,000		125,000		125,000		275,000		86,085		75,565		171,740		271,476		167,590		288,529		221,164		539,801		215,001		215,001		264,997		619,798		231,998		248,330		365,004		669,796		344,996		265,006		605,007		759,799		354,999		355,001		635,004		659,796		354,996		354,996				0.0%		(5)		-0.0%		0		0.0%				TRUE		2,004,792		0

						会議費		その他 タ		2041500000				5,297		7,191		3,048		15,824		2,135,998		271,395		130,610		68,389		1,854,875		1,028,798		248,051		573,445		3,113,172		1,523,208		366,271		240,929		3,127,078		352,719		470,119		427,285		1,255,162		373,050		534,681		542,470		897,417		325,518		546,689		251,399		992,569		168,947		303,199		34,787		642,065		201,913		299,409		336,563		679,119		9,936		10,716		0				0.0%		(336,563)		-100.0%		(10,716)		-100.0%				TRUE		699,771		0

						貸倒損失		その他 タ		2043200000				538,000		341,200		148,952		432,000		368,500		617,811		145,356		224,647		60,373		328,115		39,290		474,825		198,448		1		906,145		1,905,256		2,490,556		1,388,815		(295,358)		21,599,192		1,363,092		641,526		1,088,544		740,691		1,397,883		869,925		2,338,756		789,576		744,270		1,277,220		479,414		749,952		692,758		212,976		362,405		1,451,215		427,332		493,571		377,953		1,251,145				0.1%		(200,070)		-13.8%		873,192		231.0%				TRUE		2,550,001		0

						支払報酬		その他 タ		2043000000				4,589,538		4,788,252		4,903,163		6,037,444		4,999,354		5,034,826		5,870,062		6,451,020		6,099,919		6,325,561		4,978,463		5,903,954		6,469,082		6,104,735		7,466,450		9,024,692		9,886,071		10,146,190		17,266,825		10,111,686		9,487,213		10,163,815		11,710,858		13,768,378		11,416,157		13,861,240		14,271,719		20,398,804		15,832,294		15,012,805		15,501,474		19,123,811		19,632,040		18,024,387		19,751,334		19,342,352		20,371,211		20,840,132		20,734,887		23,180,250				2.8%		3,837,898		19.8%		2,445,363		11.8%				TRUE		85,126,480		0

						間接費配賦勘定		その他 タ		2043600000				(326,431)		(777,260)		(609,262)		(464,995)		(493,272)		(1,034,764)		(1,781,574)		(3,127,234)		(7,611,483)		(4,315,910)		(5,056,751)		(5,935,424)		(5,716,292)		(3,226,902)		(3,580,434)		(3,659,346)		0																0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0.0%		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

						発送費 ハッソウヒ		その他 タ		-																				0		0		0		0		0		75,520		213,386		214,907		0																0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0.0%		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

						リース料 リョウ		その他 タ		2042500000																				0		0		0		0		0		0		0		69,860		209,580		209,580		903,780		1,231,240		1,308,630		1,508,590		2,666,500		2,842,878		3,647,377		4,800,123		7,493,431		5,602,522		6,921,355		8,065,022		9,545,209		9,588,316		10,496,430		10,399,740		9,992,580		11,261,943		10,381,080		10,073,081		10,900,417		9,847,356				1.2%		(1,414,587)		-12.6%		(1,053,061)		-9.7%				TRUE		41,201,934		0

						雑費 ザッピ		その他 タ		2043500000																				0		0		0		0		0		0		0		0		(332,600)		332,600		148,444		453,359		115,698		247,668		100,171		466,456		200,242		353,867		419,280		698,060		451,203		281,499		495,910		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0.0%		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

						のれん代償却 ダイ ショウキャク		その他 タ		2043610000																																								10,989,252		10,989,252		10,989,252		10,989,252						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0.0%		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

		営業損益 エイギョウ ソンエキ								2050000000		●		80,806,351		147,708,018		140,761,892		149,488,234		221,115,856		345,713,343		195,661,793		368,353,292		417,690,816		513,225,615		359,014,813		294,547,217		137,158,770		263,271,676		207,246,212		26,906,953		(103,187,496)		(68,317,138)		(68,135,416)		247,394,321		154,127,095		142,481,657		104,860,725		114,006,704		54,880,753		161,925,688		1,525,561		3,791,921		78,662,751		(33,935,057)		(18,565,071)		96,159,142		58,561,719		63,262,433		(88,573,838)		(38,934,492)		(127,287,572)		(276,188,702)		(343,495,451)		(382,124,649)				-45.4%		(343,190,157)		-		(38,629,198)		-				TRUE		(1,129,096,374)		0

						ﾏｯﾊﾊﾞｲﾄ																																														287,823,975		171,604,213		189,444,947		142,926,039		119,909,583		39,557,595		142,999,073		68,100,765		34,262,346		21,691,274		41,901,728		9,096,947		61,577,366		34,265,238		93,561,329		50,505,320		106,800,945		100,329,254		33,305,761		35,351,129		1,939,524				0.2%		(104,861,421)		-98.2%		(33,411,605)		-94.5%				TRUE		170,925,668		0

						転職ﾅﾋﾞ テンショク																																														133,053,944		119,266,364		173,781,757		158,749,992		145,395,551		101,611,466		155,622,695		77,307,173		133,880,097		69,307,603		133,151,938		152,153,966		173,970,326		58,792,060		84,854,178		39,579,952		59,383,676		(16,513,444)		(42,140,226)		(55,541,184)		(69,417,320)				-8.2%		(128,800,996)		-		(13,876,136)		-				TRUE		(183,612,174)		0

						ｼﾞｮﾌﾞｾﾝｽ派遣																																														24,626,397		20,454,973		21,942,334		20,335,094		16,228,173		15,410,033		14,159,986		11,554,187		9,054,586		7,994,881		7,606,700		6,198,700		5,151,200		5,145,300		4,819,600		5,100,100		3,426,900		4,566,681		3,648,400		2,719,400		2,126,740				0.3%		(1,300,160)		-37.9%		(592,660)		-21.8%				TRUE		13,061,221		0

						転職会議																																														110,070,048		126,275,895		115,838,177		98,538,840		110,503,047		109,979,188		159,225,492		121,232,544		98,492,152		161,622,717		133,953,103		119,417,588		46,618,125		67,072,690		97,253,723		105,145,834		126,422,683		107,253,174		34,865,072		41,087,429		27,601,674				3.3%		(98,821,009)		-78.2%		(13,485,755)		-32.8%				TRUE		210,807,349		0

						転職ﾄﾞﾗﾌﾄ																																																(2,922,190)		(10,831,990)		(4,625,918)		(1,236,808)		3,650,031		2,998,402		(5,089,074)		2,444,072		22,568,663		8,330,864		33,110,896		39,978,930		33,208,291		44,960,906		13,563,642		5,356,052		4,172,416		17,798,541		6,515,300		1,500,113				0.2%		(3,855,939)		-72.0%		(5,015,187)		-77.0%				TRUE		29,986,370		0

						就活会議 シュウカツ カイギ																																														(17,165,384)		(14,036,091)		(24,119,807)		(10,670,771)		5,986,152		30,195,381		8,300,180		(3,010,679)		(10,583,843)		18,828,740		15,853,968		(27,902,322)		(19,388,020)		47,572,875		13,889,518		(29,162,983)		(12,380,245)		28,781,126		25,792,276		(13,437,640)		(407,874)				-0.0%		11,972,371		-		13,029,766		-				TRUE		40,727,888		0

						ﾘﾌﾞｾﾝｽｺﾈｸﾄ																																																																(24,261,409)		(56,119,504)		(36,702,001)		18,403,953		60,582		53,298		60,970		61,030		45,801		60,828		60,990		55,629				0.0%		(5,401)		-8.8%		(5,361)		-8.8%				TRUE		223,248		0

						door賃貸 チンタイ																																														3,608,092		34,085,022		(7,908,006)		2,872,628		4,163,490		45,631,669		19,541,187		50,901,223		53,595,253		108,569,832		52,323,566		100,312,483		90,517,714		120,034,601		47,499,486		58,987,653		19,269,811		(1,441,151)		(130,000)		0		4,364				0.0%		(19,265,447)		-100.0%		4,364		ERROR:#DIV/0!				TRUE		(1,566,787)		0

						IESHIL																																																(27,115,805)		(23,820,858)		(24,267,457)		(18,966,023)		(15,221,218)		(13,952,132)		(5,256,428)		(23,401,613)		(15,399,608)		(16,738,745)		(10,251,102)		(5,008,355)		(5,160,748)		(11,476,636)		(17,139,468)		(13,044,768)		(21,235,342)		(21,602,496)		(12,009,482)		(9,348,217)				-1.1%		3,696,551		-		2,661,265		-				TRUE		(64,195,537)		0

						ﾌｨﾙﾗｲﾌ																																																																(16,889,857)		(21,127,981)		(13,098,287)		(15,584,254)		(9,531,612)		(13,886,454)		(13,750,222)		(8,904,232)		(9,271,786)		(14,770,581)		(14,560,116)		(13,319,281)				-1.6%		(4,415,049)		-		1,240,835		-				TRUE		(51,921,764)		0

						waja																																												(16,224,602)		(22,660,422)		(19,184,456)		(23,807,457)		(10,816,800)		(4,582,323)		3,634,326		5,999,340		3,974,368		(10,925,739)		(7,863,554)		(14,043,888)		(36,454,768)		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0.0%		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

						新規事業 シンキ ジギョウ		2019から「新規事業」と「その他」に分けている ワ																																																																						(11,586,335)		(11,413,831)		(2,503,467)		(10,400,515)		(19,289,470)		(19,873,612)		(46,505,887)		(50,655,601)				-6.0%		(40,255,086)		-		(4,149,714)		-				TRUE		(136,324,570)		0

						その他 タ		2019から「新規事業」と「その他」に分けている ワ						658,749		(555,063)		1,870,575		4,322,720		(76,440)		4,691,444		594,451		1,214,378		1,894,054		(5,858,386)		(9,949,352)		(9,324,386)		3,240,367		(9,413,620)		(20,128,538)		(27,456,530)		(33,578,293)		(31,141,245)		(42,743,303)		(39,537,175)		(14,692,504)		(13,221,389)		(12,161,877)		(10,141,487)		2,675,223		(65,741)		(4,582,518)		(3,672,653)		1,235,342		(7,635,718)		(17,677,071)		(5,497,385)		2,769,000		2,859,000		2,859,000		2,756,000		2,550,000		2,550,000		2,400,000		2,400,000				0.3%		(356,000)		-12.9%		0		0.0%				TRUE		9,900,000		0

				全社費用 ゼンシャ ヒヨウ						-				58,014,040		64,053,412		84,582,433		95,631,341		78,924,160		85,488,993		100,219,264		120,862,422		(160,829,753)		(176,148,703)		(198,349,680)		(216,470,377)		(239,108,254)		(266,292,120)		(217,210,418)		(233,996,065)		(227,763,057)		(257,094,657)		(283,962,870)		(232,425,154)		(239,608,326)		(254,816,051)		(256,019,045)		(253,252,651)		(282,242,941)		(332,902,794)		(313,606,000)		(279,352,737)		(268,741,873)		(311,391,088)		(296,770,100)		(294,580,458)		(284,080,223)		(289,711,684)		(301,820,169)		(317,681,829)		(307,234,831)		(295,692,665)		(289,575,390)		(274,604,400)				-32.6%		43,077,429		-		14,970,990		-				TRUE		(1,167,107,286)		0

				（営業外損益内訳） エイギョウガイ ソンエキ ウチワケ						-																																																																																						0.0%		0		-		0		-				TRUE		0		0

				営業外収益 エイギョウ ガイ シュウエキ						2060000000				30,700		3,606		37,626		231,410		98,689		6,083		2,708,884		2,085		759,956		85,519		353,280		150,836		290,979		11,500		394,106		3,167,929		599,135		2,495,266		9,136,611		4,963,938		5,544,539		8,108,139		19,311,469		32,104,314		35,504,534		54,979,539		65,336,781		93,180,184		29,844,240		17,013,459		18,831,225		82,114,861		34,018,775		34,035,520		19,143,115		19,156,875		7,209,080		3,216,955		52,976,010		47,286,187				5.6%		28,129,312		146.8%		(5,689,823)		-10.7%				TRUE		110,688,232		0

				営業外費用 エイギョウ ガイ ヒヨウ						2070000000				0		0		2,162,000		8,861,900		0		0		6,243,000		13,805,600		0		0		0		0		0		0		0		0		3,179,964		1,836,338		569,167		203,343		3,617,207		3,045,439		391,531		(1,153,545)		8,697,787		124,695		40,497		5,044,489		2,371,878		(15,092)		14,655		6,285,385		6,263,085		35,735		39,391		23,564		12,432,372		1,060,584		381,777		62,583				0.0%		39,019		165.6%		(319,194)		-83.6%				TRUE		13,937,316		0

		経常損益 ケイジョウ ソンエキ								2080000000		●		80,837,051		147,711,624		138,637,518		140,857,744		221,214,545		345,719,426		192,127,677		354,549,777		418,450,772		513,311,134		359,368,093		294,698,053		137,449,749		263,283,176		207,640,318		30,074,882		(105,768,325)		(67,658,210)		(59,567,972)		252,154,916		156,054,427		147,544,357		123,780,663		147,264,563		81,687,500		216,780,532		66,821,845		91,927,616		106,135,113		(16,906,506)		251,499		171,988,618		86,317,409		97,262,218		(69,470,114)		(19,801,181)		(132,510,864)		(274,032,331)		(290,901,218)		(334,901,045)				-39.8%		(315,099,864)		-		(43,999,827)		-				TRUE		(1,032,345,458)		0

				特別利益 トクベツ リエキ						2090000000				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		34,335,000				5,285,778										0		0		0		0		0		0		27,772,379		0		0		0		0		1,681,238,557		0		0		0		0				0.0%		(1,681,238,557)		-100.0%		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

				特別損失 トクベツ ソンシツ						2100000000				1,429,245		6,755,419		1,533,805		0		0		0		0		4,028,580		3,800,258		0		0		9,129,309		0		0		6,054,017		0		0						5,335,692				318,058,949		236,800		29,457,198		0		0		0		22,249,820		0		0		0		1,143,470		0		0		0		801,200		0		0		66,297,580		9,088,129				1.1%		8,286,929		1034.3%		(57,209,451)		-86.3%				TRUE		75,385,709		0

		税引前当期純利益 ゼイビ マエ トウキ ジュンリエキ								2110000000		●		79,407,806		140,956,205		137,103,713		140,857,744		221,214,545		345,719,426		192,127,677		350,521,197		414,650,514		513,311,134		359,368,093		285,568,744		137,449,749		263,283,176		201,586,301		30,074,882		(105,768,325)		(33,323,210)		(59,567,972)		252,105,002		156,054,427		(170,514,592)		123,543,863		117,807,365		81,687,500		216,780,532		66,821,845		69,677,796		106,135,113		(16,906,506)		28,023,878		170,845,148		86,317,409		97,262,218		(69,470,114)		1,660,636,176		(132,510,864)		(274,032,331)		(357,198,798)		(343,989,174)				-40.9%		(2,004,625,350)		-		13,209,624		-				TRUE		(1,107,731,167)		0

				法人税等 ホウジンゼイ ナド						2120100000				32,972,354		68,917,870		58,221,632		79,134,952		91,808,585		171,660,215		93,537,759		181,557,250		165,699,687		250,350,350		147,859,069		41,855,650		36,977,757		112,140,000		65,897,559		4,399,200		274,836		(199,196)		270,385		73,248,320		47,538,273		67,487,900		43,859,432		46,471,427		19,226,871		76,592,738		31,419,223		5,413,896		32,767,958		30,842,664		(62,304,918)		64,392,200		24,032,194		46,687,100		(26,365,393)		520,177,200		58,561		429,100		432,256		(124,220,477)				-14.8%		(644,397,677)		-		(124,652,733)		-				TRUE		(123,300,560)		0

				法人税等調整額 ホウジンゼイ ナド チョウセイ ガク						2120200000				313,862		(10,106,578)		(848,519)		(4,171,641)		7,468,514		(13,260,631)		(333,759)		(20,701,692)		14,213,860		(23,156,548)		8,290,732		(16,045,198)		18,377,983		(10,502,217)		15,553,001		(5,739,308)		(33,635,796)		10,220,210		(19,820,194)		15,162,578		12,184,005		(6,673,800)		4,268,179		(8,901,744)		(196,271)		(9,231,826)		(190,463)		(4,743,036)		11,859,888		(2,776,625)		(1,965,357)		7,718,898		10,469,141		(12,137,483)		11,179,412		(33,082,923)		97,327,328		0		0		7,943,440				0.9%		41,026,363		-		7,943,440		ERROR:#DIV/0!				TRUE		105,270,768		0

		当期（四半期）純利益 トウキ シ ハンキ ジュンリエキ								2130000000																																120,135,741		31,414,990		(72,407,365)		(43,344,224)		(40,018,163)		163,694,104		96,332,149		(231,328,692)		75,416,252		80,237,682		62,656,900		149,419,620		35,593,085		69,006,936		61,507,267		(44,972,545)		92,294,153		98,734,050		51,816,074		62,712,601		(54,284,133)		1,173,541,899		(229,896,753)		(274,461,431)		(357,631,054)		(227,712,137)				-27.1%		(1,401,254,036)		-		129,918,917		-				TRUE		(1,089,701,375)		0

		非支配株主に帰属する損益 ヒ シハイ カブヌシ キゾク ソンエキ								2130100000																																								(441,719)		(2,493,304)		(893,511)		(5,233,161)		(1,826,464)		210,780		2,367,751		2,882,362		2,285,904		2,286,844		(17,298,393)		(31,037,136)		(21,631,941)		(7,658,335)		(4,692,439)		(6,826,376)		(4,717,356)		0		0		0		0		0				0.0%		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				TRUE		0		0

		親会社株主に帰属する損益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク ソンエキ								2150000000		●		46,121,590		82,144,913		79,730,600		65,894,433		121,937,446		187,319,842		98,923,677		189,665,639		234,736,967		286,117,332		203,218,292		259,758,292		82,094,009		161,645,393		120,135,741		31,414,990		(72,407,365)		(43,344,224)		(39,576,444)		166,187,408		97,225,660		(226,095,531)		77,242,716		80,026,902		60,289,149		146,537,258		33,307,181		66,720,092		78,805,660		(13,935,409)		113,926,094		106,392,385		56,508,513		69,538,977		(49,566,777)		1,173,541,899		(229,896,753)		(274,461,431)		(357,631,054)		(227,712,137)				-27.1%		(1,401,254,036)		-		129,918,917		-				TRUE		(1,089,701,375)		0

		縦計 タテケイ

		売上高 ウリアゲダカ																																								1,101,899,366		1,048,894,258		1,034,020,680		1,264,877,582		1,325,908,105		1,445,051,542		1,284,153,585		1,377,667,291		1,341,456,073		1,363,296,459		1,394,442,608		1,714,192,028		1,630,736,929		1,611,399,117		1,744,237,575		1,775,881,704		1,704,556,885		1,567,236,848		1,531,190,133		1,629,344,812		1,548,434,951		1,480,862,259		1,350,989,919		1,003,339,002		883,020,936		841,561,337

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ																																								74,647,230		76,837,994		74,929,351		88,613,712		129,725,450		139,822,123		132,377,675		131,642,130		122,106,906		121,802,762		139,602,843		166,781,725		150,599,643		137,221,245		164,168,881		182,206,778		194,351,367		145,143,799		123,084,820		124,724,983		140,058,364		118,779,044		125,620,428		99,620,252		98,135,936		99,576,662

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ																																								1,027,252,136		972,056,264		959,091,329		1,176,263,870		1,196,182,655		1,305,229,419		1,151,775,910		1,246,025,161		1,219,349,167		1,241,493,697		1,254,839,765		1,547,410,303		1,480,137,286		1,474,177,872		1,580,068,694		1,593,674,926		1,510,205,518		1,422,093,049		1,408,105,313		1,504,619,829		1,408,376,587		1,362,083,215		1,225,369,491		903,718,750		784,885,000		741,984,675

		販売費及び一般管理費																																								820,005,924		945,149,311		1,062,278,825		1,244,581,008		1,264,318,071		1,057,335,098		997,648,815		1,103,543,504		1,114,488,442		1,127,486,993		1,199,959,012		1,385,484,615		1,478,611,724		1,470,385,952		1,501,405,943		1,627,609,983		1,528,770,589		1,325,933,907		1,349,543,594		1,441,357,396		1,496,950,425		1,401,017,707		1,352,657,063		1,179,907,452		1,128,380,451		1,124,109,324

		営業損益 エイギョウ ソンエキ																																								207,246,212		26,906,953		(103,187,496)		(68,317,138)		(68,135,416)		247,894,321		154,127,095		142,481,657		104,860,725		114,006,704		54,880,753		161,925,688		1,525,562		3,791,920		78,662,751		(33,935,057)		(18,565,071)		96,159,142		58,561,719		63,262,433		(88,573,838)		(38,934,492)		(127,287,572)		(276,188,702)		(343,495,451)		(382,124,649)

		経常損益 ケイジョウ ソンエキ																																								207,640,318		30,074,882		(105,768,325)		(67,658,210)		(59,567,972)		252,654,916		156,054,427		147,544,357		123,780,663		147,264,563		81,687,500		216,780,532		66,821,846		91,927,615		106,135,113		(16,906,506)		251,499		171,988,618		86,317,409		97,262,218		(69,470,114)		(19,801,181)		(132,510,864)		(274,032,331)		(290,901,218)		(334,901,045)

		税引前当期純利益 ゼイビ マエ トウキ ジュンリエキ																																								201,586,301		30,074,882		(105,768,325)		(33,323,210)		(59,567,972)		252,605,002		156,054,427		(170,514,592)		123,543,863		117,807,365		81,687,500		216,780,532		66,821,846		69,677,795		106,135,113		(16,906,506)		28,023,878		170,845,148		86,317,409		97,262,218		(69,470,114)		1,660,636,176		(132,510,864)		(274,032,331)		(357,198,798)		(343,989,174)

		当期純損益 トウキ ジュン ソンエキ																																								120,135,741		31,414,990		(72,407,365)		(43,344,224)		(39,576,444)		166,687,408		97,225,660		(226,095,531)		77,242,716		80,026,902		60,289,149		146,537,258		33,307,182		66,720,091		78,805,660		(13,935,409)		113,926,094		106,392,385		56,508,513		69,538,977		(49,566,777)		1,173,541,899		(229,896,753)		(274,461,431)		(357,631,054)		(227,712,137)



		diff

		売上高 ウリアゲダカ																																								0		0		0		0		0		(500,000)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ																																								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		(1)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ																																								0		0		0		0		0		(500,000)		0		0		0		0		0		0		(1)		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		販売費及び一般管理費																																								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		営業損益 エイギョウ ソンエキ																																								0		0		0		0		0		(500,000)		0		0		0		0		0		0		(1)		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		経常損益 ケイジョウ ソンエキ																																								0		0		0		0		0		(500,000)		0		0		0		0		0		0		(1)		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		税引前当期純利益 ゼイビ マエ トウキ ジュンリエキ																																								0		0		0		0		0		(500,000)		0		0		0		0		0		0		(1)		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		当期純損益 トウキ ジュン ソンエキ																																								0		0		0		0		0		(500,000)		0		0		0		0		0		0		(1)		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0





PL base(累計_分析用)

		P/L（累計ベース） ルイケイ

		科目名 カモクメイ						備考 ビコウ		ｺｰﾄﾞ				FY2011								FY2012								FY2013								FY2014								FY2015								FY2016								FY2017								FY2018								FY2019								FY2020										売上高
構成比 ウリアゲダカ コウセイヒ		YoY

														1Q11		2Q11		3Q11		4Q11		1Q12		2Q12		3Q12		4Q12		1Q13		2Q13		3Q13		4Q13		1Q14		2Q14		3Q14		4Q14		1Q15		2Q15		3Q15		4Q15		1Q16		2Q16		3Q16		4Q16		1Q17		2Q17		3Q17		4Q17		1Q18		2Q18		3Q18		4Q18		1Q19		2Q19		3Q19		4Q19		1Q20		2Q20		3Q20		4Q20						±		%						IR用コメント ヨウ

		売上高 ウリアゲダカ								2010000000		●		197,245,821		489,235,817		796,892,047		1,134,497,448		425,117,868		1,023,240,614		1,593,837,730		2,264,042,635		856,469,356		2,101,911,802		3,189,223,099		4,256,153,056		987,730,726		2,128,716,821		3,230,616,187		4,279,510,445		1,034,020,680		2,298,898,262		3,624,806,367		5,069,357,909		1,284,153,585		2,661,820,876		4,003,276,949		5,366,573,408		1,394,442,608		3,108,634,636		4,739,371,565		6,350,770,682		1,744,237,575		3,520,119,279		5,224,676,164		6,791,913,012		1,531,190,133		3,160,534,945		4,708,969,896		6,189,832,155		1,350,989,919		2,354,328,921		3,237,349,857		4,078,911,194		●		-		(2,110,920,961)		-34.1%		●

						ﾏｯﾊﾊﾞｲﾄ				-				116,763,282		308,190,818		497,851,144		696,402,634		216,145,019		536,928,463		833,054,380		1,198,901,164		417,196,779		1,111,889,555		1,712,383,610		2,253,147,038		475,179,088		1,076,132,290		1,649,134,613		2,231,313,104		543,602,326		1,214,869,049		1,805,565,700		2,487,577,771		509,014,213		1,121,526,832		1,673,009,877		2,229,329,929		477,735,313		1,118,509,266		1,672,433,618		2,219,421,371		490,862,076		1,109,091,578		1,671,220,782		2,208,552,131		501,712,668		1,193,172,578		1,917,898,552		2,641,992,151		761,704,495		1,255,078,472		1,768,774,087		2,283,127,295				56%		(358,864,856)		-13.6%				セグメント資料より シリョウ

						転職ﾅﾋﾞ テンショク				-				34,834,894		79,270,288		131,089,628		190,018,810		78,128,118		214,754,756		349,056,915		510,133,403		210,634,660		553,229,947		855,885,877		1,177,781,777		260,746,954		597,493,116		925,832,024		1,200,418,265		264,331,305		603,363,738		939,341,519		1,291,940,005		306,238,755		664,191,089		1,007,321,393		1,332,000,243		297,043,161		691,452,569		1,038,841,199		1,427,679,936		358,311,506		751,798,509		1,088,004,382		1,441,045,135		290,904,292		608,964,508		864,099,998		1,123,244,452		200,413,533		398,798,650		533,113,424		653,862,501				16%		(469,381,951)		-41.8%				セグメント資料より シリョウ

						ｼﾞｮﾌﾞｾﾝｽ派遣				-				24,036,850		52,913,650		84,242,899		118,348,099		41,906,000		94,105,100		143,255,100		191,422,600		54,451,300		109,511,400		159,375,500		206,888,800		51,182,500		108,436,000		157,867,700		204,010,300		43,442,478		82,420,278		116,404,778		142,032,278		21,456,800		44,315,000		65,373,300		82,088,300		15,967,100		30,600,000		42,418,600		51,756,600		8,274,800		16,075,000		22,456,200		27,738,400		5,245,800		10,116,400		15,319,500		18,803,900		4,695,200		8,422,600		11,172,500		13,307,900				0%		(5,496,000)		-29.2%				セグメント資料より シリョウ

						転職会議				-				958,974		4,077,691		7,798,974		10,747,855		7,832,537		21,579,815		38,009,827		53,673,865		25,680,220		58,386,223		99,433,889		144,397,412		56,374,809		127,425,323		208,707,681		292,674,621		94,356,867		235,805,203		422,785,842		624,458,191		212,564,164		419,121,733		631,211,842		861,647,188		227,680,348		516,722,565		800,080,431		1,070,673,597		316,723,524		618,138,498		924,155,017		1,209,720,300		254,746,988		507,067,115		749,285,175		985,257,586		210,311,049		358,016,045		506,312,594		631,217,874				15%		(354,039,712)		-35.9%				セグメント資料より シリョウ

						転職ﾄﾞﾗﾌﾄ テンショク		2018/1Qより前期組替 ゼンキ クミカエ		-																																												0		2,000,000		15,960,000		30,929,277		24,980,000		53,960,000		81,470,000		117,870,000		59,200,000		103,750,000		175,150,000		254,150,000		72,201,430		159,901,430		218,502,370		269,291,462		48,700,000		107,400,000		155,200,000		197,250,000				5%		(72,041,462)		-26.8%				セグメント資料より シリョウ

						就活会議 シュウカツ カイギ				-																																								750,000		8,442,000		3,133,000		4,401,989		18,691,893		37,989,896		53,541,940		97,349,725		135,814,026		173,285,481		62,624,367		123,576,047		141,091,923		165,967,687		91,126,489		163,150,366		185,288,210		217,007,892		69,967,161		131,693,759		131,843,759		131,843,759				3%		(85,164,133)		-39.2%				セグメント資料より シリョウ

						ﾘﾌﾞｾﾝｽｺﾈｸﾄ		セグメント間の連結調整含む カン レンケツ チョウセイ フク																																																														(300,000)		(900,000)		(1,700,000)		(2,300,009)		(199,997)		(199,994)		(199,991)		(199,990)		0		0		0		0				0%		199,990		-100.0%				セグメント資料より シリョウ

						door賃貸 チンタイ				-				15,516,300		35,838,000		61,005,800		93,165,800		69,093,200		122,563,100		180,603,300		245,959,100		133,766,800		246,700,600		334,170,200		440,241,400		125,043,000		194,966,000		259,964,500		317,125,499		82,237,054		146,459,361		194,241,014		249,684,682		89,773,138		128,342,631		173,437,233		220,677,225		109,329,176		198,401,463		325,937,013		450,878,563		209,033,800		350,505,900		551,062,050		766,410,050		256,872,515		413,166,900		604,934,700		730,347,571		0		0		0		0				0%		(730,347,571)		-100.0%				セグメント資料より シリョウ

						IESHIL				-																																												78,353		1,579,341		6,233,161		15,171,785		11,767,410		32,010,785		68,923,286		92,260,787		24,962,311		47,046,842		73,584,707		108,707,504		34,390,401		61,240,081		86,993,359		113,670,256		29,620,638		54,196,928		79,606,399		104,884,766				3%		(8,785,490)		-7.7%				セグメント資料より シリョウ

						ﾌｨﾙﾗｲﾌ		セグメント間の連結調整含む カン レンケツ チョウセイ フク																																																														8,232,399		17,294,720		31,026,914		43,378,887		20,923,393		37,753,353		57,728,012		78,496,630		23,026,848		35,621,472		43,826,099		53,516,104				1%		(24,980,526)		-31.8%				セグメント資料より シリョウ

						waja				-																																								115,598,227		218,446,460		119,622,212		227,382,750		329,127,864		439,443,906		135,641,327		284,362,422		444,949,349		577,112,814		153,164,725		288,889,536		416,316,104		416,316,104		0		0		0		0		0		0		0		0				0%		0		ERROR:#DIV/0!				セグメント資料より シリョウ

						新規事業 シンキ ジギョウ		20191Qから「その他」を「新規事業」と「その他」に分けて集計 ワ シュウケイ		-																																																																				497,154		574,208		633,011		677,245		995		995		995		995				0%		(676,250)		-99.9%				セグメント資料より シリョウ

						その他 タ		20191Qから「その他」を「新規事業」と「その他」に分けて集計 ワ シュウケイ		-				5,135,521		8,945,370		14,903,602		25,814,250		12,012,994		33,309,380		49,858,208		63,952,503		14,739,597		22,194,077		27,974,023		33,696,629		19,204,375		24,264,092		29,109,669		33,968,656		6,050,650		15,980,633		30,119,287		47,276,522		22,272,950		48,959,511		82,910,386		117,295,659		40,756,833		85,265,841		128,504,043		169,831,533		53,148,067		94,852,649		132,308,085		152,226,823		2,769,000		5,628,000		8,487,000		11,243,000		2,550,000		5,100,000		7,500,000		9,900,000				0%		(1,343,000)		-11.9%				セグメント資料より シリョウ

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ								2020000000		●		30,043,576		72,747,140		115,543,139		161,785,370		48,698,332		122,004,901		181,242,317		244,382,048		71,642,038		177,941,052		272,524,234		359,940,044		74,131,801		151,962,363		226,609,593		303,447,587		74,929,351		163,543,063		293,268,513		433,090,636		132,377,675		264,019,805		386,126,711		507,929,473		139,602,843		306,384,568		456,984,212		594,205,456		164,168,881		346,375,659		540,727,026		685,870,825		123,084,820		247,809,803		387,868,167		506,647,211		125,620,428		225,240,680		323,376,616		422,953,278		●		10%		(83,693,933)		-16.5%		●

				労務費 ロウムヒ				人件費等合計 ジンケンヒトウ ゴウケイ		-				1,722,060		3,518,070		5,318,051		7,186,724		1,868,673		4,788,268		8,215,747		11,790,883		6,771,954		14,405,504		24,478,866		34,971,349		8,215,438		17,530,108		28,141,490		38,260,438		9,377,315		16,559,984		26,319,557		37,701,685		11,040,551		21,699,530		33,830,246		42,683,744		8,772,290		21,181,454		33,843,921		44,809,824		10,970,794		20,130,516		31,633,034		41,295,113		13,892,234		26,581,187		41,094,302		55,897,686		13,958,543		29,216,040		42,956,169		56,197,744				1%		300,058		0.5%

						給料手当		人件費 ジンケン		2020200000																																												8,109,749		17,244,856		27,221,109		34,826,657		7,071,448		17,280,010		27,857,057		37,213,364		8,807,908		16,162,521		25,708,205		33,353,589		11,366,015		21,610,125		32,846,708		44,713,908		11,294,017		23,135,822		34,264,466		45,284,278				1%		570,370		1.3%

						雑給		人件費 ジンケン		2020210000																																												114,584		114,584		114,584		114,584		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0%		0		ERROR:#DIV/0!

						賞与		人件費 ジンケン		2020300000																																												0		0		1,371,648		1,371,648		(48,800)		(48,800)		1,128,556		1,128,556		0		0		1,247,500		1,247,500		(62,100)		(62,100)		2,066,950		2,066,950		(67,020)		160,980		2,168,184		2,168,184				0%		101,234		4.9%

						賞与引当金繰入額		人件費 ジンケン		2020400000																																												1,396,698		1,614,298		917,125		1,035,650		675,428		1,330,581		699,872		1,001,550		805,260		1,474,000		821,700		1,643,400		861,025		1,722,050		1,103,506		2,217,325		1,030,178		2,293,137		1,027,001		1,413,825				0%		(803,500)		-36.2%

						法定福利費		人件費 ジンケン		2020500000																																												1,419,520		2,725,792		4,205,780		5,335,205		1,074,214		2,619,663		4,158,436		5,466,354		1,357,626		2,493,995		3,855,629		5,050,624		1,727,294		3,311,112		5,077,138		6,899,503		1,701,368		3,626,101		5,496,518		7,331,457				0%		431,954		6.3%

						ｼｽﾃﾑ維持費		その他 タ		2020600000				3,135,492		6,301,484		9,441,717		12,879,068		3,546,283		6,966,619		11,459,608		16,477,368		5,145,381		13,082,314		24,420,786		33,028,232		8,292,836		17,531,985		27,308,772		37,786,688		10,941,640		22,468,727		34,892,220		45,817,093		10,692,762		22,436,921		38,719,419		56,132,168		20,401,261		44,760,617		67,056,876		89,568,514		24,531,986		52,128,527		79,045,626		112,390,697		27,842,102		56,454,409		84,810,885		110,195,681		21,613,317		44,127,450		65,153,572		86,503,722				2%		(23,691,959)		-21.5%

						採用祝い金		その他 タ		-				16,515,000		42,610,500		67,921,000		96,076,500		31,444,000		81,136,000		119,076,000		160,983,000		46,550,500		121,758,000		179,191,000		233,001,500		39,473,000		86,592,000		128,329,000		171,364,500		40,382,500		92,015,000		139,296,500		189,409,500		34,381,000		71,341,000		102,352,000		132,010,000		26,039,500		60,236,500		69,951,000		79,270,500		9,285,000		19,970,500		28,513,000		35,084,000		6,252,500		13,943,500		20,914,500		28,252,000		5,149,500		10,548,500		14,379,000		17,468,500				0%		(10,783,500)		-38.2%				原価_yymm時点より

						入居祝い金 ニュウキョ イワ キン		その他 タ		-				34,000		146,000		313,000		406,000		145,000		303,000		423,000		566,000		280,000		1,025,000		2,575,000		3,895,000		1,295,000		2,220,000		2,730,000		3,195,000		1,210,000		5,715,000		8,305,000		10,060,000		2,925,000		4,540,000		5,746,000		7,531,000		2,845,000		7,420,000		10,735,000		13,480,000		3,240,000		6,600,000		9,375,000		14,545,000		5,320,000		10,370,000		14,155,000		18,565,000		650,000		650,000		650,000		650,000				0%		(17,915,000)		-96.5%				原価_yymm時点より

						ｱｿｼｴｲﾄ報酬		その他 タ		2020800000				6,120,471		15,510,602		24,957,551		33,562,751		7,949,340		19,114,159		26,893,479		34,763,170		4,680,238		11,290,461		15,399,094		18,869,966		2,656,070		5,729,667		8,677,226		12,643,336		6,278,802		14,001,868		21,318,274		41,595,922		21,332,216		37,208,229		53,339,809		68,989,872		17,522,860		37,683,950		62,861,622		92,374,857		47,501,010		117,945,669		207,806,218		285,629,765		63,174,980		127,041,167		205,495,270		264,440,650		77,047,257		125,999,938		178,100,187		236,630,556				6%		(27,810,094)		-10.5%

						ﾄﾞﾒｲﾝ取得		その他 ホカ		2020900000				534,089		608,490		1,202,807		2,999,923		2,108,887		6,146,861		8,991,778		10,680,466		1,919,830		2,280,717		2,343,290		2,373,291		2,573		2,573		554,412		719,380		173,942		175,850		175,850		175,850		0		0		0		0		3,730		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0%		0		ERROR:#DIV/0!

						ｿﾌﾄｳｴｱ償却		その他 ホカ		-				297,456		594,912		964,092		1,357,189		369,180		786,916		1,228,930		1,670,959		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0%		0		ERROR:#DIV/0!

						ｲﾍﾞﾝﾄ運営費 ウンエイヒ		その他 ホカ		2021700000																																0		0		0		0		0		865,403		1,099,174		1,345,499		1,751,100		1,751,100		0		0		4,603,902		4,603,902		0		0		0		375,000		0		0		0		0		0		0		0		0				0%		0		ERROR:#DIV/0!

						支払手数料 シハラ テスウリョウ		その他 タ		2022000000																																																				2,160,000		6,020,000		10,070,000		14,120,000		2,250,000		4,500,000		6,810,000		9,120,000		0		0		0		0		0		0		0		0				0%		0		ERROR:#DIV/0!

						減価償却費		減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		2021300000				1,358,577		2,717,154		4,075,731		5,503,030		773,697		1,547,394		2,485,839		3,642,470		1,920,445		6,395,841		12,078,625		17,784,695		4,156,456		9,088,700		14,020,929		18,971,135		3,505,258		7,157,588		12,064,610		18,210,668		7,079,360		16,790,817		26,327,070		35,976,590		9,336,916		17,407,514		25,453,796		33,500,113		4,777,853		9,424,953		13,810,442		18,195,975		3,543,164		7,383,958		11,939,577		16,495,215		3,993,113		7,946,253		11,738,511		11,738,511				0%		(4,756,704)		-28.8%

						仕入れ シイ		waja		2020100000																																								33,986,052		62,209,086		34,551,822		70,563,599		97,123,066		127,937,469		44,465,525		92,105,476		141,393,477		181,710,362		49,987,887		95,828,102		135,721,489		135,721,489		0		0		0		0		0		0		0		0				0%		0		ERROR:#DIV/0!

						商品評価損		waja		2021000000																																								561,655		552,942		1,392,025		1,696,096		2,268,413		5,882,159		887,352		1,910,046		2,871,928		3,709,236		987,255		1,427,881		1,531,895		1,531,895		0		0		0		0		0		0		0		0				0%		0		ERROR:#DIV/0!

						輸入諸掛		waja		2021100000																																								6,487,482		12,349,182		6,829,100		13,053,177		19,649,477		26,141,957		7,411,900		15,026,380		22,986,980		29,386,980		8,219,500		14,457,700		21,177,000		21,177,000		0		0		0		0		0		0		0		0				0%		0		ERROR:#DIV/0!

						期首商品棚卸高		waja+Live		2021800000																																												4,620,935		10,059,218		15,567,761		21,543,651		10,167,324		10,167,324		10,167,324		10,167,324		12,354,779		12,354,779		12,354,779		15,110,051		0		0		0		0		0		0		0		0				0%		0		ERROR:#DIV/0!

						期末商品棚卸高		waja+Live		2021900000																																												(6,830,308)		(12,642,922)		(19,191,129)		(29,292,983)		(12,309,039)		(12,245,421)		(12,437,091)		(12,322,283)		(12,376,967)		(13,192,352)		(14,706,628)		(14,706,628)		0		0		0		0		0		0		0		0				0%		0		ERROR:#DIV/0!

				（間接費からの配賦内訳） カンセツ ヒ ハイフ ウチワケ						-																																																																																						0%		0		ERROR:#DIV/0!

						福利厚生費		その他 ホカ		-				13,064		26,427		43,998		67,762		21,376		55,922		109,304		166,376		98,685		226,330		381,862		589,054		94,585		206,947		311,569		459,973		85,042		141,722		221,287		297,391		13,355		13,355		13,355		13,355		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0%		0		ERROR:#DIV/0!

						通勤交通費		人件費 ジンケン		-				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0%		0		ERROR:#DIV/0!

						消耗品費		その他 ホカ		-				30,551		85,625		271,688		318,988		57,473		141,167		246,757		330,655		1,113,890		1,625,395		2,374,339		2,973,367		481,788		1,068,855		1,402,767		1,755,051		315,942		500,338		1,065,643		1,196,563		111,728		111,728		111,728		111,728		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0%		0		ERROR:#DIV/0!

						地代・家賃		その他 ホカ		-				100,595		162,585		332,035		487,032		136,040		338,140		578,386		988,640		1,316,220		2,328,040		3,534,046		4,726,132		796,284		1,618,150		2,530,144		3,390,166		726,334		1,231,614		2,201,802		3,396,978		873,361		1,689,321		2,540,878		3,201,937		605,977		1,477,174		2,305,816		3,049,653		706,339		1,242,169		1,692,316		2,413,165		816,571		1,551,748		2,356,703		3,226,642		767,232		1,587,493		2,453,337		3,198,060				0%		(28,582)		-0.9%				原価_yymm時点より

						賃借料		その他 ホカ		-				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0%		0		ERROR:#DIV/0!

						保険料		その他 ホカ		-				957		1,823		2,565		3,280		2,229		10,404		19,258		28,736		19,000		36,380		56,030		74,336		12,982		26,053		40,003		51,931		15,030		21,254		30,394		40,810		9,146		9,146		9,146		9,146		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0%		0		ERROR:#DIV/0!

						修繕費		その他 ホカ		-				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0%		0		ERROR:#DIV/0!

						人材募集費		その他 ホカ		-				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0%		0		ERROR:#DIV/0!

						租税公課		その他 ホカ		-				5,957		23,679		27,877		33,351		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0%		0		ERROR:#DIV/0!

						減価償却費 配賦 ハイフ		減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		-				29,058		90,712		121,029		158,453		27,909		71,491		331,189		573,081		262,375		489,595		874,717		1,167,511		182,248		384,079		618,811		842,503		160,476		273,816		618,929		932,841		223,667		442,075		682,378		871,752		282,148		593,728		702,043		786,399		70,366		143,436		235,524		320,862		90,503		177,828		265,136		364,018		83,958		180,922		398,244		454,286				0%		90,268		24.8%				原価_yymm時点より

						貸倒引当金繰入額		その他 ホカ		-				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0%		0		ERROR:#DIV/0!

						旅費交通費		その他 ホカ		-				2,665		6,296		10,304		13,739		3,058		9,633		16,187		30,419		32,310		76,370		128,018		165,242		30,839		73,915		82,483		126,583		27,402		57,178		85,592		124,552		25,944		25,944		25,944		25,944		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0%		0		ERROR:#DIV/0!

						通信費		その他 ホカ		-				29,741		62,802		94,315		124,405		37,559		90,992		152,318		223,082		156,485		306,250		529,444		814,396		150,356		351,188		557,852		758,288		138,494		255,282		452,403		749,427		199,504		199,504		199,504		199,504		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0%		0		ERROR:#DIV/0!

						水道光熱費		その他 ホカ		-				13,014		21,622		43,219		55,661		13,197		33,734		63,866		85,774		61,785		111,120		203,892		288,168		52,512		102,095		177,509		240,785		54,978		97,798		190,603		280,243		56,595		105,692		171,548		215,402		37,799		91,996		156,437		207,377		50,475		86,650		146,446		182,970		59,220		107,365		172,073		229,032		47,436		84,469		132,685		172,473				0%		(56,559)		-24.7%				原価_yymm時点より

						支払手数料 配賦 ハイフ		その他 ホカ		-				97,054		245,453		385,173		529,570		162,216		413,487		881,673		1,295,789		1,189,740		2,275,210		3,540,736		4,694,494		1,387,967		2,494,073		4,141,337		5,862,479		1,468,516		2,777,240		4,882,038		6,988,758		1,724,569		3,305,707		4,862,829		5,967,809		972,300		2,547,830		4,261,180		5,782,698		1,612,604		3,327,129		5,580,885		7,484,471		2,093,546		4,198,641		6,664,721		8,981,287		2,310,072		4,899,615		7,414,911		9,939,426				0%		958,139		10.7%				原価_yymm時点より

						広告宣伝費		広告宣伝費 コウコクセンデンヒ		-				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0%		0		ERROR:#DIV/0!

						交際費		その他 ホカ		-				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0%		0		ERROR:#DIV/0!

						図書費		その他 ホカ		-				2,730		5,379		6,473		9,246		2,148		6,062		10,416		15,016		13,835		23,695		37,909		49,639		10,218		16,920		25,320		35,646		9,510		11,810		16,881		20,897		6,888		6,888		6,888		6,888		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0%		0		ERROR:#DIV/0!

						研修費		その他 ホカ		-				553		2,559		4,300		5,341		405		5,278		14,846		23,476		28,030		75,935		229,865		300,191		46,977		90,671		114,923		131,453		9,172		23,888		32,137		42,865		2,644		2,644		2,644		2,644		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0%		0		ERROR:#DIV/0!

						研究開発費		その他 ホカ		-				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0%		0		ERROR:#DIV/0!

						諸会費		その他 ホカ		-				380		4,713		5,912		6,814		1,925		7,403		8,993		10,535		3,245		10,445		17,603		22,589		3,392		9,884		11,696		13,406		3,260		6,784		10,027		16,379		3,836		3,836		3,836		3,836		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0%		0		ERROR:#DIV/0!

						会議費		その他 ホカ		-				112		253		302		543		27,737		31,971		34,743		36,153		78,090		118,450		129,112		150,892		63,599		97,819		106,669		112,165		45,738		50,322		53,577		55,601		12,801		12,801		12,801		12,801		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0%		0		ERROR:#DIV/0!

				経費計 ケイヒ ケイ						-				28,321,516		69,229,070		110,225,088		154,598,646		46,829,659		117,216,633		173,026,570		232,591,165		64,870,084		163,535,548		248,045,368		324,968,695		59,189,682		127,705,574		191,741,422		262,077,758		65,552,036		146,983,079		225,913,767		320,277,741		80,773,550		159,591,107		236,878,877		313,033,476		80,207,491		178,239,309		258,157,672		336,744,013		94,025,633		215,369,033		353,015,457		485,741,905		109,192,586		221,228,616		346,773,865		450,749,525		111,661,885		196,024,640		280,420,447		366,755,534				9%		(83,993,991)		-18.6%

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ								2030000000		●		167,202,245		416,488,677		681,348,908		972,712,078		376,419,536		901,235,713		1,412,595,413		2,019,660,587		784,827,318		1,923,970,750		2,916,698,865		3,896,213,012		913,598,925		1,976,754,458		3,004,006,594		3,976,062,858		959,091,329		2,135,355,199		3,331,537,854		4,636,267,273		1,151,775,910		2,397,801,071		3,617,150,238		4,858,643,935		1,254,839,765		2,802,250,068		4,282,387,353		5,756,565,226		1,580,068,694		3,173,743,620		4,683,949,138		6,106,042,187		1,408,105,313		2,912,725,142		4,321,101,729		5,683,184,944		1,225,369,491		2,129,088,241		2,913,973,241		3,655,957,916		●		90%		(2,027,227,028)		-35.7%		●

		販売費及び一般管理費								2040000000		●		86,395,894		187,974,308		312,072,647		453,947,583		155,303,680		334,406,514		650,104,421		888,816,303		367,136,502		993,054,319		1,626,767,621		2,311,734,551		776,440,155		1,576,324,012		2,396,329,936		3,341,479,247		1,062,278,825		2,306,859,833		3,571,177,904		4,628,513,002		997,648,815		2,101,192,319		3,215,680,761		4,343,167,754		1,199,959,012		2,585,443,627		4,064,055,351		5,534,441,303		1,501,405,943		3,129,015,926		4,657,786,515		5,983,720,422		1,349,543,594		2,790,900,990		4,287,851,415		5,688,869,122		1,352,657,063		2,532,564,515		3,660,944,966		4,785,054,290		●		117%		(903,814,832)		-15.9%		●

				人件費 ジンケンヒ				人件費等合計 ジンケンヒ トウ ゴウケイ		-																				142,153,880		330,185,483		540,104,930		773,427,040		247,603,630		550,153,214		867,716,885		1,202,404,046		374,395,056		816,641,508		1,320,112,275		1,819,655,455		508,809,632		1,009,597,876		1,547,111,915		2,085,165,490		563,734,838		1,171,862,501		1,804,386,026		2,402,951,698		627,652,509		1,255,199,652		1,886,379,541		2,443,415,449		545,051,730		1,084,568,042		1,629,269,063		2,168,664,839		530,619,606		1,090,115,278		1,636,840,674		2,177,250,309				53%		8,585,470		0.4%

						役員報酬		人件費 ジンケン		2040400000				12,660,000		25,320,000		37,980,000		50,640,000		12,660,000		25,320,000		37,980,000		50,640,000		12,660,000		25,320,000		37,980,000		50,640,000		12,660,000		27,120,000		38,180,000		47,390,000		12,510,000		23,670,000		38,320,000		47,217,346		18,757,300		37,793,200		56,829,100		75,897,950		19,035,900		37,005,900		55,035,900		56,985,900		13,980,000		27,960,000		41,940,000		55,920,000		13,980,000		25,560,000		37,140,000		48,720,000		11,580,000		23,160,000		34,740,000		46,320,000				1%		(2,400,000)		-4.9%

						給料手当		人件費 ジンケン		2040500000				28,260,000		60,537,183		98,651,836		145,345,832		50,066,798		109,709,345		175,372,341		243,780,790		69,997,850		165,229,034		271,656,905		388,521,114		123,653,849		263,078,366		404,257,062		549,700,522		159,083,678		354,148,883		587,163,368		828,713,408		245,260,625		530,741,448		836,316,037		1,142,570,851		324,702,574		688,433,061		1,071,116,286		1,465,254,948		391,234,020		797,110,694		1,209,239,507		1,562,863,414		349,868,314		693,956,308		1,037,954,168		1,375,939,333		343,410,417		695,385,649		1,058,466,984		1,414,088,888				35%		38,149,555		2.8%

						雑給		人件費 ジンケン		2040600000				6,052,658		13,173,564		23,387,036		34,219,635		14,249,465		29,915,750		48,345,859		68,643,141		25,492,502		55,539,759		86,398,427		122,742,366		42,314,830		106,795,917		183,058,691		267,280,452		86,493,985		185,013,035		294,805,042		406,633,363		104,557,194		211,235,169		321,005,188		426,737,048		98,357,440		198,301,410		298,106,406		391,474,379		86,579,365		170,156,470		254,590,911		329,233,292		70,146,029		146,335,373		224,177,617		306,908,239		76,531,683		154,541,410		232,110,717		308,379,390				8%		1,471,151		0.5%

						人材派遣費		その他 タ		2040900000				683,201		683,201		683,201		683,201		1,928,747		6,760,555		14,059,437		23,938,873		11,911,055		35,172,882		65,592,567		95,261,467		23,914,107		52,441,429		86,751,922		122,746,753		49,227,619		114,594,249		174,991,713		222,733,066		30,773,254		41,464,904		50,361,072		58,406,106		8,294,148		18,889,117		31,274,125		42,487,836		8,960,316		22,946,572		32,938,727		40,891,849		5,964,497		12,588,755		18,209,914		19,980,027		1,565,701		2,705,514		2,705,514		2,705,514				0%		(17,274,513)		-86.5%

						法定福利費		人件費 ジンケン		2041100000				5,139,127		11,062,735		18,306,884		26,796,171		9,547,528		20,178,798		32,442,185		45,124,002		14,002,408		31,104,726		50,339,134		72,347,856		25,515,220		56,563,085		88,620,376		123,272,803		37,748,206		82,070,456		133,531,312		189,268,993		57,333,621		117,071,557		179,707,944		244,209,914		66,065,530		137,932,762		210,828,466		281,457,233		74,239,968		147,747,545		217,957,536		284,225,090		65,956,389		131,341,638		195,348,530		260,273,662		62,898,404		130,378,276		195,637,144		262,630,999				6%		2,357,337		0.9%

						福利厚生費		人件費 ジンケン		2041200000				619,363		1,321,461		2,390,685		3,983,743		1,640,850		3,446,515		5,966,641		8,749,905		2,288,670		5,634,879		9,275,355		14,805,661		3,745,117		8,585,832		12,913,462		19,444,385		4,297,410		8,638,132		13,710,309		17,601,416		1,415,104		2,862,367		5,358,744		7,858,763		1,336,449		2,420,834		5,235,287		9,251,547		1,711,611		3,124,477		7,219,672		10,662,858		806,767		1,764,930		4,960,236		7,857,923		814,426		1,205,836		1,631,239		2,304,364				0%		(5,553,559)		-70.7%

						通勤交通費		人件費 ジンケン		2041300000				1,078,431		2,317,870		3,777,531		5,340,534		1,917,175		4,268,884		6,633,613		9,073,117		3,270,520		7,122,453		11,269,917		15,694,062		4,920,825		11,672,553		19,198,049		26,891,274		8,163,908		17,748,065		27,948,959		38,672,641		10,597,097		22,122,197		33,514,627		44,816,787		10,696,998		21,759,094		32,904,722		43,583,601		10,498,476		20,775,276		30,741,404		40,328,680		9,218,367		18,448,698		27,556,068		36,117,582		7,994,937		13,486,767		14,404,378		15,419,382				0%		(20,698,200)		-57.3%

						株式報酬費用		人件費 ジンケン		2041000000				0		0		0		0		843,625		3,374,500		5,905,375		8,436,250		2,530,875		5,061,750		7,592,625		10,123,500		2,024,700		3,037,050		4,049,400		5,061,750		674,900		674,900		674,900		674,900		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0%		0		ERROR:#DIV/0!

						賞与引当金繰入額		人件費 ジンケン		2040800000																										3,291,014		8,854,982		20,858,982		30,687,923		40,616,107		15,402,100		29,290,538		19,627,580		38,801,230		39,984,945		46,176,542		23,841,933		44,490,801		34,228,292		66,102,816		42,322,011		54,543,431		36,677,791		60,017,081		30,300,599		55,255,931		29,551,843		52,059,666		31,281,083		57,553,476		29,631,096		60,032,309		32,884,148		58,590,222				1%		1,036,746		1.8%

						賞与		人件費 ジンケン		2040700000																																				793,250		793,250		29,339,092		29,339,092		130,492		130,492		40,177,270		40,177,270		1,017,507		1,017,507		57,562,823		57,912,823		3,770,962		5,361,537		61,451,185		64,034,335		(440,476)		2,512,674		52,641,447		55,314,597		(3,807,058)		9,219,517		64,260,550		66,811,550				2%		11,496,953		20.8%

						人材募集費		その他 タ		2041400000				3,069,744		5,757,744		10,628,544		20,288,298		6,673,684		15,179,686		20,177,688		22,227,022		10,015,775		32,392,150		53,521,234		69,857,331		14,214,670		39,962,670		56,201,421		83,299,121		27,485,766		65,765,740		97,845,436		126,864,991		16,696,332		40,956,315		57,021,066		82,171,846		21,776,240		53,750,171		97,428,583		129,464,210		14,417,622		42,130,773		68,326,304		88,951,759		18,516,431		42,554,499		61,115,058		75,805,426		21,418,211		32,253,016		40,198,505		46,645,554				1%		(29,159,872)		-38.5%

						広告宣伝費		広告宣伝費 コウコクセンデンヒ		2040300000				6,224,584		15,263,140		21,600,374		29,832,077		9,383,809		24,768,003		146,927,534		173,574,535		108,738,355		421,099,623		703,729,466		1,004,659,762		349,399,561		629,235,907		917,131,884		1,282,929,845		424,304,813		934,352,482		1,331,929,312		1,573,426,632		205,176,331		522,666,122		818,887,881		1,132,908,016		347,469,724		786,051,488		1,296,574,335		1,847,785,341		559,015,117		1,178,742,047		1,691,601,285		2,148,632,282		535,561,239		1,145,644,007		1,802,151,141		2,366,855,824		523,253,321		865,641,325		1,167,878,014		1,495,039,523				37%		(871,816,301)		-36.8%

						販売促進費		その他 タ		2040100000				1,269,247		3,043,079		4,165,051		4,754,759		1,554,260		2,347,287		2,765,835		6,740,030		1,950,056		10,540,416		25,283,201		51,514,718		26,857,034		74,246,333		114,435,348		154,241,868		55,751,893		98,116,616		130,181,322		163,510,093		24,208,757		40,029,569		60,952,448		80,082,772		14,220,266		21,789,940		28,042,911		36,714,407		3,196,198		5,227,213		6,111,329		7,906,399		2,342,297		3,335,872		4,165,429		4,922,521		0		0		0		0				0%		(4,922,521)		-100.0%

						消耗品費		その他 タ		2042400000				1,454,551		4,372,096		15,360,404		18,562,515		4,401,200		8,988,577		13,937,874		18,026,881		25,496,294		38,913,143		56,643,527		72,436,814		19,379,667		44,033,511		58,120,363		73,634,109		16,301,410		30,272,582		59,718,087		66,482,722		7,384,232		12,232,098		19,436,268		22,856,685		5,187,699		19,603,297		25,311,925		36,955,012		4,013,577		9,696,496		15,320,369		23,661,597		1,708,824		6,575,794		9,590,532		11,871,653		5,122,966		6,679,839		8,135,693		12,000,892				0%		129,239		1.1%

						地代家賃		その他 タ		2041800000				4,758,171		7,918,827		18,242,091		28,565,343		10,323,252		20,646,504		31,976,904		52,001,540		30,266,521		56,756,243		84,931,460		116,477,663		31,546,203		66,948,624		105,807,084		144,988,023		38,563,416		78,409,823		129,882,689		184,775,126		48,587,707		99,333,930		150,725,819		202,191,683		52,567,939		105,280,615		154,814,788		202,486,892		50,084,134		103,935,413		157,813,984		207,463,273		48,888,382		97,360,309		146,435,160		196,424,236		49,753,686		98,975,994		148,572,463		190,797,553				5%		(5,626,683)		-2.9%

						保険料		その他 タ		2042000000				45,252		90,504		135,752		183,308		170,889		588,444		1,006,005		1,467,332		439,463		894,425		1,352,883		1,837,027		508,678		1,066,382		1,668,069		2,192,788		725,191		1,201,424		1,750,130		2,340,807		584,459		1,144,649		1,704,841		2,269,786		751,112		1,402,328		2,047,544		2,707,871		704,117		1,324,030		1,969,903		2,488,698		736,088		1,192,373		1,654,038		2,113,711		547,977		1,103,882		1,551,147		1,997,585				0%		(116,126)		-5.5%

						租税公課		その他 タ		2042700000				291,000		1,256,750		1,508,650		6,274,430		1,788,700		5,122,900		7,839,300		11,445,612		3,627,700		8,930,488		13,612,467		17,771,001		3,026,400		7,032,150		9,690,262		12,721,857		2,711,600		8,089,777		13,455,546		20,346,789		7,415,093		16,214,030		24,255,056		25,649,494		9,752,850		22,860,297		34,389,596		28,150,861		9,737,109		19,996,294		22,982,591		35,995,809		8,414,956		18,956,222		25,577,368		55,357,488		5,845,291		11,821,116		25,317,060		30,499,363				1%		(24,858,125)		-44.9%

						減価償却費		減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		2043300000				1,377,272		4,726,723		6,600,602		9,100,466		2,120,410		4,305,852		16,539,087		28,306,514		6,056,151		12,004,232		21,010,225		28,761,169		7,242,159		15,858,614		25,573,644		35,390,904		8,198,899		16,872,773		33,556,302		48,370,043		13,058,516		26,666,096		40,483,297		54,718,010		28,213,674		55,653,489		65,418,444		74,283,228		6,639,325		14,219,524		22,162,043		28,182,877		5,334,755		11,017,958		16,317,164		21,970,817		5,353,552		11,076,092		23,297,638		26,417,025				1%		4,446,208		20.2%

						貸倒引当金繰入額		その他 タ		2043100000				1,347,551		3,635,682		3,891,679		5,015,732		1,788,567		2,297,845		2,623,751		5,842,814		2,319,801		3,380,260		3,988,713		5,482,956		1,818,335		2,929,773		3,720,774		11,087,761		5,426,028		15,943,488		25,860,751		4,403,311		515,446		1,619,126		4,030,441		7,291,940		575,948		2,004,768		6,875,079		2,620,654		542,429		1,335,267		529,752		868,583		1,093,555		1,592,262		2,275,491		2,166,480		2,594,615		829,373		1,230,052		853,607				0%		(1,312,873)		-60.6%

						旅費交通費		その他 タ		2042200000				125,439		316,749		560,868		791,005		235,200		550,768		858,269		1,551,091		754,600		1,910,028		3,122,377		4,091,752		1,163,936		2,982,909		4,461,756		7,107,486		1,598,741		3,880,545		6,885,262		10,177,884		3,094,015		6,932,797		13,425,071		23,143,420		7,267,815		15,656,308		24,137,475		33,447,164		6,335,504		18,862,621		31,329,301		39,897,445		4,356,857		7,866,742		10,703,500		13,396,249		1,990,121		2,154,008		2,851,490		3,422,952				0%		(9,973,297)		-74.4%

						通信費		その他 タ		2042300000				1,410,361		3,148,088		5,064,533		7,069,214		2,862,225		5,694,712		8,589,278		12,036,091		3,626,572		7,542,384		12,745,783		20,320,149		5,942,432		14,573,968		23,160,197		32,019,784		7,186,747		16,153,507		28,565,313		44,829,531		14,447,968		26,965,373		41,219,061		54,832,550		14,386,527		28,282,593		42,321,261		55,055,436		13,345,969		29,415,069		45,888,555		54,683,360		7,805,622		16,200,921		24,531,795		31,368,773		6,526,349		14,351,372		22,394,283		30,037,508				1%		(1,331,265)		-4.2%

						水道光熱費		その他 タ		2041900000				614,715		1,068,497		2,391,472		3,220,213		1,008,262		2,024,865		3,447,700		4,513,632		1,431,185		2,723,716		4,893,205		7,107,353		2,108,915		4,266,097		7,387,681		10,230,839		2,876,996		6,167,401		11,160,003		15,471,083		3,364,117		6,629,101		10,775,857		14,369,889		3,485,578		6,961,000		11,369,833		14,990,449		3,865,630		7,990,641		12,920,105		16,570,503		3,622,687		6,825,080		10,786,519		14,099,293		3,114,441		5,411,408		8,220,420		10,514,959				0%		(3,584,334)		-25.4%

						支払手数料		その他 タ		2042600000				4,581,883		12,362,650		20,885,438		30,519,592		12,372,002		25,051,238		47,099,674		67,261,815		27,491,324		55,875,193		85,391,423		115,914,341		55,846,548		103,457,722		172,173,059		248,030,232		77,403,850		177,761,946		308,447,763		426,859,273		116,681,591		234,185,579		346,023,255		450,242,200		107,590,517		242,870,306		385,476,682		543,339,451		166,081,700		367,026,171		582,911,855		735,144,382		127,463,043		271,176,762		429,407,074		569,334,085		155,964,337		314,828,057		461,321,416		606,455,977				15%		37,121,892		6.5%

						交際費		その他 タ		2041600000				355,054		796,428		1,368,002		1,932,671		425,397		905,615		1,554,266		3,045,313		1,314,672		3,376,185		5,564,490		7,897,436		3,306,354		6,168,180		8,830,060		11,876,996		2,762,725		6,657,415		10,778,992		13,952,091		2,227,615		5,707,215		12,065,045		18,377,897		4,047,748		9,677,956		16,656,624		23,644,141		5,782,215		15,835,552		23,869,231		31,608,694		4,932,071		10,550,746		16,820,924		23,461,860		2,886,687		3,243,085		4,150,447		6,314,327				0%		(17,147,533)		-73.1%

						図書費		その他 タ		2041700000				128,170		267,975		335,225		522,874		159,386		385,876		591,685		815,391		319,417		576,117		909,803		1,217,729		411,139		702,122		1,063,665		1,532,576		526,556		703,376		1,075,572		1,420,776		453,839		652,610		1,011,274		1,427,088		545,730		772,864		996,546		1,222,449		393,122		785,199		1,145,494		1,397,216		277,270		518,870		850,405		1,138,831		267,226		428,779		573,432		762,262				0%		(376,569)		-33.1%

						研修費		その他 タ		2042900000				25,716		128,575		231,339		300,247		30,002		247,480		698,151		1,116,821		656,052		1,918,985		5,553,133		7,409,209		1,875,084		3,764,864		4,788,909		5,520,274		506,713		1,615,625		2,068,692		2,621,395		202,954		455,920		1,032,498		1,373,446		560,734		2,309,162		3,851,282		6,676,931		4,292,971		6,511,980		9,072,687		9,638,038		1,369,487		3,297,416		3,772,912		4,742,120		4,904,931		9,081,629		11,463,001		14,461,916				0%		9,719,796		205.0%

						諸会費		その他 タ		2042800000				18,000		239,000		313,762		373,762		141,667		426,667		501,667		576,667		75,000		265,000		430,000		555,000		125,000		400,000		486,085		561,650		171,740		443,216		610,806		899,335		221,164		760,965		975,966		1,190,967		264,997		884,795		1,116,793		1,365,123		365,004		1,034,800		1,379,796		1,644,802		605,007		1,364,806		1,719,805		2,074,806		635,004		1,294,800		1,649,796		2,004,792				0%		(70,014)		-3.4%

						会議費		その他 タ		2041500000				5,297		12,488		15,536		31,360		2,135,998		2,407,393		2,538,003		2,606,392		1,854,875		2,883,673		3,131,724		3,705,169		3,113,172		4,636,380		5,002,651		5,243,580		3,127,078		3,479,797		3,949,916		4,377,201		1,255,162		1,628,212		2,162,893		2,705,363		897,417		1,222,935		1,769,624		2,021,023		992,569		1,161,516		1,464,715		1,499,502		642,065		843,978		1,143,387		1,479,950		679,119		689,055		699,771		699,771				0%		(780,179)		-52.7%

						貸倒損失		その他 タ		2043200000				538,000		879,200		1,028,152		1,460,152		368,500		986,311		1,131,667		1,356,314		60,373		388,488		427,778		902,603		198,448		198,449		1,104,594		3,009,850		2,490,556		3,879,371		3,584,013		25,183,205		1,363,092		2,004,618		3,093,162		3,833,853		1,397,883		2,267,808		4,606,564		5,396,140		744,270		2,021,490		2,500,904		3,250,856		692,758		905,734		1,268,139		2,719,354		427,332		920,903		1,298,856		2,550,001				0%		(169,353)		-6.2%

						支払報酬		その他 タ		2043000000				4,589,538		9,377,790		14,280,953		20,318,397		4,999,354		10,034,180		15,904,242		22,355,262		6,099,919		12,425,480		17,403,943		23,307,897		6,469,082		12,573,817		20,040,267		29,064,959		9,886,071		20,032,261		37,299,086		47,410,772		9,487,213		19,651,028		31,361,886		45,130,264		11,416,157		25,277,397		39,549,116		59,947,920		15,832,294		30,845,099		46,346,573		65,470,384		19,632,040		37,656,427		57,407,761		76,750,113		20,371,211		41,211,343		61,946,230		85,126,480				2%		8,376,367		10.9%

						間接費配賦勘定		その他 タ		2043600000				(326,431)		(1,103,691)		(1,712,953)		(2,177,948)		(493,272)		(1,528,036)		(3,309,610)		(6,436,844)		(7,611,483)		(11,927,393)		(16,984,144)		(22,919,568)		(5,716,292)		(8,943,194)		(12,523,628)		(16,182,974)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0%		0		ERROR:#DIV/0!

						発送費 ハッソウヒ		その他 タ		-																										0		0		75,520		288,906		503,813		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0%		0		ERROR:#DIV/0!

						リース料 リョウ		その他 タ		2042500000																																		69,860		209,580		419,160		1,322,940		2,554,180		1,308,630		2,817,220		5,483,720		8,326,598		3,647,377		8,447,500		15,940,931		21,543,453		6,921,355		14,986,377		24,531,586		34,119,902		10,496,430		20,896,170		30,888,750		42,150,693		10,381,080		20,454,161		31,354,578		41,201,934				1%		(948,759)		-2.3%

						雑費 ザッピ		その他 タ		2043500000																																				(332,600)		0		148,444		601,803		115,698		363,366		463,537		929,993		200,242		554,109		973,389		1,671,449		451,203		732,702		1,228,612		1,228,612		0		0		0		0		0		0		0		0				0%		0		ERROR:#DIV/0!

						のれん代償却 ダイ ショウキャク		減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		2043610000																																								10,989,252		21,978,504		10,989,252		21,978,504		21,978,504		21,978,504		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0%		0		ERROR:#DIV/0!

		営業損益 エイギョウ ソンエキ								2050000000		●		80,806,351		228,514,369		369,276,261		518,764,495		221,115,856		566,829,199		762,490,992		1,130,844,284		417,690,816		930,916,431		1,289,931,244		1,584,478,461		137,158,770		400,430,446		607,676,658		634,583,611		(103,187,496)		(171,504,634)		(239,640,050)		7,754,271		154,127,095		296,608,752		401,469,477		515,476,181		54,880,753		216,806,441		218,332,002		222,123,923		78,662,751		44,727,694		26,162,623		122,321,765		58,561,719		121,824,152		33,250,314		(5,684,178)		(127,287,572)		(403,476,274)		(746,971,725)		(1,129,096,374)		●		-28%		(1,123,412,196)		19763.8%		●

						ﾏｯﾊﾊﾞｲﾄ																																												237,803,360		525,627,335		171,604,213		361,049,160		503,975,199		623,884,782		39,557,595		182,556,668		250,657,433		284,919,779		21,691,274		63,593,002		72,689,949		134,267,315		34,265,238		127,826,567		178,331,887		285,132,832		100,329,254		133,635,015		168,986,144		170,925,668				4%		(114,207,164)		-40.1%				セグメント資料より シリョウ

						転職ﾅﾋﾞ テンショク																																												69,475,533		202,529,477		119,266,364		293,048,121		451,798,113		597,193,664		101,611,466		257,234,161		334,541,334		468,421,431		69,307,603		202,459,541		354,613,507		528,583,833		58,792,060		143,646,238		183,226,190		242,609,866		(16,513,444)		(58,653,670)		(114,194,854)		(183,612,174)				-5%		(426,222,040)		-175.7%				セグメント資料より シリョウ

						ｼﾞｮﾌﾞｾﾝｽ派遣																																												111,123,248		135,749,645		20,454,973		42,397,307		62,732,401		78,960,574		15,410,033		29,570,019		41,124,206		50,178,792		7,994,881		15,601,581		21,800,281		26,951,481		5,145,300		9,964,900		15,065,000		18,491,900		4,566,681		8,215,081		10,934,481		13,061,221				0%		(5,430,679)		-29.4%				セグメント資料より シリョウ

						転職会議																																												248,656,397		358,726,445		126,275,895		242,114,072		340,652,912		451,155,959		109,979,188		269,204,680		390,437,224		488,929,376		161,622,717		295,575,820		414,993,408		461,611,533		67,072,690		164,326,413		269,472,247		395,894,930		107,253,174		142,118,246		183,205,675		210,807,349				5%		(185,087,581)		-46.8%				セグメント資料より シリョウ

						転職ﾄﾞﾗﾌﾄ テンショク		2018/1Qより前期組替 ゼンキ クミカエ																																														(2,922,190)		(13,754,180)		(18,380,098)		(19,616,906)		3,650,031		6,648,433		1,559,359		4,003,431		22,568,663		30,899,527		64,010,423		103,989,353		33,208,291		78,169,197		91,732,839		97,088,891		4,172,416		21,970,957		28,486,257		29,986,370				1%		(67,102,521)		-69.1%				セグメント資料より シリョウ

						就活会議 シュウカツ カイギ																																												(30,337,340)		(47,502,724)		(14,036,091)		(38,155,898)		(48,826,669)		(42,840,517)		30,195,381		38,495,561		35,484,882		24,901,039		18,828,740		34,682,708		6,780,386		(12,607,634)		47,572,875		61,462,393		32,299,410		19,919,165		28,781,126		54,573,402		41,135,762		40,727,888				1%		20,808,723		104.5%				セグメント資料より シリョウ

						ﾘﾌﾞｾﾝｽｺﾈｸﾄ		セグメント間の連結調整含む カン レンケツ チョウセイ フク																																																														(24,261,409)		(80,380,913)		(117,082,914)		(98,678,961)		60,582		113,880		174,850		235,880		45,801		106,629		167,619		223,248				0%		(12,632)		-5.4%				セグメント資料より シリョウ

						door賃貸 チンタイ																																												17,351,235		20,959,327		34,085,022		26,177,016		29,049,644		33,213,134		45,631,669		65,172,856		116,074,079		169,669,332		108,569,832		160,893,398		261,205,881		351,723,595		120,034,601		167,534,087		226,521,740		245,791,551		(1,441,151)		(1,571,151)		(1,571,151)		(1,566,787)				-0%		(247,358,338)		-100.6%				セグメント資料より シリョウ

						IESHIL																																																(27,115,805)		(50,936,663)		(75,204,120)		(94,170,143)		(15,221,218)		(29,173,350)		(34,429,778)		(57,831,391)		(15,399,608)		(32,138,353)		(42,389,455)		(47,397,810)		(5,160,748)		(16,637,384)		(33,776,852)		(46,821,620)		(21,235,342)		(42,837,838)		(54,847,320)		(64,195,537)				-2%		(17,373,917)		37.1%				セグメント資料より シリョウ

						ﾌｨﾙﾗｲﾌ		セグメント間の連結調整含む カン レンケツ チョウセイ フク																																																														(16,889,857)		(38,017,838)		(51,116,125)		(66,700,379)		(9,531,612)		(23,418,066)		(37,168,288)		(46,072,520)		(9,271,786)		(24,042,367)		(38,602,483)		(51,921,764)				-1%		(5,849,244)		12.7%				セグメント資料より シリョウ

						waja																																												(16,224,602)		(38,885,024)		(19,184,456)		(42,991,913)		(53,808,713)		(58,391,036)		3,634,326		9,633,666		13,608,034		2,682,295		(7,863,554)		(21,907,442)		(58,362,210)		(58,362,210)		0		0		0		0		0		0		0		0				0%		0		ERROR:#DIV/0!				セグメント資料より シリョウ

						新規事業 シンキ ジギョウ		20191Qから「その他」を「新規事業」と「その他」に分けて集計 ワ シュウケイ																																																																						(11,586,335)		(23,000,166)		(25,503,633)		(35,904,148)		(19,289,470)		(39,163,082)		(85,668,969)		(136,324,570)				-3%		(100,420,422)		279.7%				セグメント資料より シリョウ

						その他 タ		20191Qから「その他」を「新規事業」と「その他」に分けて集計 ワ シュウケイ						658,749		103,686		1,974,261		6,296,981		(76,440)		4,615,004		5,209,455		6,423,833		1,894,054		(3,964,332)		(13,913,684)		(23,238,070)		3,240,367		(6,173,253)		(26,301,791)		(53,758,321)		(33,578,293)		(68,580,894)		(111,324,197)		(150,861,372)		(14,692,504)		(27,913,893)		(40,075,770)		(50,217,257)		2,675,223		2,609,482		(1,973,036)		(5,645,689)		1,235,342		(6,400,376)		(24,077,447)		(29,574,832)		2,769,000		5,628,000		8,487,000		11,243,000		2,550,000		5,100,000		7,500,000		9,900,000				0%		(1,343,000)		-11.9%				セグメント資料より シリョウ

				全社費用 ゼンシャ ヒヨウ						-				58,014,040		122,067,452		206,649,885		302,281,226		78,924,160		164,413,153		264,632,416		385,494,838		160,829,753		336,978,456		535,328,136		751,798,513		239,108,254		505,400,374		722,610,792		954,678,663		(227,763,057)		(482,200,814)		(766,163,684)		(998,588,838)		(239,608,326)		(494,424,377)		(750,443,422)		(1,003,696,073)		(282,242,941)		(615,145,735)		(928,751,735)		(1,208,104,472)		(268,741,873)		(580,132,961)		(876,903,061)		(1,171,483,519)		(284,080,223)		(573,791,907)		(875,612,076)		(1,193,293,905)		(307,234,831)		(602,927,496)		(892,502,886)		(1,167,107,286)				-29%		26,186,619		-2.2%				セグメント資料より シリョウ

				（営業外損益内訳） エイギョウガイ ソンエキ ウチワケ						-																																																																																						0%		0		ERROR:#DIV/0!

				営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ						2060000000				30,700		34,306		71,932		303,342		98,689		104,772		2,813,656		2,815,741		759,956		845,475		1,198,755		1,349,591		290,979		302,479		696,585		3,864,514		599,135		3,094,401		12,231,012		17,194,950		5,544,539		13,652,678		32,964,147		65,068,461		35,504,534		90,484,073		155,820,854		249,001,038		29,844,240		46,857,699		65,688,924		147,803,785		34,018,775		68,054,295		87,197,410		106,354,285		7,209,080		10,426,035		63,402,045		110,688,232				3%		4,333,947		4.1%

				営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ						2070000000				0		0		2,162,000		11,023,900		0		0		6,243,000		20,048,600		0		0		0		0		0		0		0		0		3,179,964		5,016,302		5,585,469		5,788,812		3,617,207		6,662,646		7,054,177		5,900,632		8,697,787		8,822,482		8,862,979		13,907,468		2,371,878		2,356,786		2,371,441		8,656,826		6,263,085		6,298,820		6,338,211		6,361,775		12,432,372		13,492,956		13,874,733		13,937,316				0%		7,575,541		119.1%

		経常損益 ケイジョウ ソンエキ								2080000000		●		80,837,051		228,548,675		367,186,193		508,043,937		221,214,545		566,933,971		759,061,648		1,113,611,425		418,450,772		931,761,906		1,291,129,999		1,585,828,052		137,449,749		400,732,925		608,373,243		638,448,125		(105,768,325)		(173,426,535)		(232,994,507)		19,160,409		156,054,427		303,598,784		427,379,447		574,644,010		81,687,500		298,468,032		365,289,877		457,217,493		106,135,113		89,228,607		89,480,106		261,468,724		86,317,409		183,579,627		114,109,513		94,308,332		(132,510,864)		(406,543,195)		(697,444,413)		(1,032,345,458)		●		-25%		(1,126,653,790)		-1194.6%		●

				特別利益 トクベツ リエキ						2090000000				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		34,335,000		34,335,000		39,620,778		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		27,772,379		27,772,379		0		0		0		1,681,238,557		0		0		0		0				0%		(1,681,238,557)		-100.0%

				特別損失 トクベツ ソンシツ						2100000000				1,429,245		8,184,664		9,718,469		9,718,469		0		0		0		4,028,580		3,800,258		3,800,258		3,800,258		12,929,567		0		0		6,054,017		6,054,017		0		0		0		5,335,692		0		318,058,949		318,295,749		347,752,947		0		0		0		22,249,820		0		0		0		1,143,470		0		0		0		801,200		0		0		66,297,580		75,385,709				2%		74,584,509		9309.1%

		税引前当期純利益 ゼイビ マエ トウキ ジュンリエキ								2110000000		●		79,407,806		220,364,011		357,467,724		498,325,468		221,214,545		566,933,971		759,061,648		1,109,582,845		414,650,514		927,961,648		1,287,329,741		1,572,898,485		137,449,749		400,732,925		602,319,226		632,394,108		(105,768,325)		(139,091,535)		(198,659,507)		53,445,495		156,054,427		(14,460,165)		109,083,698		226,891,063		81,687,500		298,468,032		365,289,877		434,967,673		106,135,113		89,228,607		117,252,485		288,097,633		86,317,409		183,579,627		114,109,513		1,774,745,689		(132,510,864)		(406,543,195)		(763,741,993)		(1,107,731,167)		●		-27%		(2,882,476,856)		-162.4%		●

				法人税等 ホウジンゼイ ナド						2120100000				32,972,354		101,890,224		160,111,856		239,246,808		91,808,585		263,468,800		357,006,559		538,563,809		165,699,687		416,050,037		563,909,106		605,764,756		36,977,757		149,117,757		215,015,316		219,414,516		274,836		75,640		346,025		73,594,345		47,538,273		115,026,173		158,885,605		205,357,032		19,226,871		95,819,609		127,238,832		132,652,728		32,767,958		63,610,622		1,305,704		65,697,904		24,032,194		70,719,294		44,353,901		564,531,101		58,561		487,661		919,917		(123,300,560)				-3%		(687,831,661)		-121.8%

				法人税等調整額 ホウジンゼイ ナド チョウセイ ガク						2120200000				313,862		(9,792,716)		(10,641,235)		(14,812,876)		7,468,514		(5,792,117)		(6,125,876)		(26,827,568)		14,213,860		(8,942,688)		(651,956)		(16,697,154)		18,377,983		7,875,766		23,428,767		17,689,459		(33,635,796)		(23,415,586)		(43,235,780)		(28,073,202)		12,184,005		5,510,205		9,778,384		876,640		(196,271)		(9,428,097)		(9,618,560)		(14,361,596)		11,859,888		9,083,263		7,117,906		14,836,804		10,469,141		(1,668,342)		9,511,070		(23,571,853)		97,327,328		97,327,328		97,327,328		105,270,768				3%		128,842,621		-546.6%

		当期（四半期）純利益 トウキ シ ハンキ ジュンリエキ								2130000000																																363,875,143		395,290,133		(72,407,365)		(115,751,589)		(155,769,752)		7,924,352		96,332,149		(134,996,543)		(59,580,291)		20,657,391		62,656,900		212,076,520		247,669,605		316,676,541		61,507,267		16,534,722		108,828,875		207,562,925		51,816,074		114,528,675		60,244,542		1,233,786,441		(229,896,753)		(504,358,184)		(861,989,238)		(1,089,701,375)				-27%		(2,323,487,816)		-188.3%

		非支配株主に帰属する損益 ヒ シハイ カブヌシ キゾク ソンエキ								2130100000																																								(441,719)		(2,935,023)		(893,511)		(6,126,672)		(7,953,136)		(7,742,356)		2,367,751		5,250,113		7,536,017		9,822,861		(17,298,393)		(48,335,529)		(69,967,470)		(77,625,805)		(4,692,439)		(11,518,815)		(16,236,171)		(16,236,171)		0		0		0		0				0%		16,236,171		-100.0%

		親会社株主に帰属する損益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク ソンエキ								2150000000		●		46,121,590		128,266,503		207,997,103		273,891,536		121,937,446		309,257,288		408,180,965		597,846,604		234,736,967		520,854,299		724,072,591		983,830,883		82,094,009		243,739,402		363,875,143		395,290,133		(72,407,365)		(115,751,589)		(155,328,033)		10,859,375		97,225,660		(128,869,871)		(51,627,155)		28,399,747		60,289,149		206,826,407		240,133,588		306,853,680		78,805,660		64,870,251		178,796,345		285,188,730		56,508,513		126,047,490		76,480,713		1,250,022,612		(229,896,753)		(504,358,184)		(861,989,238)		(1,089,701,375)		●		-27%		(2,339,723,987)		-187.2%		●



		縦計 タテケイ

		売上高 ウリアゲダカ																																																3,624,806,367		5,069,857,909		1,284,153,585		2,661,820,876		4,003,276,949		5,366,573,408		1,394,442,608		3,108,634,636		4,739,371,565		6,350,770,682		1,744,237,575		3,520,119,279		5,224,676,164		6,791,913,012		1,531,190,133		3,160,534,945		4,708,969,896		6,189,832,155		1,350,989,919		2,354,328,921		3,237,349,857		4,078,911,194

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ																																																293,268,513		433,090,636		132,377,675		264,019,805		386,126,711		507,929,473		139,602,843		306,384,568		456,984,211		594,205,456		164,168,881		346,375,659		540,727,026		685,870,825		123,084,820		247,809,803		387,868,167		506,647,211		125,620,428		225,240,680		323,376,616		422,953,278

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ																																																3,331,537,854		4,636,767,273		1,151,775,910		2,397,801,071		3,617,150,238		4,858,643,935		1,254,839,765		2,802,250,068		4,282,387,354		5,756,565,226		1,580,068,694		3,173,743,620		4,683,949,138		6,106,042,187		1,408,105,313		2,912,725,142		4,321,101,729		5,683,184,944		1,225,369,491		2,129,088,241		2,913,973,241		3,655,957,916

		販売費及び一般管理費																																																3,571,177,904		4,628,513,002		997,648,815		2,101,192,319		3,215,680,761		4,343,167,754		1,199,959,012		2,585,443,627		4,064,055,351		5,534,441,303		1,501,405,943		3,129,015,926		4,657,786,515		5,983,720,422		1,349,543,594		2,790,900,990		4,287,851,415		5,688,869,122		1,352,657,063		2,532,564,515		3,660,944,966		4,785,054,290

		営業損益 エイギョウ ソンエキ																																																(239,640,050)		7,754,271		154,127,095		296,608,752		401,469,477		515,476,181		54,880,753		216,806,441		218,332,002		222,123,923		78,662,751		44,727,694		26,162,623		122,321,765		58,561,719		121,824,152		33,250,314		(5,684,178)		(127,287,572)		(403,476,274)		(746,971,725)		(1,129,096,374)

		経常損益 ケイジョウ ソンエキ																																																(232,994,507)		19,160,409		156,054,427		303,598,784		427,379,447		574,644,010		81,687,500		298,468,032		365,289,877		457,217,493		106,135,113		89,228,607		89,480,106		261,468,724		86,317,409		183,579,627		114,109,513		94,308,332		(132,510,864)		(406,543,195)		(697,444,413)		(1,032,345,458)

		税引前当期純利益 ゼイビ マエ トウキ ジュンリエキ																																																(198,659,507)		53,445,495		156,054,427		(14,460,165)		109,083,698		226,891,063		81,687,500		298,468,032		365,289,877		434,967,673		106,135,113		89,228,607		117,252,485		288,097,633		86,317,409		183,579,627		114,109,513		1,774,745,689		(132,510,864)		(406,543,195)		(763,741,993)		(1,107,731,167)

		当期純損益 トウキ ジュン ソンエキ																																																(155,328,033)		10,859,375		97,225,660		(128,869,871)		(51,627,155)		28,399,747		60,289,149		206,826,407		240,133,588		306,853,680		78,805,660		64,870,251		178,796,345		285,188,730		56,508,513		126,047,490		76,480,713		1,250,022,612		(229,896,753)		(504,358,184)		(861,989,238)		(1,089,701,375)



		diff

		売上高 ウリアゲダカ																																																0		(500,000)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ																																										

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
他勘定振替高と期首仕掛棚卸高						0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ																																																0		(500,000)		0		0		0		0		0		0		(1)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		販売費及び一般管理費																																																0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		営業損益 エイギョウ ソンエキ																																																0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		経常損益 ケイジョウ ソンエキ																																																0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		税引前当期純利益 ゼイビ マエ トウキ ジュンリエキ																																																0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		当期純損益 トウキ ジュン ソンエキ																																																0

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
少数株主持分		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																																																				差異：内部取引 サイ ナイブ トリヒキ





>PPT作成用





業績概要(FY+Q)

														前期会計 ゼンキ カイケイ		当期会計 トウキ カイケイ

		連結コード レンケツ				FY2019		FY2020		YoY				FY2019		FY2020		YoY

		2010000000		売上高 ウリアゲ ダカ		6,189		4,078		▲34.1%				6,189,832,155		4,078,911,194		-34.1%

		2030000000		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		1,241		1,580		+27.3%				1,241,493,697		1,580,068,694		27.3%

		2040000000		販売管理費 ハンバイ カンリヒ		1,127		1,501		+33.2%				1,127,486,993		1,501,405,943		33.2%

		2050000000		営業利益 エイギョウ リエキ		▲ 5		▲ 1,129		－				▲ 5,684,178		▲ 1,129,096,374		19763.8%

		-		営業利益率(%) エイギョウ リエキ リツ		－		－		－				-0.1%		-27.7%		▲27.6pt

		2080000000		経常利益 ケイジョウ リエキ		94		▲ 1,032		－				94,308,332		▲ 1,032,345,458		-1194.6%

				特別利益 トクベツ リエキ		-		-		－								ERROR:#DIV/0!

				特別損失 トクベツ ソンシツ		29		0		－				29,457,198		0		-100.0%

				税金等調整前当期純利益 ゼイキンナド チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		117		106		－				117,807,365		106,135,113		-9.9%

		2150000000		親会社株主に帰属する
当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ		1,250		▲ 1,089		－				1,250,022,612		▲ 1,089,701,375		-187.2%

				※四半期：親会社株主に帰属する四半期純利益
　年次：親会社株主に帰属する当期純利益

						FY2019		FY2020		YoY

				Net Sales		6,189		4,078		-0

				Gross Margin		1,241		1,580		0

				SG&A Expenses		1,127		1,501		0

				Operating Income		-5		-1,129		－

				Operating Margin(%)		－		－		－

				Ordinary Income		94		-1,032		－

				Extraordinary Income		-		-		－

				Extraordinary Loss		29		0		－

				Profit before income taxes		117		106		－

				Profit attributable to owners of parent		1,250		-1,089		－



				0714 上野追加 ウ ツイカ

						FY2019		FY2020		YoY				FY2019		FY2020		YoY

				売上高（DOOR賃貸除く） ウリアゲ ダカ チンタイ ノゾ		5,459		4,078		▲25.3%				5,459,484,584		4,078,911,194		-25.3%

				営業利益（DOOR賃貸除く） エイギョウ リエキ チンタイ		▲ 251		▲ 1,127		－				▲ 251,475,729		▲ 1,127,529,587		348.4%





						FY2019		FY2020		YoY

				Net Sales
(Except for DOOR Chintai)		5,459		4,078		-0

				Operating Income
(Except for DOOR Chintai)		-251		-1,127		－





G,H列について

四半期はPL base(Q)を参照
年次はPL base(累計)を参照させる





連結売上・営利(FY)

		■金額（単位：円） キンガク タンイ エン

		分類 ブンルイ		Category

						FY2016		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020

		マッハバイト		Machabaito		2,229,329,929		2,219,421,371		2,208,552,131		2,641,992,151		2,283,127,295

		転職会議 テンショクカイギ		Tenshoku Kaigi		861,647,188		1,070,673,597		1,209,720,300		985,257,586		631,217,874

		転職ナビ テンショク		Tenshoku Navi		1,332,000,243		1,427,679,936		1,441,045,135		1,123,244,452		653,862,501

		その他 タ		Other		943,596,048		1,632,995,778		1,932,595,446		1,439,337,966		510,703,524

		売上高総計 ウリアゲ ダカ ソウケイ				5,366,573,408		6,350,770,682		6,791,913,012		6,189,832,155		4,078,911,194

		営業利益 エイギョウ リエキ				515,476,181		222,123,923		122,321,765		▲ 5,684,178		▲ 1,129,096,374

						TRUE		TRUE		TRUE		TRUE		TRUE

		■金額（単位：百万円） キンガク タンイ ヒャクマンエン

		分類 ブンルイ		Category

						FY2016		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020

		マッハバイト		Machabaito		2,229		2,219		2,208		2,641		2,283

		転職会議 テンショクカイギ		Tenshoku Kaigi		861		1,070		1,209		985		631

		転職ナビ テンショク		Tenshoku Navi		1,332		1,427		1,441		1,123		653

		その他 タ		Other		943		1,632		1,932		1,439		510

		売上高総計 ウリアゲ ダカ ソウケイ		Total		5,366		6,350		6,791		6,189		4,078

		営業利益 エイギョウ リエキ		Operating Income		515		222		122		▲ 5		▲ 1,129

























マッハバイト	

1	転職会議	1	転職ナビ	1	その他	1	

マッハバイト	

FY2018	FY2019	FY2020	2208	2641	2283	転職会議	

FY2018	FY2019	FY2020	1209	985	631	転職ナビ	FY2018	FY2019	FY2020	1441	1123	653	その他	FY2018	FY2019	FY2020	1932	1439	510	売上高総計	

FY2018	FY2019	FY2020	6791	6189	4078	





営業利益	FY2018	FY2019	FY2020	122	-5	-1129	





Operating Income	FY2018	FY2019	FY2020	122	-5	-1129	





Machabaito	

FY2018	FY2019	FY2020	2208	2641	2283	Tenshoku Kaigi	

FY2018	FY2019	FY2020	1209	985	631	Tenshoku Navi	FY2018	FY2019	FY2020	1441	1123	653	Other	FY2018	FY2019	FY2020	1932	1439	510	Total	

FY2018	FY2019	FY2020	6791	6189	4078	







OP増減_販管費別(FY)

				■営業利益(累計)増減 エイギョウ リエキ ルイケイ ゾウゲン																■グラフ書式設定 ショシキ セッテイ

				要素 ヨウソ		FY2019		売上高		人件費		広告宣伝費		その他販管費		FY2020				色の設定 イロ セッテイ		赤 アカ		緑 ミドリ		青 アオ

				金額（単位：円） キンガク タンイ エン		(5,684,178)		(2,110,920,961)		(26,160,041)		871,816,301		141,852,505		(1,129,096,374)				増加 ゾウカ		90		192		240

				金額（単位：百万円） キンガク タンイ ヒャクマンエン		(5)		(2,110)		(26)		871		141		(1,129)				減少 ゲンショウ		203		203		203

				1				-2,105,236,783		-26,160,041		-871,816,301		-141,852,505

				2		-5,684,178		-5,684,178		(2,116,605,139)		-1,270,948,879		-1,129,096,374		-1,129,096,374

				3



































FY2019	売上高	人件費	広告宣伝費	その他販管費	FY2	020	FY2019	売上高	人件費	広告宣伝費	その他販管費	FY2020	-5684178	-5684178	-2116605139	-1270948879	-1129096374	-1129096374	FY2019	売上高	人件費	広告宣伝費	その他販管費	FY2020	-2105236783	-26160041	-871816301	-141852505	



販管費(FY)

		【通期】 ツウキ

		分類 ブンルイ		Category

						FY2016		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020

		人件費 ジンケン		Personnel expenses		2,069		2,405		2,443		2,204		2,230

		広告宣伝費 コウコク センデンヒ		Advertising costs 		1,132		1,847		2,148		2,366		1,495

		減価償却費(のれんを含む) ゲンカ ショウキャク ヒ フク		Depreciation and amortization		0		0		0		0		0

		その他 タ		Others		1,648		1,875		2,077		1,624		1,482

		原価＋販管費計 ゲンカ ハン カン ヒ ケイ		原価＋販管費計 ゲンカ ハン カン ヒ ケイ		4,851		6,128		6,669		6,195		5,208

		売上高総計 ウリアゲ ダカ ソウケイ		売上高総計 ウリアゲ ダカ ソウケイ		5,366		6,350		6,791		6,189		4,078







人件費	

FY2018	FY2019	FY2020	2443	2204	2230	広告宣伝費	

FY2018	FY2019	FY2020	2148	2366	1495	減価償却費(のれんを含む)	FY2018	FY2019	FY2020	0	0	0	その他	

FY2018	FY2019	FY2020	2077	1624	1482	原価＋販管費計	

FY2018	FY2019	FY2020	6669	6195	5208	





Personnel expenses	

FY2018	FY2019	FY2020	2443	2204	2230	Advertising costs 	

FY2018	FY2019	FY2020	2148	2366	1495	Depreciation and amortization	FY2018	FY2019	FY2020	0	0	0	Others	

FY2018	FY2019	FY2020	2077	1624	1482	原価＋販管費計	

FY2018	FY2019	FY2020	6669	6195	5208	







既存のみ売上・営利(FY)

		■金額（単位：円） キンガク タンイ エン		※入力用 ニュウリョクヨウ

		分類 ブンルイ		Category

						　　		FY2018						FY2019						FY2020

		総売上高 ソウ ウリアゲ ダカ						6,791,913,012						6,189,832,155						4,078,911,194

		　売上高 ウリアゲ ダカ		既存事業（waja・DO除く＆村上さんコンサルフィー含む） キゾン ジギョウ				5,439,487,160						5,241,799,447						3,947,066,440								(1,294,733,007)

		　新規事業売上高（医療PJT含む） シンキ ジギョウ ウリアゲ ダカ イリョウ フク						3,732,011						677,245						995

		　就活会議売上高 シュウカツ ウリアゲダカ						165,967,687						217,007,892						131,843,759

		　DOOR賃貸売上高 チンタイ ウリアゲダカ						766,410,050						730,347,571						0

		　waja売上高 ウリアゲダカ						416,316,104						0						0

		営業利益総計 エイギョウ リエキ ソウケイ								122,321,765						(5,684,178)						(1,129,096,374)

		　営業利益 エイギョウ リエキ		既存事業（waja・DO除く＆村上さんコンサルフィー含む） キゾン ジギョウ						1,069,709,742						957,803,159						135,174,381						(822,628,778)

		　新規事業営業利益（医療PJT含む） シンキ ジギョウ エイギョウ リエキ イリョウ フク								(56,658,209)						(35,904,148)						(136,324,570)

		　全社費用 ゼンシャ ヒヨウ								(1,171,483,519)						(1,193,293,905)						(1,167,107,286)

		　就活会議営業利益 シュウカツ カイギ エイギョウリエキ								(12,607,634)						19,919,165						40,727,888

		　DOOR賃貸営業利益 チンタイ エイギョウ リエキ								351,723,595						245,791,551						(1,566,787)

		　waja営業利益 エイギョウリエキ								(58,362,210)						0						0

		売上高整合チェック ウリアゲ ダカ セイゴウ						TRUE						TRUE						TRUE

		営業利益整合チェック エイギョウ リエキ セイゴウ								TRUE						TRUE						TRUE



		■金額（単位：百万円） キンガク タンイ ヒャクマンエン

		分類 ブンルイ		Category

						　　		FY2018						FY2019						FY2020						　 

		総売上高 ソウ ウリアゲ ダカ						6,791						6,189						4,078

		　売上高 ウリアゲ ダカ		Net Sales				5,439						5,241						3,947

		　新規事業売上高（医療PJT含む） シンキ ジギョウ ウリアゲ ダカ イリョウ フク						3						0						0

		　DOOR賃貸売上高 チンタイ ウリアゲダカ						766						730						0

		営業利益総計 エイギョウ リエキ ソウケイ								122						▲ 5						▲ 1129

		　営業利益 エイギョウ リエキ		Operating Income						1,069						957						135

		　新規事業営業利益（医療PJT含む） シンキ ジギョウ エイギョウ リエキ イリョウ フク								▲ 56						▲ 35						▲ 136

		　全社費用 ゼンシャ ヒヨウ								▲ 1171						▲ 1193						▲ 1167

		　DOOR賃貸営業利益 チンタイ エイギョウ リエキ								351						245						▲ 1

		◆MB・TK・TN事業別 ジギョウ ベツ

		■金額（単位：円） キンガク タンイ エン		※入力用 ニュウリョクヨウ

		分類 ブンルイ		Category

						　　		FY2018						FY2019						FY2020

		マッハバイト						2,208,552,131						2,641,992,151						2,283,127,295

		転職会議 テンショクカイギ						1,209,720,300						985,257,586						631,217,874

		転職ナビ テンショク						1,441,045,135						1,123,244,452						653,862,501

		その他 タ						580,169,594						491,305,258						378,858,770

		売上高 ウリアゲ ダカ						5,439,487,160						5,241,799,447						3,947,066,440

		営業利益 エイギョウ リエキ								1,069,709,742						957,803,159						135,174,381

		■金額（単位：百万円） キンガク タンイ ヒャクマン エン

		分類 ブンルイ		Category

						　　		FY2018						FY2019						FY2020

		マッハバイト						2,208						2,641						2,283

		転職会議 テンショクカイギ						1,209						985						631

		転職ナビ テンショク						1,441						1,123						653

		その他 タ						580						491						378

		売上高 ウリアゲ ダカ						5,439						5,241						3,947

		営業利益 エイギョウ リエキ								1,069						957						135

				
Late May





　売上高	

　　	FY2018	FY2019	FY2020	5439	5241	3947	　営業利益	

　　	FY2018	FY2019	FY2020	1069	957	135	









Net Sales	

　　	FY2018	FY2019	FY2020	5439	5241	3947	Operating Income	

　　	FY2018	FY2019	FY2020	1069	957	135	









マッハバイト	

FY2018	FY2019	FY2020	2208	2641	2283	転職会議	

FY2018	FY2019	FY2020	1209	985	631	転職ナビ	

FY2018	FY2019	FY2020	1441	1123	653	その他	

FY2018	FY2019	FY2020	580	491	378	売上高	

FY2018	FY2019	FY2020	5439	5241	3947	営業利益	

FY2018	FY2019	FY2020	1069	957	135	









連結売上・営利(Q)

		■金額（単位：円） キンガク タンイ エン		※入力用 ニュウリョクヨウ

		分類 ブンルイ		Category		FY2013								FY2014								FY2015								FY2016																								FY2017																						 FY2018																										FY2019																								FY2020																										YoY				QoQ						◆色の設定 イロ セッテイ

						1Q/13		2Q/13		3Q/13		4Q/13		1Q/14		2Q/14		3Q/14		4Q/14		1Q/15		2Q/15		3Q/15		4Q/15		1Q		 				2Q						3Q						4Q						1Q						2Q						3Q						4Q						1Q						2Q						3Q						4Q				　　		1Q						2Q						3Q						4Q				　　		1Q						2Q						3Q						4Q				　　				±		%		±		%				背景色 ハイケイショク

		マッハバイト		Machabaito		707,962,959		1,125,054,166		994,061,751		955,136,151		843,483,351		1,066,003,378		1,032,055,289		986,874,272		945,732,976		1,190,725,292		1,148,389,571		1,269,602,406		1,052,406,932						1,203,149,711						1,156,011,662						1,162,416,528						1,096,947,862						1,411,646,263						1,262,463,749						1,289,629,111						1,295,696,273						1,425,833,359						1,298,848,672						1,284,495,340						501,712,668						691,459,910						724,725,974						724,093,599						761,704,495						493,373,977						513,695,615						514,353,208																				R		G		B

		転職会議 テンショクカイギ		Tenshoku Kaigi		133,766,800		112,933,800		87,469,600		106,071,200		125,043,000		69,923,000		64,998,500		57,160,999		82,237,054		64,222,307		47,781,653		55,443,668		89,851,491						40,070,481						49,748,422						56,178,616						121,096,586						109,315,662						164,448,051						148,279,051						242,228,510						172,618,952						240,826,209						262,822,770						254,746,988						252,320,127						242,218,060						235,972,411						210,311,049						147,704,996						148,296,549						124,905,280																				0		163		240

		転職ナビ テンショク		Tenshoku Navi																						115,598,227		102,848,233		119,622,212						107,760,538						101,745,114						110,316,042						135,641,327						148,721,095						160,586,927						132,163,465						153,164,725						135,724,811						127,426,568						0						290,904,292						318,060,216						255,135,490						259,144,454						200,413,533						198,385,117						134,314,774						120,749,077																				90		192		240

		その他 タ		Other		14,739,597		7,454,480		5,779,946		5,722,606		19,204,375		5,059,717		4,845,577		4,858,987		6,050,650		9,929,983		14,138,654		17,157,235		22,272,950						26,686,561						33,950,875						34,385,273						40,756,833						44,509,008						43,238,202						41,327,490						53,148,067						41,704,582						37,455,436						19,918,738						483,826,185						367,504,559						326,355,427						261,651,795						178,560,842						163,874,912						86,713,998						81,553,772																				183		232		255

		売上高 ウリアゲ ダカ		Net Sales		856,469,356		1,245,442,446		1,087,311,297		1,066,929,957		987,730,726		1,140,986,095		1,101,899,366		1,048,894,258		1,034,020,680		1,264,877,582		1,325,908,105		1,445,051,542		1,284,153,585						1,377,667,291						1,341,456,073						1,363,296,459						1,394,442,608						1,714,192,028						1,630,736,929						1,611,399,117						1,744,237,575						1,775,881,704						1,704,556,885						1,567,236,848						1,531,190,133						1,629,344,812						1,548,434,951						1,480,862,259						1,350,989,919						1,003,339,002						883,020,936						841,561,337								(639,300,922)		-43.2%		(41,459,599)		-4.7%						238		238		238

		営業利益 エイギョウ リエキ		Operating Income		417,690,816		513,225,615		359,014,813		294,547,217		137,158,770		263,271,676		207,246,212		26,906,953		(103,187,496)		(68,317,138)		(68,135,416)		247,394,321				154,127,095						142,481,657						104,860,725						114,006,704						54,880,753						161,925,688						1,525,561						3,791,921						78,662,751						▲ 33,935,057						▲ 18,565,071						96,159,142						58,561,719						63,262,433						▲ 88,573,838						▲ 38,934,492						▲ 127,287,572						▲ 276,188,702						▲ 343,495,451						▲ 382,124,649						0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!						203		203		203

																																																						TRUE						TRUE						TRUE						TRUE						TRUE						TRUE						TRUE						TRUE						TRUE						TRUE						TRUE						TRUE

		■金額（単位：百万円） キンガク タンイ ヒャクマンエン																																																																																																																																																																文字色 モジショク

		分類 ブンルイ		Category		FY2013								FY2014								FY2015								FY2016																								FY2017																						 FY2018																								FY2019		FY2019																								FY2020																																				◆色の設定 イロ セッテイ

						1Q/13		2Q/13		3Q/13		4Q/13		1Q/14		2Q/14		3Q/14		4Q/14		1Q/15		2Q/15		3Q/15		4Q/15		1Q		 				2Q						3Q						4Q						1Q						2Q						3Q						4Q						1Q						2Q						3Q						4Q				　　		1Q		 		　　		2Q		 		　　		3Q		 		　　		4Q		 		　　		1Q		 		　　		2Q		 		　　		3Q				　　		4Q				　　														背景色 ハイケイショク

		マッハバイト		Machabaito		707		1,125		994		955		843		1,066		1,032		986		945		1,190		1,148		1,269		1,052						1,203						1,156						1,162						1,096						1,411						1,262						1,289						1,295						1,425						1,298						1,284						501						691						724						724						761						493						513						514

		転職会議		Tenshoku Kaigi		133		112		87		106		125		69		64		57		82		64		47		55		89						40						49						56						121						109						164						148						242						172						240						262						254						252						242						235						210						147						148						124														　				◆フォントの設定 セッテイ

		転職ナビ		Tenshoku Navi		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		115		102		119						107						101						110						135						148						160						132						153						135						127						0						290						318						255						259						200						198						134						120																		日本語 ニホンゴ		AXIS Std L

		その他		Other		14		7		5		5		19		5		4		4		6		9		14		17		22						26						33						34						40						44						43						41						53						41						37						19						483						367						326						261						178						163						86						81																		English		Mark Pro Light

		売上高		Net Sales		856		1,245		1,087		1,066		987		1,140		1,101		1,048		1,034		1,264		1,325		1,445		1,284						1,377						1,341						1,363						1,394						1,714						1,630						1,611						1,744						1,775						1,704						1,567						1,531						1,629						1,548						1,480						1,350						1,003						883						841

		営業利益		Operating Income		417		513		359		294		137		263		207		26		(103)		(68)		(68)		247				154						142						104						114						54						161						1						3						78						▲ 33						▲ 18						96						58						63						▲ 88						▲ 38						▲ 127						▲ 276						▲ 343						▲ 382

		率 リツ																														12.0%						10.3%						7.8%						8.4%						3.9%						9.4%						0.1%						0.2%						4.5%						-1.9%						-1.1%						6.1%						3.8%						3.9%						-5.7%						-2.6%						-9.4%						-27.5%						-38.8%						-45.4%



		■構成比 コウセイヒ

		分類 ブンルイ		Category		FY2013								FY2014								FY2015								FY2016																								FY2017																						 FY2018																										FY2019

						1Q/13		2Q/13		3Q/13		4Q/13		1Q/14		2Q/14		3Q/14		4Q/14		1Q/15		2Q/15		3Q/15		4Q/15		1Q		 				2Q						3Q						4Q						1Q						2Q						3Q						4Q						1Q						2Q						3Q						4Q				　　		1Q						2Q						3Q						4Q				　　

		求人情報メディア事業 キュウジン ジョウホウ ジギョウ		HR Information Media		82.7%		90.3%		91.4%		89.5%		85.4%		93.4%		93.7%		94.1%		91.5%		94.1%		86.6%		87.9%		82.0%						87.3%						86.2%						85.3%						78.7%						82.4%						77.4%						80.0%						74.3%						80.3%						76.2%						82.0%						79.4%						87.5%						84.5%						88.1%

		不動産情報メディア事業 フドウサン ジョウホウ ジギョウ		Real Estate Information Media 		15.6%		9.1%		8.0%		9.9%		12.7%		6.1%		5.9%		5.4%		8.0%		5.1%		3.6%		3.8%		7.0%						2.9%						3.7%						4.1%						8.7%						6.4%						10.1%						9.2%						13.9%						9.7%						14.1%						16.8%						20.4%						12.3%						15.3%						11.7%

		イーコマース事業 ジギョウ		E Commerce		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		8.7%		7.1%		9.3%						7.8%						7.6%						8.1%						9.7%						8.7%						9.8%						8.2%						8.8%						7.6%						7.5%						0.0%						0.0%						0.0%						0.0%						0.0%

		その他事業 タ ジギョウ		Other Businesses		1.7%		0.6%		0.5%		0.5%		1.9%		0.4%		0.4%		0.5%		0.6%		0.8%		1.1%		1.2%		1.7%						1.9%						2.5%						2.5%						2.9%						2.6%						2.7%						2.6%						3.0%						2.3%						2.2%						1.3%						0.2%						0.2%						0.2%						0.2%

		売上高総計 ウリアゲ ダカ ソウケイ		Total		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%						100.0%						100.0%						100.0%						100.0%						100.0%						100.0%						100.0%						100.0%						100.0%						100.0%						100.0%						100.0%						100.0%						100.0%						100.0%



マッハバイト	

1Q	 	　　	2Q	 	　　	3Q	 	　　	4Q	 	　　	1Q	 	　　	2Q	 	　　	3Q	　　	4Q	　　	FY2019	FY2020	501	691	724	724	761	493	513	514	転職会議	

1Q	 	　　	2Q	 	　　	3Q	 	　　	4Q	 	　　	1Q	 	　　	2Q	 	　　	3Q	　　	4Q	　　	FY2019	FY2020	254	252	242	235	210	147	148	124	転職ナビ	1Q	 	　　	2Q	 	　　	3Q	 	　　	4Q	 	　　	1Q	 	　　	2Q	 	　　	3Q	　　	4Q	　　	FY2019	FY2020	290	318	255	259	200	198	134	120	その他	1Q	 	　　	2Q	 	　　	3Q	 	　　	4Q	 	　　	1Q	 	　　	2Q	 	　　	3Q	　　	4Q	　　	FY2019	FY2020	483	367	326	261	178	163	86	81	売上高	1Q	 	　　	2Q	 	　　	3Q	 	　　	4Q	 	　　	1Q	 	　　	2Q	 	　　	3Q	　　	4Q	　　	FY2019	FY2020	1531	1629	1548	1480	1350	1003	883	841	営業利益	1Q	 	　　	2Q	 	　　	3Q	 	　　	4Q	 	　　	1Q	 	　　	2Q	 	　　	3Q	　　	4Q	　　	FY2019	FY2020	58	63	-88	-38	-127	-276	-343	-382	



Net Sales	

　　	1Q	 	　　	2Q	 	　　	3Q	 	　　	4Q	 	　　	1Q	 	　　	2Q	 	　　	FY2019	FY2019	FY2020	1531	1629	1548	1480	1350	1003	Operating Income	

　　	1Q	 	　　	2Q	 	　　	3Q	 	　　	4Q	 	　　	1Q	 	　　	2Q	 	　　	FY2019	FY2019	FY2020	58	63	-88	-38	-127	-276	





Operating Income	

　　	1Q	 	　　	2Q	 	　　	3Q	 	　　	4Q	 	　　	1Q	 	　　	2Q	 	　　	FY2019	FY2019	FY2020	58	63	-88	-38	-127	-276	Net Sales	

　　	1Q	 	　　	2Q	 	　　	3Q	 	　　	4Q	 	　　	1Q	 	　　	2Q	 	　　	FY2019	FY2019	FY2020	1531	1629	1548	1480	1350	1003	





Machabaito	

1Q	 	　　	2Q	 	　　	3Q	 	　　	4Q	 	　　	1Q	 	　　	2Q	 	　　	3Q	　　	4Q	　　	FY2019	FY2020	501	691	724	724	761	493	513	514	Tenshoku Kaigi	

1Q	 	　　	2Q	 	　　	3Q	 	　　	4Q	 	　　	1Q	 	　　	2Q	 	　　	3Q	　　	4Q	　　	FY2019	FY2020	254	252	242	235	210	147	148	124	Tenshoku Navi	

1Q	 	　　	2Q	 	　　	3Q	 	　　	4Q	 	　　	1Q	 	　　	2Q	 	　　	3Q	　　	4Q	　　	FY2019	FY2020	290	318	255	259	200	198	134	120	Other	

1Q	 	　　	2Q	 	　　	3Q	 	　　	4Q	 	　　	1Q	 	　　	2Q	 	　　	3Q	　　	4Q	　　	FY2019	FY2020	483	367	326	261	178	163	86	81	Net Sales	

1Q	 	　　	2Q	 	　　	3Q	 	　　	4Q	 	　　	1Q	 	　　	2Q	 	　　	3Q	　　	4Q	　　	FY2019	FY2020	1531	1629	1548	1480	1350	1003	883	841	Operating Income	

1Q	 	　　	2Q	 	　　	3Q	 	　　	4Q	 	　　	1Q	 	　　	2Q	 	　　	3Q	　　	4Q	　　	FY2019	FY2020	58	63	-88	-38	-127	-276	-343	-382	













３Qと４Qの間に入っている模様？が消えないため、↓にグラフ作成しなおしました。



【IR更新】OP増減_主要メディア別(Q) 

				■営業利益(会計)増減 エイギョウ リエキ カイケイ ゾウゲン																		■グラフ書式設定 ショシキ セッテイ

				要素 ヨウソ		3Q19		MB		TN		TK		新規		その他 タ		3Q20				色の設定 イロ セッテイ		赤 アカ		緑 ミドリ		青 アオ

				金額（単位：円） キンガク タンイ エン		(88,573,838)		(104,861,421)		(128,800,996)		(98,821,009)		(40,255,086)		29,548,355		(343,495,451)				増加 ゾウカ		90		192		240

				金額（単位：百万円） キンガク タンイ ヒャクマンエン		(88)		(104)		(128)		(98)		(40)		29		(343)				減少 ゲンショウ		203		203		203

				グラフ1		104,861,421		104,861,421

				グラフ2		(193,435,259)		(193,435,259)		(193,435,259)				0		0

				グラフ3						(322,236,255)		(322,236,255)		(421,057,264)		(461,312,350)		(431,763,995)

				グラフ4								(98,821,009)		(40,255,086)		29,548,355













































グラフ2	3Q19	MB	TN	TK	新規	その他	3Q20	-193435259	-193435259	-193435259	0	0	グラフ1	3Q19	MB	TN	TK	新規	その他	3Q20	104861421	104861421	グラフ3	3Q19	MB	TN	TK	新規	その他	3Q20	-322236255	-322236255	-421057264	-461312350	-431763995	グラフ4	3Q19	MB	TN	TK	新規	その他	3Q20	-98821009	-40255086	29548355	



【IR更新】OP増減_販管費別(Q)

				■営業利益(会計)増減 エイギョウ リエキ カイケイ ゾウゲン																■グラフ書式設定 ショシキ セッテイ

				要素 ヨウソ		3Q19		売上高		人件費		広告宣伝費		その他販管費		3Q20				色の設定 イロ セッテイ		赤 アカ		緑 ミドリ		青 アオ								4Q19		売上高		人件費		広告宣伝費		その他費用 ヒヨウ		4Q20

				金額（単位：円） キンガク タンイ エン		(88,573,838)		(639,300,922)		(1,222,163)		237,543,174		59,789,754		(343,495,451)				増加 ゾウカ		90		192		240						増減額 ゾウゲンガク		(38,934,492)		(639,300,922)		(1,222,163)		237,543,174		59,789,754		(382,124,649)

				金額（単位：百万円） キンガク タンイ ヒャクマンエン		(88)		(639)		(1)		237		59		(343)				減少 ゲンショウ		203		203		203						増減額（百万円） ゾウゲンガク ヒャクマン エン		▲38		▲639		▲1		237		59		▲382

				グラフ1		(88,573,838)		(88,573,838)		(727,874,760)		(491,553,749)		(431,763,995)		(343,495,451)																										check		0

				グラフ2				(639,300,922)		(1,222,163)		(237,543,174)		(59,789,754)

















































グラフ1	3Q19	売上高	人件費	広告宣伝費	その他販管費	3Q20	-88573838	-88573838	-727874760	-491553749	-431763995	-343495451	グラフ2	3Q19	売上高	人件費	広告宣伝費	その他販管費	3Q20	-639300922	-1222163	-237543174	-59789754	



【IR更新】OP増減_事業譲渡・既存・新規

				■営業利益(会計)増減 エイギョウ リエキ カイケイ ゾウゲン																		■グラフ書式設定 ショシキ セッテイ

				要素 ヨウソ		FY2019		事業譲渡 ジギョウジョウト		既存売上 キゾン ウリアゲ		既存費用 キゾン ヒヨウ		新規 シンキ		その他 タ		FY2020				色の設定 イロ セッテイ		赤 アカ		緑 ミドリ		青 アオ				既存事業売上増減 キゾン ジギョウ ウリアゲ ゾウゲン		既存事業営業利益増減 キゾン ジギョウ エイギョウリエキ ゾウゲン		既存事業費用増減 キゾン ジギョウ ヒヨウ ゾウゲン

				金額（単位：円） キンガク タンイ エン		(5,684,178)		(226,549,615)		(1,294,733,007)		472,104,229		(100,420,422)		26,186,619		(1,129,096,374)				増加 ゾウカ		90		192		240				(1,294,733,007)		(822,628,778)		472,104,229

				金額（単位：百万円） キンガク タンイ ヒャクマンエン		(5)		(226)		(1,294)		472		(100)		26		(1,129)				減少 ゲンショウ		203		203		203

				グラフ1（表示部分） ヒョウジ ブブン		(5,684,178)		(226,549,615)		(1,294,733,007)		(472,104,229)		(100,420,422)		(26,186,619)

				グラフ2（非表示部分） ヒヒョウジ ブブン				(5,684,178)		(226,549,615)		(1,049,178,393)		(1,049,178,393)		(1,123,412,196)		(1,129,096,374)





				要素 ヨウソ		FY2019		ポートフォリオ再編 サイヘン		既存売上 キゾン ウリアゲ		費用減少 ヒヨウ ゲンショウ		FY2020

				金額（単位：円） キンガク タンイ エン		(5,684,178)		(326,970,037)		(1,294,733,007)		498,290,848		(1,129,096,374)

				金額（単位：百万円） キンガク タンイ ヒャクマンエン		(5)		(326)		(1,294)		498		(1,129)

				グラフ1（表示部分） ヒョウジ ブブン		(5,684,178)		(326,970,037)		(1,294,733,007)		(498,290,848)

				グラフ2（非表示部分） ヒヒョウジ ブブン				(5,684,178)		(332,654,215)		(1,129,096,374)		(1,129,096,374)





				要素 ヨウソ		FY2019		事業譲渡 ジギョウジョウト		既存利益 キゾン リエキ		新規 シンキ		その他 タ		FY2020

				金額（単位：円） キンガク タンイ エン		(5,684,178)		(226,549,615)		(822,628,778)		(100,420,422)		26,186,619		(1,129,096,374)

				金額（単位：百万円） キンガク タンイ ヒャクマンエン		(5)		(226)		(822)		(100)		26		(1,129)

				グラフ1（表示部分） ヒョウジ ブブン		(5,684,178)		(226,549,615)		(822,628,778)		(100,420,422)		(26,186,619)

				グラフ2（非表示部分） ヒヒョウジ ブブン				(5,684,178)		(232,233,793)		(1,054,862,571)		(1,129,096,374)		(1,129,096,374)



				要素 ヨウソ		FY2019		ポートフォリオ再編 サイヘン		既存利益 キゾン リエキ		その他 タ		FY2020

				金額（単位：円） キンガク タンイ エン		(5,684,178)		(326,970,037)		(822,628,778)		26,186,619		(1,129,096,374)

				金額（単位：百万円） キンガク タンイ ヒャクマンエン		(5)		(326)		(822)		26		(1,129)

				グラフ1（表示部分） ヒョウジ ブブン		(5,684,178)		(326,970,037)		(822,628,778)		(26,186,619)

				グラフ2（非表示部分） ヒヒョウジ ブブン				(5,684,178)		(332,654,215)		(1,129,096,374)		(1,129,096,374)





















グラフ2（非表示部分）	FY2019	事業譲渡	既存売上	既存費用	新規	その他	FY2020	-5684178	-226549615	-1049178393	-1049178393	-1123412196	-1129096374	グラフ1（表示部分）	FY2019	事業譲渡	既存売上	既存費用	新規	その他	FY2020	-5684178	-226549615	-1294733007	-472104229	-100420422	-26186619	

グラフ2（非表示部分）	FY2019	ポートフォリオ再編	既存売上	費用減少	FY2020	-5684178	-332654215	-1129096374	-1129096374	グラフ1（表示部分）	FY2019	ポートフォリオ再編	既存売上	費用減少	FY2020	-5684178	-326970037	-1294733007	-498290848	

グラフ2（非表示部分）	FY2019	事業譲渡	既存利益	新規	その他	FY2020	-5684178	-232233793	-1054862571	-1129096374	-1129096374	グラフ1（表示部分）	FY2019	事業譲渡	既存利益	新規	その他	FY2020	-5684178	-226549615	-822628778	-100420422	-26186619	

グラフ2（非表示部分）	FY2019	ポートフォリオ再編	既存利益	その他	FY2020	-5684178	-332654215	-1129096374	-1129096374	グラフ1（表示部分）	FY2019	ポートフォリオ再編	既存利益	その他	FY2020	-5684178	-326970037	-822628778	-26186619	



販管費(Q)



		【四半期】 シハンキ

		■費用推移　金額（単位：円） ヒヨウ キンガク タンイ エン

		分類 ブンルイ		Category		FY2013								FY2014								FY2015								FY2016								FY2017								FY2018								FY2019								FY2020										YoY				QoQ						累計YoY ルイケイ

						1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q				±		%		±		%				±		%

		人件費 ジンケン		Personnel expenses		142,153,880		188,031,603		209,919,447		233,322,110		247,603,630		302,549,584		317,563,671		334,687,161		325,167,437		376,879,822		443,073,303		451,801,827		489,076,929		500,755,573		540,748,587		538,862,039		564,212,980		609,941,858		632,800,984		598,317,864		629,662,987		622,720,609		632,690,252		558,744,865		552,979,467		545,581,007		553,592,977		552,429,047		543,012,448		573,613,356		560,465,525		553,651,210				1,222,163		0.2%		(6,814,315)		-1.2%				26,160,041		1.2%

		広告宣伝費 コウコク センデンヒ		Advertising costs 		108,738,355		312,361,268		282,629,843		300,930,296		349,399,561		279,836,346		287,895,977		365,797,961		424,304,813		510,047,669		397,576,830		241,497,320		205,176,331		317,489,791		296,221,759		314,020,135		347,469,724		438,581,764		510,522,847		551,211,006		559,015,117		619,726,930		512,859,238		457,030,997		535,561,239		610,082,768		656,507,134		564,704,683		523,253,321		342,388,004		302,236,689		327,161,509				(237,543,174)		-42.1%		24,924,820		8.2%				(871,816,301)		-36.8%

		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
のれん償却額含む		Depreciation and amortization including goodwill		6,056,151		5,948,081		9,005,993		7,750,944		7,242,159		8,616,455		9,715,030		9,817,260		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				0		ERROR:#DIV/0!

		その他（原価含む） タ ゲンカ フク		Others		110,188,116		119,576,865		132,158,019		142,963,580		172,194,805		208,881,472		204,831,246		234,846,929		387,735,926		446,267,229		553,393,388		503,858,074		435,773,230		416,940,270		399,625,002		396,407,581		427,879,151		503,742,718		485,887,537		458,078,326		476,896,720		567,369,222		577,572,466		455,301,844		384,087,708		410,418,604		426,908,678		402,663,021		412,011,722		363,526,344		363,814,173		342,873,267				(59,789,754)		-14.8%		(20,940,906)		-5.8%				(141,852,505)		-8.7%

		原価＋販管費計 ゲンカ ハン カン ヒ ケイ

Kuniko Usui: Kuniko Usui:
2015年から販管費と原価で集計
		原価＋販管費計 ゲンカ ハン カン ヒ ケイ		367,136,502		625,917,817		633,713,302		684,966,930		776,440,155		799,883,857		820,005,924		945,149,311		1,137,208,176		1,333,194,720		1,394,043,521		1,197,157,221		1,130,026,490		1,235,185,634		1,236,595,348		1,249,289,755		1,339,561,855		1,552,266,340		1,629,211,368		1,607,607,196		1,665,574,824		1,809,816,761		1,723,121,956		1,471,077,706		1,472,628,414		1,566,082,379		1,637,008,789		1,519,796,751		1,478,277,491		1,279,527,704		1,226,516,387		1,223,685,986				(296,110,765)		-19.5%		(2,830,401)		-0.2%				(987,508,765)		-15.9%

		売上高総計 ウリアゲ ダカ ソウケイ		売上高総計 ウリアゲ ダカ ソウケイ		856,469,356		1,245,442,446		1,087,311,297		1,066,929,957		987,730,726		1,140,986,095		1,101,899,366		1,048,894,258		1,034,020,680		1,264,877,582		1,325,908,105		1,444,551,542		1,284,153,585		1,377,667,291		1,341,456,073		1,363,296,459		1,394,442,608		1,714,192,028		1,630,736,929		1,611,399,117		1,744,237,575		1,775,881,704		1,704,556,885		1,567,236,848		1,531,190,133		1,629,344,812		1,548,434,951		1,480,862,259		1,350,989,919		1,003,339,002		883,020,936		841,561,337				(639,300,922)		-43.2%		(41,459,599)		-4.7%				(2,110,920,961)		-34.1%



		■費用推移　金額（単位：百万円） ヒヨウ スイイ キンガク タンイ ヒャクマン エン

		分類 ブンルイ		Category		FY2013								FY2014								FY2015								FY2016								FY2017								FY2018								FY2019								FY2020								　										　

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

		人件費 ジンケン		Personnel expenses		142		188		209		233		247		302		317		334		325		376		443		451		489		500		540		538		564		609		632		598		629		622		632		558		552		545		553		552		543		573		560		553

		広告宣伝費 コウコク センデンヒ		Advertising costs 		108		312		282		300		349		279		287		365		424		510		397		241		205		317		296		314		347		438		510		551		559		619		512		457		535		610		656		564		523		342		302		327

		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		Depreciation and amortization		6		5		9		7		7		8		9		9		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		その他 タ		Others		110		119		132		142		172		208		204		234		387		446		553		503		435		416		399		396		427		503		485		458		476		567		577		455		384		410		426		402		412		363		363		342

		原価＋販管費計 ゲンカ ハン カン ヒ ケイ		原価＋販管費計 ゲンカ ハン カン ヒ ケイ		367		625		633		684		776		799		820		945		1,137		1,333		1,394		1,197		1,130		1,235		1,236		1,249		1,339		1,552		1,629		1,607		1,665		1,809		1,723		1,471		1,472		1,566		1,637		1,519		1,478		1,279		1,226		1,223



		■費用推移　構成比（単位：百万円） ヒヨウ コウセイヒ タンイ ヒャクマン エン

		分類 ブンルイ		Category		FY2013								FY2014								FY2015								FY2016								FY2017								FY2018								FY2019								FY2020

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

		人件費/費用総額 ジンケン ヒヨウ ソウガク		Personnel expenses		38.7%		30.0%		33.1%		34.1%		31.9%		37.8%		38.7%		35.4%		28.6%		28.3%		31.8%		37.7%		43.3%		40.5%		43.7%		43.1%		42.1%		39.3%		38.8%		37.2%		37.8%		34.4%		36.7%		38.0%		37.6%		34.8%		33.8%		36.3%		36.7%		44.8%		45.7%		45.2%

		広告宣伝費/費用総額 コウコク センデンヒ		Advertising costs 		29.6%		49.9%		44.6%		43.9%		45.0%		35.0%		35.1%		38.7%		37.3%		38.3%		28.5%		20.2%		18.2%		25.7%		24.0%		25.1%		25.9%		28.3%		31.3%		34.3%		33.6%		34.2%		29.8%		31.1%		36.4%		39.0%		40.1%		37.2%		35.4%		26.8%		24.6%		26.7%

		減価償却費/費用総額 ゲンカ ショウキャク ヒ		Depreciation and amortization		1.6%		1.0%		1.4%		1.1%		0.9%		1.1%		1.2%		1.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		その他/費用総額 タ		Others		30.0%		19.1%		20.9%		20.9%		22.2%		26.1%		25.0%		24.8%		34.1%		33.5%		39.7%		42.1%		38.6%		33.8%		32.3%		31.7%		31.9%		32.5%		29.8%		28.5%		28.6%		31.3%		33.5%		31.0%		26.1%		26.2%		26.1%		26.5%		27.9%		28.4%		29.7%		28.0%

		費用総額/売上高 ヒヨウ ソウガク ウリアゲ ダカ				42.9%		50.3%		58.3%		64.2%		78.6%		70.1%		74.4%		90.1%		110.0%		105.4%		105.1%		82.9%		88.0%		89.7%		92.2%		91.6%		96.1%		90.6%		99.9%		99.8%		95.5%		101.9%		101.1%		93.9%		96.2%		96.1%		105.7%		102.6%		109.4%		127.5%		138.9%		145.4%



人件費	

1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	FY2019	FY2020	552	545	553	552	543	573	560	553	広告宣伝費	

1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	FY2019	FY2020	535	610	656	564	523	342	302	327	減価償却費	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	FY2019	FY2020	0	0	0	0	0	その他	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	FY2019	FY2020	384	410	426	402	412	363	363	342	原価＋販管費計	



1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	FY2019	FY2020	1472	1566	1637	1519	1478	1279	1226	1223	

Personnel expenses	

1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	FY2019	FY2020	552	545	553	552	543	573	560	553	Advertising costs 	

1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	FY2019	FY2020	535	610	656	564	523	342	302	327	Depreciation and amortization	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	FY2019	FY2020	0	0	0	0	0	Others	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	FY2019	FY2020	384	410	426	402	412	363	363	342	原価＋販管費計	



1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	FY2019	FY2020	1472	1566	1637	1519	1478	1279	1226	1223	



既存のみ売上・営利(Q)

		■金額（単位：円） キンガク タンイ エン		※入力用 ニュウリョクヨウ

		分類 ブンルイ		Category		FY2013								FY2014								FY2015								FY2016																								FY2017																						 FY2018																										FY2019																								FY2020																										YoY				QoQ

						1Q/13		2Q/13		3Q/13		4Q/13		1Q/14		2Q/14		3Q/14		4Q/14		1Q/15		2Q/15		3Q/15		4Q/15		1Q		 				2Q						3Q						4Q						1Q						2Q						3Q						4Q						1Q						2Q						3Q						4Q				　　		1Q						2Q						3Q						4Q				　　		1Q						2Q						3Q						4Q				　　				±		%		±		%

		求人情報メディア事業 キュウジン ジョウホウ ジギョウ		HR Information Media		707,962,959		1,125,054,166		994,061,751		955,136,151		843,483,351		1,066,003,378		1,032,055,289		986,874,272		945,732,976		1,190,725,292		1,148,389,571		1,269,602,406		1,052,406,932						1,203,149,711						1,156,011,662						1,162,416,528						1,096,947,862						1,411,646,263						1,262,463,749						1,289,629,111						1,295,696,273						1,425,833,359						1,298,848,672						1,284,495,340						1,215,737,670						1,426,434,733						1,308,021,411						1,305,203,639

		不動産情報メディア事業 フドウサン ジョウホウ ジギョウ		Real Estate Information Media 		133,766,800		112,933,800		87,469,600		106,071,200		125,043,000		69,923,000		64,998,500		57,160,999		82,237,054		64,222,307		47,781,653		55,443,668		89,851,491						40,070,481						49,748,422						56,178,616						121,096,586						109,315,662						164,448,051						148,279,051						242,228,510						172,618,952						240,826,209						262,822,770						312,186,309						199,974,025						237,495,737						172,858,386

		イーコマース事業 ジギョウ		E Commerce																						115,598,227		102,848,233		119,622,212						107,760,538						101,745,114						110,316,042						135,641,327						148,721,095						160,586,927						132,163,465						153,164,725						135,724,811						127,426,568						0						0						0						0						0

		その他事業 タ ジギョウ		Other Businesses		14,739,597		7,454,480		5,779,946		5,722,606		19,204,375		5,059,717		4,845,577		4,858,987		6,050,650		9,929,983		14,138,654		17,157,235		22,272,950						26,686,561						33,950,875						34,385,273						40,756,833						44,509,008						43,238,202						41,327,490						53,148,067						41,704,582						37,455,436						19,918,738						3,266,154						2,936,054						2,917,803						2,800,234

		総売上高 ソウ ウリアゲ ダカ				856,469,356		1,245,442,446		1,087,311,297		1,066,929,957		987,730,726		1,140,986,095		1,101,899,366		1,048,894,258		1,034,020,680		1,264,877,582		1,325,908,105		1,445,051,542		1,284,153,585						1,377,667,291						1,341,456,073						1,363,296,459						1,394,442,608						1,714,192,028						1,630,736,929						1,611,399,117						1,744,237,575						1,775,881,704						1,704,556,885						1,567,236,848						1,531,190,133						1,629,344,812						1,548,434,951						1,480,862,259						1,350,989,919						1,003,339,002						883,020,936						841,561,337								(639,300,922)		-43.2%		(41,459,599)		-4.7%

		　売上高 ウリアゲ ダカ		既存事業（DO除く＆村上さんコンサルフィー含む） キゾン ジギョウ																																																																																																		1,273,820,464						1,472,973,373						1,356,608,348						1,355,405,154						1,350,988,924						1,003,339,002						883,020,936						841,561,337								▲ 513,843,817		-37.9%		▲ 41,459,599		-4.7%

		　新規事業売上高（医療PJT含む） シンキ ジギョウ ウリアゲ ダカ イリョウ フク																																																																																																				497,154						77,054						58,803						44,234						995						0						0						0								▲ 44,234		-100.0%		0		ERROR:#DIV/0!

		　DOOR賃貸売上高 チンタイ ウリアゲダカ																																																																																																				256,872,515						156,294,385						191,767,800						125,412,871						0						0						0						0								▲ 125,412,871		-100.0%		0		ERROR:#DIV/0!

		営業利益総計 エイギョウ リエキ ソウケイ				417,690,816		513,225,615		359,014,813		294,547,217		137,158,770		263,271,676		207,246,212		26,906,953		(103,187,496)		(68,317,138)		(68,135,416)		247,394,321				154,127,095						142,481,657						104,860,725						114,006,704						54,880,753						161,925,688						1,525,561						3,791,921						78,662,751						(33,935,057)						(18,565,071)						96,159,142						58,561,719						63,262,433						(88,573,838)						(38,934,492)						(127,287,572)						(276,188,702)						(343,495,451)						(382,124,649)						▲ 343,190,157		881.5%		▲ 38,629,198		11.2%

		　営業利益 エイギョウ リエキ		既存事業（DO除く＆村上さんコンサルフィー含む） キゾン ジギョウ																																																																																																				234,193,676						316,888,462						156,762,145						269,878,041						200,677,880						39,507,575						(7,414,174)						(56,869,012)						▲ 326,747,053		-121.1%		▲ 49,454,838		667.0%

		　新規事業営業利益（医療PJT含む） シンキ ジギョウ エイギョウ リエキ イリョウ フク																																																																																																						(11,586,335)						(11,413,831)						(2,503,467)						(10,400,515)						(19,289,470)						(19,873,612)						(46,505,887)						(50,655,601)						▲ 40,255,086		387.0%		▲ 4,149,714		8.9%

		　全社費用 ゼンシャ ヒヨウ																																																																																																						(284,080,223)						(289,711,684)						(301,820,169)						(317,681,829)						(307,234,831)						(295,692,665)						(289,575,390)						(274,604,400)						43,077,429		-13.6%		14,970,990		-5.2%

		　DOOR賃貸営業利益 チンタイ エイギョウ リエキ																																																																																																						120,034,601						47,499,486						58,987,653						19,269,811						(1,441,151)						(130,000)						0						4,364						▲ 19,265,447		-100.0%		4,364		ERROR:#DIV/0!

		売上高整合チェック ウリアゲ ダカ セイゴウ																																																																																																				TRUE						TRUE						TRUE						TRUE						TRUE						TRUE						TRUE						TRUE

		営業利益整合チェック エイギョウ リエキ セイゴウ																																																																																																						TRUE						TRUE						TRUE						TRUE						TRUE						TRUE						TRUE						TRUE



		■金額（単位：百万円） キンガク タンイ ヒャクマンエン

		分類 ブンルイ		Category		FY2013								FY2014								FY2015								FY2016																								FY2017																						 FY2018																								FY2019																										FY2020

						1Q/13		2Q/13		3Q/13		4Q/13		1Q/14		2Q/14		3Q/14		4Q/14		1Q/15		2Q/15		3Q/15		4Q/15		1Q		 				2Q						3Q						4Q						1Q						2Q						3Q						4Q						1Q						2Q						3Q						4Q				　　		1Q						2Q						3Q						4Q				　　		1Q		 		 		2Q		 		 		3Q				 		4Q				　　		　 

		求人情報メディア事業 キュウジン ジョウホウ ジギョウ		HR Information Media		707		1,125		994		955		843		1,066		1,032		986		945		1,190		1,148		1,269		1,052						1,203						1,156						1,162						1,096						1,411						1,262						1,289						1,295						1,425						1,298						1,284						1,215						1,426						1,308						1,305

		不動産情報メディア事業 フドウサン ジョウホウ ジギョウ		Real Estate Information Media 		133		112		87		106		125		69		64		57		82		64		47		55		89						40						49						56						121						109						164						148						242						172						240						262						312						199						237						172

		イーコマース事業 ジギョウ		E Commerce		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		115		102		119						107						101						110						135						148						160						132						153						135						127						0						0						0						0						0

		その他事業 タ ジギョウ		Other Businesses		14		7		5		5		19		5		4		4		6		9		14		17		22						26						33						34						40						44						43						41						53						41						37						19						3						2						2						2

		総売上高 ソウ ウリアゲ ダカ				856		1,245		1,087		1,066		987		1,140		1,101		1,048		1,034		1,264		1,325		1,445		1,284						1,377						1,341						1,363						1,394						1,714						1,630						1,611						1,744						1,775						1,704						1,567						1,531						1,629						1,548						1,480						1,350						1,003						883						841

		　売上高 ウリアゲ ダカ		Net Sales		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																										1,273						1,472						1,356						1,355						1,350						1,003						883						841

		　新規事業売上高（医療PJT含む） シンキ ジギョウ ウリアゲ ダカ イリョウ フク				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																										0						0						0						0						0						0						0						0

		　DOOR賃貸売上高 チンタイ ウリアゲダカ				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																										256						156						191						125						0						0						0						0

		営業利益総計 エイギョウ リエキ ソウケイ				417		513		359		294		137		263		207		26		(103)		(68)		(68)		247				154						142						104						114						54						161						1						3						78						(33)						(18)						96						58						63						▲ 88						▲ 38						▲ 127						▲ 276						▲ 343						▲ 382

		　営業利益 エイギョウ リエキ		Operating Income		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																												234						316						156						269						200						39						▲ 7						▲ 56

		　新規事業営業利益（医療PJT含む） シンキ ジギョウ エイギョウ リエキ イリョウ フク				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																												▲ 11						▲ 11						▲ 2						▲ 10						▲ 19						▲ 19						▲ 46						▲ 50

		　全社費用 ゼンシャ ヒヨウ				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																												▲ 284						▲ 289						▲ 301						▲ 317						▲ 307						▲ 295						▲ 289						▲ 274

		　DOOR賃貸営業利益 チンタイ エイギョウ リエキ				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																												120						47						58						19						▲ 1						0						0						0

				
Late May



　売上高	

　　	1Q	2Q	3Q	4Q	　　	1Q	 	 	2Q	 	 	3Q	 	4Q	　　	FY2019	FY2020	1273	1472	1356	1355	1350	1003	883	841	　営業利益	

　　	1Q	2Q	3Q	4Q	　　	1Q	 	 	2Q	 	 	3Q	 	4Q	　　	FY2019	FY2020	234	316	156	269	200	39	-7	-56	









Net Sales	

　　	1Q	2Q	3Q	4Q	　　	1Q	 	 	2Q	 	 	3Q	 	4Q	　　	FY2019	FY2020	1273	1472	1356	1355	1350	1003	883	841	Operating Income	

　　	1Q	2Q	3Q	4Q	　　	1Q	 	 	2Q	 	 	3Q	 	4Q	　　	FY2019	FY2020	234	316	156	269	200	39	-7	-56	











従業員数（FY+Q）分析用含む

		■従業員数推移（人数）連結 ジュウギョウインスウ スイイ ニンズウ レンケツ

		項目 コウモク		Type		FY2010								FY2011								FY2012								FY2013								FY2014								FY2015								FY2016								FY2017								FY2018								FY2019								FY2020										YoY				QoQ

						1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q				±		％		±		％

		LS （従業員推移表から数字とる） ジュウギョウイン スイイヒョウ スウジ				22		28		33		37		41		46		51		59		63		73		84		92		122		159		173		185		230		251		276		290		330		302		331		355		368		398		391		394		388		440		436		431		409		417		396		394		401		400		392		381		374		390		391		383

		 正社員（本社） セイシャイン		Regular/HQ		18		22		24		24		25		29		34		40		41		51		56		55		60		75		82		87		91		100		107		115		127		151		169		178		179		193		192		200		194		223		225		225		205		219

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
JV所属除く正社員数＋JV所属のうちの兼務者-宮崎人員		206

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
11/09原口さんが９月末人員でカウントされてしまっていたため除外		205

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
JV所属を除く正社員（月中退職を除く）＋兼務出向者-宮崎正社員		204		205		195		191		191		202		205		201				10		5.2%		(4)		-2.0%																														※職種表記を個人投資家説明会に合わせて3Qからカタカナにしました ショクシュ ヒョウキ コジン ア

		 正社員（地方） セイシャイン		Regular/R																																														9		14		32		43		52		54		66		85		85		86		86		83		80		78		79		80		79		76		73		75		74		72				(4)		-5.3%		(2)		-2.7%																														20201030上野追記 ウ ツイキ

		 臨時従業員

Yuya Saito: Yuya Saito:
有期＆直接雇用社員（準社員、契約社員、ｱﾙﾊﾞｲﾄ）　
インターン、派遣、業務委託含まない		Part-time		4		6		9		13		16		17		17		19		22		22		28		37		62		84		91		98		139		151		169		175		203		151		153		163		157		162		147		140		128		132		126		120		118

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
インターン除外		115

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
小菅さん
※２Qは誤開示、３Qで修正しています
106→115		110

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
小菅さん		111

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
小菅さん		118		115		118		114		110		113		112		110				(4)		-3.5%		(2)		-1.8%

		関連会社 カンレンガイシャ				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		39		41		44		43		46		45		44		49		55		53		51		69		70		20		21		7		8		8		7		7		7		7		8				1		14.3%		1		14.3%

		 正社員（関連会社） セイシャイン カンレンガイシャ		Regular/Subsidiaries																																												29		28		31		30		31		30		28		28		30		29		29		44		45		17		16		7		7		7		6		6		6		6		7				1		16.7%		1		16.7%

		 臨時従業員（関連会社） カンレンガイシャ		Part-time/Subsidiaries																																												10		13		13		13		15		15		16		21		25		24		22		25		25		3		5		0		1		1		1		1		1		1		1				0		0.0%		0		0.0%

		総計 ソウケイ		Total		22		28		33		37		41		46		51		59		63		73		84		92		122		159		173		185		230		251		276		290		330		341		372		399		411		444		436		438		437		495		489		482		478		487		416		415		408		408		400		388		381		397		398		391				3		0.8%		(7)		-1.8%

		▽関連会社内訳 カンレンガイシャ ウチワケ

		waja

		 関連会社-正社員 カンレンガイシャ セイシャイン		Regular/Subsidiaries																																												29		28		31		30		31		30		28		28		30		29		29		29		29		0

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
201803Q連結除外のため集計除外		0

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
201803Q連結除外のため集計除外		0		0		0		0		0		0		0		0				0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!

		 関連会社-臨時従業員 カンレン カイシャ		Part-time/Subsidiaries																																												10		13		13		13		15		15		16		21		25		24		22		24		24		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!

		ﾘﾌﾞｾﾝｽｺﾈｸﾄ

		 関連会社-正社員 カンレンガイシャ セイシャイン		Regular/Subsidiaries																																																		0		0		0		0		0		0		0		0		8

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
真鍋さん、榊原さん、平塚さん除く		10

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
・眞鍋さん
・榊原さん
・内田さん
・平塚さん除く		11

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
平塚さん除く
人員表にいるけどLV-LCを兼務している人		10		0		0		0		0		0		0		0		0				0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!

		 関連会社-臨時従業員 カンレン カイシャ		Part-time/Subsidiaries																																																		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
小菅さんは兼務のため除く		3

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
小菅さんは兼務のため除く		5

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
小菅さん兼務のため除外		0		0		0		0		0		0		0		0				0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!

		ﾌｨﾙﾗｲﾌ

		 関連会社-正社員 カンレンガイシャ セイシャイン		Regular/Subsidiaries																																																		0		0		0		0		0		0		0		0		7

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
L社からの出向４＋S社からの出向3		6

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
L社からの出向3＋S社からの出向3		6

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
L社からの出向3＋S社からの出向3		6		7		7

Kuniko Usui: Kuniko Usui:
LVS4+SCO3		7		6

Kuniko Usui: Kuniko Usui:
LVS3+SCO3		6		6		6		7

Kuniko Usui: Kuniko Usui:
10月から尾沢さん出向		

Yuya Saito: Yuya Saito:
有期＆直接雇用社員（準社員、契約社員、ｱﾙﾊﾞｲﾄ）　
インターン、派遣、業務委託含まない																																																																						

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
JV所属除く正社員数＋JV所属のうちの兼務者-宮崎人員		

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
11/09原口さんが９月末人員でカウントされてしまっていたため除外		

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
インターン除外						

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
JV所属を除く正社員（月中退職を除く）＋兼務出向者-宮崎正社員		

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
小菅さん
※２Qは誤開示、３Qで修正しています
106→115		

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
小菅さん		

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
小菅さん																				1		16.7%		1		16.7%

		 関連会社-臨時従業員 カンレン カイシャ		Part-time/Subsidiaries																																																		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1

Kuniko Usui: Kuniko Usui:
LVS1		1		1		1		1		1		1				0		0.0%		0		0.0%



		■職種別（人数）単体 ショクシュベツ ニンズウ タンタイ

		項目 コウモク		Type		FY2010								FY2011								FY2012								FY2013								FY2014								FY2015								FY2016								FY2017								FY2018								FY2019								FY2020

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

		エンジニア/デザイナー		Engineers/Designers																																37		38		43		45		53																		91		94		93		88		91		87		82		83		82		79		81		79		78		75		74		73

		プランナー		Planning																																16		17		11		14		12																		33		38		42		48		38		42		40		41		40		44		45		48		50		51		60		64

		セールス		Sales																																8		7		10		11		10																		43		59		64		64		44		47		58		57		51		48		41		36		34		39		35		31

		カスタマーサポート		Customer Support																																10		10		17		17		19																		5		5		5		5		6		6		6		6		7		6		7		5		6		7		8		8

		コーポレート		Administration																																5		5		5		5		7																		23		27		28		25		25		33		33		28		26		30		25		26		26		33		30		29

		総計 ソウケイ		Total																																76		77		86		92		101										0		0		0		0		195		223		232		230		204		215		219		215		206		207		199		194		194		205		207		205



		■職種別（構成比） ショクシュベツ コウセイヒ

		項目 コウモク		Type		FY2010								FY2011								FY2012								FY2013								FY2014								FY2015								FY2016								FY2017								FY2018								FY2019								FY2020

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

		エンジニア/デザイナー		Engineers/Designers																																48.7%		49.4%		50.0%		48.9%		52.5%																		46.7%		42.2%		40.1%		38.3%		44.6%		40.5%		37.4%		38.6%		39.8%		38.2%		40.7%		40.7%		40.2%		36.6%		35.7%		35.6%

		企画 キカク		Planning																																21.1%		22.1%		12.8%		15.2%		11.9%																		16.9%		17.0%		18.1%		20.9%		18.6%		19.5%		18.3%		19.1%		19.4%		21.3%		22.6%		24.7%		25.8%		24.9%		29.0%		31.2%

		営業 エイギョウ		Sales																																10.5%		9.1%		11.6%		12.0%		9.9%																		22.1%		26.5%		27.6%		27.8%		21.6%		21.9%		26.5%		26.5%		24.8%		23.2%		20.6%		18.6%		17.5%		19.0%		16.9%		15.1%

		カスタマーサポート		Customer Support																																13.2%		13.0%		19.8%		18.5%		18.8%																		2.6%		2.2%		2.2%		2.2%		2.9%		2.8%		2.7%		2.8%		3.4%		2.9%		3.5%		2.6%		3.1%		3.4%		3.9%		3.9%

		管理 カンリ		Administration																																6.6%		6.5%		5.8%		5.4%		6.9%																		11.8%		12.1%		12.1%		10.9%		12.3%		15.3%		15.1%		13.0%		12.6%		14.5%		12.6%		13.4%		13.4%		16.1%		14.5%		14.1%

		■従業員数推移（人数）連結 ジュウギョウインスウ スイイ ニンズウ レンケツ

		項目 コウモク		Type		FY2010		FY2011		FY2012		FY2013		FY2014		FY2015		FY2016		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020

		LS （従業員推移表から数字とる） ジュウギョウイン スイイヒョウ スウジ				37		59		92		185		290		355		394		431		394		381		383

		 正社員（本社） セイシャイン		Regular/HQ		24		40		55		87		115		178		200		225		205		191		201

		 正社員（地方） セイシャイン		Regular/R		0		0		0		0		0		14		54		86		78		76		72

		 臨時従業員

Yuya Saito: Yuya Saito:
有期＆直接雇用社員（準社員、契約社員、ｱﾙﾊﾞｲﾄ）　
インターン、派遣、業務委託含まない																																																																								

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
201803Q連結除外のため集計除外		

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
201803Q連結除外のため集計除外		

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
真鍋さん、榊原さん、平塚さん除く		

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
・眞鍋さん
・榊原さん
・内田さん
・平塚さん除く		

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
平塚さん除く
人員表にいるけどLV-LCを兼務している人		

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
小菅さんは兼務のため除く		

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
小菅さんは兼務のため除く		

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
L社からの出向４＋S社からの出向3						

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
小菅さん兼務のため除外		

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
L社からの出向3＋S社からの出向3		

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
L社からの出向3＋S社からの出向3						

Kuniko Usui: Kuniko Usui:
LVS4+SCO3		

Kuniko Usui: Kuniko Usui:
LVS1				

Kuniko Usui: Kuniko Usui:
LVS3+SCO3		Part-time		13		19		37		98		175		163		140		120		111		114		110

		関連会社 カンレンガイシャ				0		0		0		0		0		44		44		51		21		7		8

		 正社員（関連会社） セイシャイン カンレンガイシャ		Regular/Subsidiaries		0		0		0		0		0		31		28		29		16		6		7

		 臨時従業員（関連会社） カンレンガイシャ		Part-time/Subsidiaries		0		0		0		0		0		13		16		22		5		1		1

		総計 ソウケイ		Total		37		59		92		185		290		399		438		482		415		388		391















Engineers/Designers	Planning	Sales	Customer Support	Administration	73	64	31	8	29	

Regular/HQ	

1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	204	205	195	191	191	202	205	201	Regular/R	

1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	79	80	79	76	73	75	74	72	Part-time	

1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	118	115	118	114	110	113	112	110	Regular/Subsidiaries	

1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	7	7	7	6	6	6	6	7	Part-time/Subsidiaries	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	3	5	0	1	1	1	1	1	総計	

1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	408	408	400	388	381	397	398	391	





 正社員（本社）	

1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	204	205	195	191	191	202	205	201	 正社員（地方）	

1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	79	80	79	76	73	75	74	72	 臨時従業員	

1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	118	115	118	114	110	113	112	110	 正社員（関連会社）	

1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	7	7	7	6	6	6	6	7	 臨時従業員（関連会社）	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	3	5	0	1	1	1	1	1	総計	

1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	408	408	400	388	381	397	398	391	

















エンジニア/デザイナー	プランナー	セールス	カスタマーサポート	コーポレート	73	64	31	8	29	

 正社員（本社）	

FY2018	FY2019	FY2020	205	191	201	 正社員（地方）	

FY2018	FY2019	FY2020	78	76	72	 臨時	従業員	

FY2018	FY2019	FY2020	111	114	110	 正社員（関連会社）	

FY2018	FY2019	FY2020	16	6	7	 臨時従業員（関連会社）	FY2018	FY2019	FY2020	5	1	1	







＞FS

				HP掲載用は値貼り付け ケイサイヨウ アタイ ハ ツ





貸借対照表(BS)

		株式会社リブセンス　第15期（FY2020） 貸借対照表 カブシキガイシャ ダイ キ タイシャク タイショウヒョウ																								（単位：千円） タンイ センエン

										第14期 （FY2019） ダイ キ										第15期 （FY2020） ダイ キ

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

		資産の部 シサン ブ																												Assets

				流動資産 リュウドウ シサン						4,050,380		4,172,522		4,057,324		5,834,391				5,017,990		4,454,403		4,209,099		4,030,547		1110000000		　Current assets

						現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン				3,261,927		3,443,126		3,352,878		5,232,871				4,128,291		3,880,811		3,402,215		3,031,742		1110100000						Cash and deposits

						売掛金 ウリカケ キン				697,918		657,889		649,623		538,250				594,507		379,618		383,283		339,424		1110200000						Accounts receivable

				固定資産 コテイ シサン						371,182		400,306		383,388		406,318				294,118		284,164		200,234		186,124		1120000000				Fixed assets

						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン				76,007		85,334		79,235		71,862				73,855		67,924		0		0		1120100000						Tangible fixed assets

						無形固定資産 ムケイ コテイ シサン				19,624		17,059		14,869		12,300				9,736		7,225		0		0		1120200000						Intangible fixed assets

						投資その他資産 トウシ ホカ シサン				275,550		297,912		289,283		322,155				210,525		209,014		200,234		186,124		1120300000						Investments and other assets

				資産合計 シサン ゴウケイ						4,421,562		4,572,828		4,440,712		6,240,710				5,312,108		4,738,568		4,409,334		4,216,671		1100000000				Total assets

		負債の部 フサイ ブ																												Liabilities

				流動負債 リュウドウ フサイ						659,799		750,109		657,481		1,297,694				599,641		433,610		512,337		540,932		1210100000				Current liabilities

				固定負債 コテイ フサイ						2,732		2,732		17,432		2,732				2,732		27,232		27,232		35,175		1210200000				Fixed liabilities

				負債合計 フサイ ゴウケイ						662,531		752,841		674,913		1,300,426				602,373		460,842		539,569		576,107		1210000000				Total liabilities

		純資産の部 ジュンシサン ブ																												Equity

				株主資本 カブヌシ シホン						3,738,855		3,808,394		3,758,828		4,933,409				4,703,512		4,273,648		3,866,947		3,639,235		1220100000				Shareholders' equity

						資本金 シホンキン				235,292		235,292		235,292		235,812				235,812		236,591		236,591		236,591		1220101000						Common stock

						資本剰余金 シホン ジョウヨキン				223,742		223,742		223,742		224,261				224,261		225,041		225,041		225,041		1220102000						Capital surplus

						利益剰余金 リエキ ジョウヨキン				3,280,677		3,350,216		3,300,649		4,474,191				4,244,294		3,969,833		3,612,202		3,384,490		1220103000						Retained earnings

						自己株式 ジコカブシキ				▲ 856		▲ 856		▲ 856		▲ 856				▲ 856		▲ 157,817		▲ 206,887		▲ 206,887		1220104000						Treasury stock

				新株予約権 シンカブ ヨヤク ケン						8,098		8,098		8,098		7,146				7,146		5,716		5,716		5,716		1220300000				Stock warrants

				非支配株主持分 ヒシハイカブヌシ モチブン						11,543		4,717		0		0				0		0		0		0		1220400000				Non-controlling interests

				純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ						3,759,030		3,819,987		3,765,799		4,940,283				4,709,735		4,277,725		3,869,764		3,640,563		1220000000				Total Equity

				負債純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ						4,421,562		4,572,828		4,440,712		6,240,710				5,312,108		4,738,568		4,409,334		4,216,671		1200000000				Total liabilities and equity



										▲ 1		0		0		▲ 1				0		▲ 1		0		▲ 1





損益計算書(PL)

		株式会社リブセンス　第15期 （FY2020） 損益計算書 カブシキガイシャ ダイ キ ソンエキ ケイサンショ																																						（単位：千円） タンイ センエン

										第14期 （FY2019） ダイ キ												第15期 （FY2020） ダイ キ												YoY				QoQ

										1Q		2Q		3Q		4Q		通期（累計） ツウキ ルイケイ				1Q		2Q		3Q		4Q		通期（累計） ツウキ ルイケイ				±		%		±		%						diff				diff				diff				diff		英訳 エイヤク

		売上高 ウリアゲ ダカ								1,531,190		1,629,344		1,548,434		1,480,862		6,189,832				1,350,989		1,003,339		883,020		841,561		4,078,911				▲ 639,300		-43.2%		▲ 41,459		-4.7%				(639,301)		1		4,078,909		2		-43.2%		0%		-4.7%		-0%		Net sales

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ								123,084		124,724		140,058		118,779		506,647				125,620		99,620		98,135		99,576		422,953				▲ 19,202		-16.2%		1,440		1.5%				(19,203)		1		422,951		2		-16.2%		0%		1.5%		-0%		Cost of sales

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ								1,408,105		1,504,619		1,408,376		1,362,083		5,683,184				1,225,369		903,718		784,885		741,984		3,655,957				▲ 620,098		-45.5%		▲ 42,900		-5.5%				(620,099)		1		3,655,956		1		-45.5%		0%		-5.5%		0%		Gross profit

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ								1,349,543		1,441,357		1,496,950		1,401,017		5,688,869				1,352,657		1,179,907		1,128,380		1,124,109		4,785,054				▲ 276,908		-19.8%		▲ 4,271		-0.4%				(276,908)		0		4,785,053		1		-19.8%		-0%		-0.4%		-0%		Selling, general and administrative expenses

				人件費等 ジンケンヒ ナド						545,051		539,516		544,701		539,395		2,168,664				530,619		559,495		546,725		540,409		2,177,250				1,013		0.2%		▲ 6,315		-1.2%				1,014		(1)		2,177,248		2		0.2%		-0%		-1.2%		0%				Personnel expenses, etc. 

				広告宣伝費 コウコクセンデンヒ						535,561		610,082		656,507		564,704		2,366,855				523,253		342,388		302,236		327,161		1,495,039				▲ 237,543		-42.1%		24,924		8.2%				(237,543)		0		1,495,038		1		-42.1%		0%		8.2%		-0%				Advertising costs 

				減価償却費 ゲンカショウキャクヒ						5,334		5,683		5,299		5,653		21,970				5,353		5,722		12,221		3,119		26,417				▲ 2,534		-44.8%		▲ 9,102		-74.5%				(2,534)		0		26,415		2		-44.8%		0%		-74.5%		0%				Depreciation and amortization

		営業利益 エイギョウ リエキ								58,561		63,262		▲ 88,573		▲ 38,934		▲ 5,684				▲ 127,287		▲ 276,188		▲ 343,495		▲ 382,124		▲ 1,129,096				▲ 343,190		-		▲ 38,629		-				(343,190)		0		(1,129,094)		(2)		881.5%		ERROR:#VALUE!		11.2%		ERROR:#VALUE!		Operating income

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ								34,018		34,035		19,143		19,156		106,354				7,209		3,216		52,976		47,286		110,688				28,129		146.8%		▲ 5,689		-10.7%				28,130		(1)		110,687		1		146.8%		-0%		-10.7%		0%		Non-operating income

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ								6,263		35		39		23		6,361				12,432		1,060		381		62		13,937				39		165.6%		▲ 319		-83.6%				39		0		13,935		2		169.6%		-4%		-83.7%		0%		Non-operating expenses

		経常利益 ケイジョウ リエキ								86,317		97,262		▲ 69,470		▲ 19,801		94,308				▲ 132,510		▲ 274,032		▲ 290,901		▲ 334,901		▲ 1,032,345				▲ 315,099		-		▲ 43,999		-				(315,100)		1		(1,032,344)		(1)		1591.3%		ERROR:#VALUE!		15.1%		ERROR:#VALUE!		Ordinary income

		特別利益 トクベツ リエキ								0		0		0		1,681,238		1,681,238				0		0		0		0		0				▲ 1,681,238		-		0		-				(1,681,238)		0		0		0		-100.0%		ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#VALUE!		Extraordinary Income

		特別損失 トクベツ ソンシツ								0		0		0		801		801				0		0		66,297		9,088		75,385				8,286		1034.3%		▲ 57,209		-86.3%				8,287		(1)		75,385		0		1034.6%		-0%		-86.3%		0%		Extraordinary loss

		税引前当期（四半期）純利益 ゼイビキ マエ トウキ シ ハンキ ジュンリエキ								86,317		97,262		▲ 69,470		1,660,636		1,774,745				▲ 132,510		▲ 274,032		▲ 357,198		▲ 343,989		▲ 1,107,731				▲ 2,004,625		-		13,209		-				(2,004,625)		0		(1,107,729)		(2)		-120.7%		ERROR:#VALUE!		-3.7%		ERROR:#VALUE!		Income before income taxes

				法人税、住民税及び事業税 ホウジンゼイ ジュウミンゼイ オヨ ジギョウゼイ						24,032		46,687		▲ 26,365		520,177		564,531				58		429		432		▲ 124,220		▲ 123,300				▲ 644,397		-		▲ 124,652		-				(644,397)		0		(123,301)		1		-123.9%		ERROR:#VALUE!		-28854.6%		ERROR:#VALUE!				Income taxes-current

				法人税等調整額 ホウジンゼイ ナド チョウセイ ガク						10,469		▲ 12,137		11,179		▲ 33,082		▲ 23,571				97,327		0		0		7,943		105,270				41,026		-		7,943		-				41,025		1		105,270		0		-124.0%		ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#VALUE!				Income taxes-deferred

		当期（四半期）純利益 トウキ シ ハンキ ジュンリエキ								51,816		62,712		▲ 54,284		1,173,541		1,233,786				▲ 229,896		▲ 274,461		▲ 357,631		▲ 227,712		▲ 1,089,701				▲ 1,401,254		-		129,918		-				(1,401,253)		(1)		(1,089,700)		(1)		-119.4%		ERROR:#VALUE!		-36.3%		ERROR:#VALUE!		Net income

		非支配株主に帰属する純利益 ヒ シハイカブヌシ キゾク ジュンリエキ								▲ 4,692		▲ 6,826		▲ 4,717		0		▲ 16,236				0		0		0		0		0				0		-		0		-				0		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#VALUE!		Profit (loss) attributable to non-controlling interests

		親会社株主に帰属する純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク ジュンリエキ								56,508		69,538		▲ 49,566		1,173,541		1,250,022				▲ 229,896		▲ 274,461		▲ 357,631		▲ 227,712		▲ 1,089,701				▲ 1,401,254		-		129,918		-				(1,401,253)		(1)		(1,089,700)		(1)		-119.4%		ERROR:#VALUE!		-36.3%		ERROR:#VALUE!		Profit (loss) attributable to owners of parent















キャッシュ・フロー計算書(CF)

		株式会社リブセンス　第15期 （FY2020） キャッシュフロー計算書 カブシキガイシャ ダイ キ ケイサンショ												（単位：千円）

						第14期 （FY2019） ダイ キ						第15期 （FY2020） ダイ キ

						2Q		通期 ツウキ				2Q		通期 ツウキ				英訳 エイヤク

		営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ				222,484		255,854				▲ 1,208,498		▲ 1,991,096				Cash flows from operating activities

		税引前当期（四半期）純利益 ゼイビキ マエ トウキ シ ハンキ ジュンリエキ				183,579		1,774,745				▲ 406,543		▲ 1,107,731				Income before income taxes

		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ				16,797		34,981				16,924		25,777				Depreciation and amortization

		減損損失 ゲンソン ソンシツ				-		801				-		66,547				Impairment loss

		株式譲渡に伴うライセンス収入 カブシキジョウト トモナ シュウニュウ				-		-				-		▲ 76,608				License revenue from transfer of shares

		事業譲渡損益（△は益） ジギョウ ジョウト ソンエキ				-		▲ 1,681,238				-		-				Loss (gain) on sale of businesses

		株式譲渡に伴うライセンス収入の受取額 カブシキ ジョウト トモナ シュウニュウ ウケトリガク				-		-				-		200,000				License revenue from transfer of shares received

		法人税等の支払額 ホウジンゼイナド シハライ ガク				▲ 1,390		▲ 34,055				▲ 531,057		▲ 777,688				Income taxes paid

		法人税等の還付額 ホウジンゼイナド カンプ ガク				2,155		2,155				-		-				Income taxes refund

		投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ				▲ 14,839		1,726,749				▲ 10,107		▲ 12,457				Cash flows from investing activities

		有形固定資産の取得による支出 ユウケイ コテイ シサン シュトク シシュツ				▲ 4,753		▲ 15,862				▲ 7,012		▲ 8,162				Payments for purchase of tangible fixed assets

		無形固定資産の取得による支出 ムケイ コテイ シサン シュトク シシュツ				-		▲ 367				-		-				Payments for purchase of intangible fixed assets

		投資有価証券の取得による支出 トウシ ユウカショウケン シュトク シシュツ				▲ 8,364		▲ 8,364				-		-				Payments for purchase of investment securities

		事業譲渡による収入 ジギョウ ジョウト シュウニュウ				-		▲ 1,750,000				-		-				Proceeds from sale of businesses

		財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ				-		14,786				▲ 133,453		▲ 197,574				Cash flows from financing activities

		現金及び現金同等物の増減額　（△は減少） ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲンガク ゲンショウ				207,644		1,997,389				▲ 1,352,059		▲ 2,201,128				Net increase (decrease) in cash and cash equivalents

		現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キシュ ザンダカ				3,235,481		3,235,481				5,232,871		5,232,871				Cash and cash equivalents, beginning of the period

		現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ				3,443,126		5,232,871				3,880,811		3,031,742				Cash and cash equivalents, end of the period
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6Full Year Net Sales and Operating Income

Consolidated net sales down 34.1% YoY, consolidated operating 
income down ¥1,123 million YoY due mainly to impact of COVID-19 
and transfer of DOOR Chintai.

(Millions of JPY)

* DOOR Chintai was transferred to Career Index Inc. on December 1, 2019
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7

(Millions of JPY)

Full Year Operating Income -YoY Comparison

Promoting reform of business portfolio pushed income down ¥320 million. 
COVID-19 and other factors pushed income down ¥790 million.

* Impact of DOOR CHINTAI/Syukatsu Kaigi transfer + new business investments

FY2019
Operating 

income
-5

FY2020
Operating 

income
-1,129

Decrease in income 
resulting from 

business portfolio 
reform*

-326

Decrease in sales of 
existing businesses

-1,294

Increase in income 
resulting from 

decrease in existing 
business/corporate 

expenses
+498
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(Millions of JPY)

Full Year Operating Expenses

Some ad placements adjusted and administrative expenses optimized in 
conjunction with decrease in net sales.

2,443 2,204 2,230 

2,148 2,366 

1,495 

2,077 
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6,669 

6,195 

5,208 
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Personnel expenses

Advertising costs
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2. FY2020 Summary
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2. FY2020 
Summary

Company-wide policy
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11FY2020 Summary

Enhance profitability of 
existing businesses

Launch new businesses

Continue to change to be a 
company that enjoys the 

continued support of society

• Substantial decrease in sales and income due to COVID-19

• Progress made on media improvements and business 

model restructuring in some businesses

• Implemented substantial organizational strengthening

• Steady progress made ahead of launch of multiple 

businesses in FY2021

• Launched “Invent our next work and life style” project for 
reviewing and trying out new work styles

• Rolled out measures for organizational change and 
establishment of corporate branding. Specific effects 
expected in medium term

Bad

Good

Neutral

FY2020 Company-wide Policy

Accelerated optimization of business portfolio to pursue our 
corporate vision “Invent the next common.”
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12Optimization of Business Portfolio
Business portfolio concept

Accelerate optimization of business portfolio and establish policies by domain.

Allow short-term negative P&L depending on progress in each domain.

Existing business 
domain

New business
domain

Profit-earning
domain

Pursue M&As as opportunities 
arise

Aim to enhance profitability

Launch through proprietary 
development and M&A

Aim for large growth in medium 
to long term without seeking 

short-term profit

Aim to increase organic 
growth and profitability

Consider restructuring as 
necessary
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New business
domain

Optimization of Business Portfolio
Progress on Restructuring Business Portfolio

Two businesses transferred in last year. Progress being made on securing 
human resources for growth.

Among existing businesses, Machbaito performing well*, focus on new 
businesses.

DOOR Chintai

Profit-earning
Domain

Existing business 
domain

Transfer

Machbaito

Tenshoku Kaigi

Tenshoku Navi

Syukatsu Kaigi

Tenshoku Draft

IESHIL

Favorable

New business

*Prior to spread of COVID-19. 1Q/20 net sales up 51.8% YoY
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14Impact of COVID-19

Domestic COVID-19 situation not improving; shrinking of corporate 
hiring activities will continue.
Market environment not expected to return to normal in near future, but 
No change to overall policy of focusing on medium-to long-term growth.

E
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g 
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ne

ss
es • Shrinking of corporate hiring activities will 

continue
• Hiring needs changing in each industry
• Real estate market has almost returned to 

pre-corona level

N
ew

 
bu
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ne

ss
es • No impact on business proposals under 

consideration
• Possible business opportunities arising 

from shift to new normal

 Diversify customer 
industries

 Focus on support for 
actively hiring companies

 Improve efficiency of 
business operations

Short-term policiesImpact

 Strengthen structure 
and improve business 
value in anticipation of 
peri-/post-corona 
situation

Medium- to long-term policies

• No significant impact

 No change (look for 
more new business 
opportunities)

 No change (look for 
more new business 
opportunities)

 No change (stable in 
terms of finances, 
including cash and 
cash equivalents)

 No change
 Consider raising 

funds if impact 
becomes protractedFi

na
nc

e 
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15Impact of COVID-19

No concerns over financial standing. Continuing to invest in growth, 
including new businesses.

FY2020上半期 FY2021上半期 YoY FY2020上半期 FY2021上半期

売上高 2,354 － － 売上高 2354328921

営業利益 ▲ 403 － － 営業利益 -403476274

1H/20 1H/21 YoY

Net Sales 2,354 － －

Operating Income -403 － －

Cash and 
deposits

3,031

Current 
assets
4,030

Current liabilities
540

Equity
3,640

Equity 
ratio

86.2%

Fixed asset
186

Fixed liabilities
35

Balance sheet statement (December 31, 2020)

Assets Liabilities/Equity


業績予想

						FY2020上半期 カミハンキ		FY2021上半期 カミハンキ		YoY								FY2020上半期		FY2021上半期

				売上高 ウリアゲ ダカ		2,354		－		－						売上高 ウリアゲダカ		2354328921

				営業利益 エイギョウ リエキ		▲ 403		－		－						営業利益 エイギョウリエキ		-403476274

						1H/20		1H/21		YoY

				Net Sales		2,354		－		－

				Operating Income		-403		－		－





BS

				資産 シサン		負債・純資産 フサイ ジュンシサン

		固定資産・純資産 コテイシサン ジュンシサン		186,124		3,640,563

		流動資産・固定負債 リュウドウシサン コテイフサイ		4,030,547		35,175

		流動負債 リュウドウフサイ				540,932

				資産		負債・純資産

		固定資産・純資産		186		3,640

		流動資産・固定負債		4,030		35

		流動負債		0		540



固定資産・純資産	資産	負債・純資産	186	3640	流動資産・固定負債	資産	負債・純資産	4030	35	流動負債	資産	負債・純資産	0	540	



MB認知度

				2017JS		2017MB		2018MB		2019MB

				0.70%		0.60%

						Dec-17		Dec-18		Dec-19		Dec-20

						2017.12		2018.12		2019.12		2020.12

		Jobsense		ジョブセンス		0.90%

		Machbaito		マッハバイト		0.30%		0.50%		2.40%		4.70%



ジョブセンス	2017.12	2018.12	2019.12	2020.12	8.9999999999999993E-3	マッハバイト	2017.12	2018.12	2019.12	2020.12	3.0000000000000001E-3	5.0000000000000001E-3	2.4E-2	4.7E-2	





Jobsense	43070	43435	43800	44166	8.9999999999999993E-3	Machbaito	43070	43435	43800	44166	3.0000000000000001E-3	5.0000000000000001E-3	2.4E-2	4.7E-2	







MBアプリ

				2019		2020

		アプリ		9.7%		25.5%

		Web		90.3%		74.5%



アプリ	

2019	2020	9.7000000000000003E-2	0.255	Web	2019	2020	0.90300000000000002	0.745	







MB職種別売上グラフ

		category1		区分 クブン		43800		44166

		販売・ファッション・レンタル		飲食・販売系 インショク ハンバイ ケイ		36,575,317		18,780,825

		フード系		飲食・販売系 インショク ハンバイ ケイ		78,241,324		46,218,686

		施設・サービス系		その他 タ		6,746,965		4,750,177

		講師・インストラクター		その他 タ		6,380,194		4,551,429

		オフィス系		その他 タ		7,070,952		8,083,717

		軽作業・製造系		軽作業・物流系 ケイサギョウ ブツリュウ ケイ		36,445,019		45,611,009

		エンターテインメント系		その他 タ		16,082,247		8,496,286

		医療・福祉系		医療・福祉系 イリョウ フクシ ケイ		6,372,077		8,807,000

		配送・物流系		軽作業・物流系 ケイサギョウ ブツリュウ ケイ		7,822,150		6,969,118

		デジタル・クリエイティブ系		その他 タ		3,231,751		2,334,000

		マスコミ系		その他 タ		485,000		555,000

		ビューティー系		その他 タ		8,053,689		1,420,356

		合計				213,506,685		156,577,603

		category1		区分		43800		44166

		販売・ファッション・レンタル		飲食・販売系		17.1%		12.0%		-5.1%

		フード系		飲食・販売系		36.6%		29.5%		-7.1%

		施設・サービス系		その他		3.2%		3.0%		-0.1%

		講師・インストラクター		その他		3.0%		2.9%		-0.1%

		オフィス系		その他		3.3%		5.2%		1.9%

		軽作業・製造系		軽作業・物流系		17.1%		29.1%		12.1%

		エンターテインメント系		その他		7.5%		5.4%		-2.1%

		医療・福祉系		医療・福祉系		3.0%		5.6%		2.6%

		配送・物流系		軽作業・物流系		3.7%		4.5%		0.8%

		デジタル・クリエイティブ系		その他		1.5%		1.5%		-0.0%

		マスコミ系		その他		0.2%		0.4%		0.1%

		ビューティー系		その他		3.8%		0.9%		-2.9%

				43800		44166

		飲食・販売系 インショク ハンバイ ケイ		114,816,641		64,999,511

		その他 タ		48,050,798		30,190,965

		医療・福祉系 イリョウ フクシ ケイ		6,372,077		8,807,000

		軽作業・物流系 ケイサギョウ ブツリュウ ケイ		44,267,169		52,580,127

				43800		44166

		飲食・販売系 インショク ハンバイ ケイ		53.8%		41.5%

		その他 タ		22.5%		19.3%

		医療・福祉系 イリョウ フクシ ケイ		3.0%		5.6%

		軽作業・物流系 ケイサギョウ ブツリュウ ケイ		20.7%		33.6%

				Dec-19		Dec-20

		Food service and Retail		53.8%		41.5%

		Other		22.5%		19.3%

		Medical and Welfare		3.0%		5.6%

		Light Work and Logistics		20.7%		33.6%



飲食・販売系	

43800	44166	0.53776602357907433	0.41512649162217663	その他	

43800	44166	0.22505523890270696	0.19281790257065054	医療・福祉系	

43800	44166	2.9844859424425049E-2	5.6246869483625957E-2	軽作業・物流系	

43800	44166	0.20733387809379364	0.33580873632354685	



Food service and Retail	

43800	44166	0.53776602357907433	0.41512649162217663	Other	

43800	44166	0.22505523890270696	0.19281790257065054	Medical and Welfare	

43800	44166	2.9844859424425049E-2	5.6246869483625957E-2	Light Work and Logistics	

43800	44166	0.20733387809379364	0.33580873632354685	















MB職種別売上（元データ）

		44166



		大職種		代理店売上		直販売上		小口		合計		比率

		販売・ファッション・レンタル		¥3,541,326		12,414,499		¥2,825,000		¥18,780,825		11.99%

		フード系		¥5,313,956		29,974,730		¥10,930,000		¥46,218,686		29.52%

		施設・サービス系		¥851,823		2,338,354		¥1,560,000		¥4,750,177		3.03%

		講師・インストラクター		¥427,929		3,758,500		¥365,000		¥4,551,429		2.91%

		オフィス系		¥2,217,865		3,085,852		¥2,780,000		¥8,083,717		5.16%

		軽作業・製造系		¥23,520,230		21,110,779		¥980,000		¥45,611,009		29.13%

		エンターテインメント系		¥69,000		6,207,286		¥2,220,000		¥8,496,286		5.43%

		医療・福祉系		¥1,507,000		7,040,000		¥260,000		¥8,807,000		5.62%

		配送・物流系		¥5,254,118		1,115,000		¥600,000		¥6,969,118		4.45%

		デジタル・クリエイティブ系		¥539,000		80,000		¥1,715,000		¥2,334,000		1.49%

		マスコミ系		¥0		0		¥555,000		¥555,000		0.35%

		ビューティー系		¥471,784		583,572		¥365,000		¥1,420,356		0.91%

		合計		¥43,714,031		¥87,708,572		¥25,155,000		¥156,577,603

		43800

		大職種		代理店売上		直販売上		小口		合計		比率

		販売・ファッション・レンタル		¥6,044,044		24,846,273		¥5,685,000		¥36,575,317		17.13%

		フード系		¥8,114,026		59,252,298		¥10,875,000		¥78,241,324		36.65%

		施設・サービス系		¥1,387,892		2,489,073		¥2,870,000		¥6,746,965		3.16%

		講師・インストラクター		¥695,856		5,034,338		¥650,000		¥6,380,194		2.99%

		オフィス系		¥2,099,094		2,366,858		¥2,605,000		¥7,070,952		3.31%

		軽作業・製造系		¥12,287,290		22,347,729		¥1,810,000		¥36,445,019		17.07%

		エンターテインメント系		¥2,658,854		9,688,393		¥3,735,000		¥16,082,247		7.53%

		医療・福祉系		¥1,420,077		4,407,000		¥545,000		¥6,372,077		2.98%

		配送・物流系		¥5,101,578		1,765,572		¥955,000		¥7,822,150		3.66%

		デジタル・クリエイティブ系		¥726,536		735,215		¥1,770,000		¥3,231,751		1.51%

		マスコミ系		¥0		390,000		¥95,000		¥485,000		0.23%

		ビューティー系		¥2,299,420		4,614,269		¥1,140,000		¥8,053,689		3.77%

		合計		¥42,834,667		¥137,937,018		¥32,735,000		¥213,506,685





オフィス出社率



		日付				東急セコム		東急白カード
8/3～		東急合計		センター
～10/16		東京合計
（東急合計+センター）		宮崎		京都		人員数 ジンインスウ		出社率 シュッシャ リツ

		4/1/20		水		20		ー		20		5		25		45		1

		4/2/20		木		13		ー		13		4		17		38		2

		4/3/20		金		10		ー		10		3		13		37		2

		4/6/20		月		8		ー		8		3		11		41		1

		4/7/20		火		12		ー		12		3		15		34		2

		4/8/20		水		6		ー		6		3		9		31		2

		4/9/20		木		11		ー		11		3		14		6		0

		4/10/20		金		2		ー		2		1		3		5		0

		4/13/20		月		2		ー		2		0		2		4		1

		4/14/20		火		6		ー		6		1		7		6		2

		4/15/20		水		5		ー		5		1		6		4		2

		4/16/20		木		4		ー		4		1		5		4		0

		4/17/20		金		1		ー		1		1		2		5		0

		4/20/20		月		3		ー		3		3		6		4		1

		4/21/20		火		4		ー		4		2		6		4		2

		4/22/20		水		1		ー		1		1		2		4		2

		4/23/20		木		11		ー		11		0		11		4		0

		4/24/20		金		1		ー		1		0		1		5		0

		4/27/20		月		0		ー		0		2		2		4		1

		4/28/20		火		5		ー		5		2		7		4		2

		4/30/20		木		12		ー		11		0		11		5		2

		5/1/20		金		3		ー		3		0		3		5		0

		5/7/20		木		8		ー		8		0		8		5		1

		5/8/20		金		6		ー		6		0		6		3		2

		5/11/20		月		1		ー		1		2		3		4		1

		5/12/20		火		6		ー		6		0		6		5		2

		5/13/20		水		6		ー		6		0		6		4		2

		5/14/20		木		6		ー		6		1		7		4		0

		5/15/20		金		1		ー		1		0		1		4		0

		5/18/20		月		0		ー		0		0		0		4		1

		5/19/20		火		5		ー		5		0		5		3		2

		5/20/20		水		3		ー		3		0		3		3		2

		5/21/20		木		7		ー		7		0		7		5		0

		5/22/20		金		5		ー		5		0		5		3		0

		5/25/20		月		4		ー		4		2		6		5		1

		5/26/20		火		4		ー		4		0		4		2		2

		5/27/20		水		1		ー		1		0		1		3		2

		5/28/20		木		8		ー		8		2		10		4		0

		5/29/20		金		1		ー		1		0		1		5		0

		6/1/20		月		15		ー		15		1		16		7		1

		6/2/20		火		13		ー		13		2		15		7		2

		6/3/20		水		7		ー		7		2		9		6		2

		6/4/20		木		30		ー		29		10		39		5		0

		6/5/20		金		15		ー		15		1		16		9		0

		6/8/20		月		15		ー		15		4		19		8		1

		6/9/20		火		18		ー		18		4		22		6		2

		6/10/20		水		13		ー		13		0		13		9		2

		6/11/20		木		16		ー		16		4		20		6		0

		6/12/20		金		8		ー		8		3		11		7		0

		6/15/20		月		8		ー		8		5		13		6		1

		6/16/20		火		21		ー		21		1		22		7		2

		6/17/20		水		11		ー		11		2		13		8		2

		6/18/20		木		15		ー		15		1		16		7		0

		6/19/20		金		12		ー		12		3		15		6		0

		6/22/20		月		9		ー		9		1		10		5		1

		6/23/20		火		28		ー		28		13		41		9		2

		6/24/20		水		21		ー		21		3		24		14		2

		6/25/20		木		24		ー		24		7		31		10		0

		6/26/20		金		16		ー		16		4		20		11		0

		6/29/20		月		22		ー		22		6		28		6		0

		6/30/20		火		37		ー		37		4		41		5		0

		7/1/20		水		34		ー		34		5		39		6		1

		7/2/20		木		43		ー		43		8		51		10		2

		7/3/20		金		29		ー		29		13		42		9		2

		7/6/20		月		27		ー		27		6		33		10		1

		7/7/20		火		29		ー		29		7		36		14		2

		7/8/20		水		30		ー		30		3		33		11		2

		7/9/20		木		34		ー		34		12		46		11		0

		7/10/20		金		22		ー		22		10		32		17		0

		7/13/20		月		20		ー		20		7		27		9		1

		7/14/20		火		27		ー		27		5		32		11		2

		7/15/20		水		31		ー		31		5		36		27		2

		7/16/20		木		28		ー		28		5		33		13		0

		7/17/20		金		19		ー		19		7		26		12		0

		7/20/20		月		31		ー		31		8		39		15		1

		7/21/20		火		33		ー		33		9		42		13		2

		7/22/20		水		23		ー		23		13		36		22		2

		7/27/20		月		19		ー		19		4		23		9		1

		7/28/20		火		24		ー		24		6		30		4		2

		7/29/20		水		33		ー		33		4		37		4		2

		7/30/20		木		26		ー		26		8		34		7		0

		7/31/20		金		31		ー		31		9		40		4		0

		8/3/20		月		29		13		42		3		45		4		1		444		11.3%

		8/4/20		火		33		8		41		5		46		6		2		444		12.2%

		8/5/20		水		37		11		48		5		53		8		2		444		14.2%

		8/6/20		木		24		8		32		3		35		3		0		444		8.6%

		8/7/20		金		31		9		40		11		51		4		0		444		12.4%

		8/11/20		火		28		6		34		3		37		7		1		444		10.1%

		8/12/20		水		26		9		35		7		42		5		2		444		11.0%

		8/13/20		木		27		8		35		4		39		2		2		444		9.7%

		8/14/20		金		32		9		41		7		48		0		0		444		10.8%

		8/17/20		月		26		9		35		7		42		3		1		444		10.4%

		8/18/20		火		33		7		40		5		45		2		2		444		11.0%

		8/19/20		水		29		5		34		3		37		3		2		444		9.5%

		8/20/20		木		28		8		36		6		42		4		0		444		10.4%

		8/21/20		金		27		11		38		6		44		7		0		444		11.5%

		8/24/20		月		24		10		34		1		35		4		1		444		9.0%

		8/25/20		火		31		9		40		4		44		6		2		444		11.7%

		8/26/20		水		31		2		33		6		39		4		2		444		10.1%

		8/27/20		木		30		4		34		6		40		3		0		444		9.7%

		8/28/20		金		35		8		43		4		47		4		0		444		11.5%

		8/31/20		月		27		9		36		5		41		5		1		444		10.6%

		9/1/20		火		37		8		45		7		52		7		2		442		13.8%

		9/2/20		水		29		6		35		7		42		4		2		442		10.9%

		9/3/20		木		34		9		43		6		49		4		0		442		12.0%

		9/4/20		金		33		6		39		7		46		6		0		442		11.8%

		9/7/20		月		26		9		35		3		38		0		1		442		8.8%

		9/8/20		火		27		5		32		6		38		7		2		442		10.6%

		9/9/20		水		33		7		40		5		45		10		2		442		12.9%

		9/10/20		木		34		7		41		11		52		3		0		442		12.4%

		9/11/20		金		27		6		33		3		36		4		0		442		9.0%

		9/14/20		月		35		13		48		5		53		6		1		442		13.6%

		9/15/20		火		40		5		45		5		50		9		2		442		13.8%

		9/16/20		水		36		5		41		6		47		6		2		442		12.4%

		9/17/20		木		38		8		46		7		53		6		0		442		13.3%

		9/18/20		金		45		10		55		11		66		9		0		442		17.0%

		9/23/20		水		25		10		35		7		42		13		1		442		12.7%

		9/24/20		木		31		10		41		4		45		11		2		442		13.1%

		9/25/20		金		46		18		64		10		74		3		2		442		17.9%

		9/28/20		月		38		8		46		9		55		2		0		442		12.9%

		9/29/20		火		43		10		53		10		63		2		0		442		14.7%

		9/30/20		水		35		6		41		10		51		3		1		442		12.4%

		10/1/20		木		43		9		52		2		54		8		2		439		14.6%

		10/2/20		金		44		11		55		5		60		5		2		439		15.3%

		10/5/20		月		25		7		32		6		38		6		1		439		10.3%

		10/6/20		火		24		11		35		5		40		6		2		439		10.9%

		10/7/20		水		30		7		37		6		43		17		2		439		14.1%

		10/8/20		木		44		8		52		4		56		4		0		439		13.7%

		10/9/20		金		31		4		35		7		42		0		0		439		9.6%

		10/12/20		月		27		9		36		2		38		7		1		439		10.5%

		10/13/20		火		35		8		43		7		50		5		2		439		13.0%

		10/14/20		水		52		13		65		3		68		14		2		439		19.1%

		10/15/20		木		47		10		57		7		64		12		0		439		17.3%

		10/16/20		金		43		13		56		17		73		5		0		439		17.8%

		10/19/20		月		34		9		43		-		43		0		1		439		10.0%

		10/20/20		火		35		10		45		-		45		5		2		439		11.8%

		10/21/20		水		33		12		45		-		45		9		2		439		12.8%

		10/22/20		木		45		8		53		-		53		11		0		439		14.6%

		10/23/20		金		53		14		67		-		67		5		0		439		16.4%

		10/26/20		月		26		8		34		-		34		5		1		439		9.1%

		10/27/20		火		44		8		52		-		52		8		2		439		14.1%

		10/28/20		水		29		8		37		-		37		23		2		439		14.1%

		10/29/20		木		42		13		55		-		55		7		0		439		14.1%

		10/30/20		金		37		11		48		-		48		7		0		439		12.5%

		11/2/20		月		39		6		45		-		45		4		0		440		11.1%

		11/4/20		水		25		6		31		-		31		10		1		440		9.5%

		11/5/20		木		41		11		52		-		52		9		2		440		14.3%

		11/6/20		金		42		12		54		-		54		10		2		440		15.0%

		11/9/20		月		33		12		45		-		45		6		1		440		11.8%

		11/10/20		火		34		10		44		-		44		14		2		440		13.6%

		11/11/20		水		50		7		57		-		57		13		2		440		16.4%

		11/12/20		木		50		12		62		-		62		15		0		440		17.5%

		11/13/20		金		53		12		65		-		65		5		0		440		15.9%

		11/16/20		月		36		11		47		-		47		3		1		440		11.6%

		11/17/20		火		35		13		48		-		48		8		2		440		13.2%

		11/18/20		水		46		13		59		-		59		7		2		440		15.5%

		11/19/20		木		41		12		53		-		53		12		0		440		14.8%

		11/20/20		金		41		12		53		-		53		12		0		440		14.8%

		11/24/20		火		46		9		55		-		55		2		1		440		13.2%

		11/25/20		水		34		18		52		-		52		2		2		440		12.7%

		11/26/20		木		37		7		44		-		44		1		2		440		10.7%

		11/27/20		金		30		9		39		-		39		4		0		440		9.8%

		11/30/20		月		29		6		35		-		35		7		1		440		9.8%

		12/1/20		火		36		12		48		-		48		7		2		442		12.9%

		12/2/20		水		23		7		30		-		30		7		2		442		8.8%

		12/3/20		木		36		10		46		-		46		4		0		442		11.3%

		12/4/20		金		45		11		56		-		56		8		0		442		14.5%

		12/7/20		月		24		9		33		-		33		3		1		442		8.4%

		12/8/20		火		21		6		27		-		27		1		2		442		6.8%

		12/9/20		水		13		2		15		-		15		0		2		442		3.8%

		12/10/20		木		20		5		25		-		25		0		0		442		5.7%

		12/11/20		金		20		5		25		-		25		1		0		442		5.9%

		12/14/20		月		10		4		14		-		14		0		1		442		3.4%

		12/15/20		火		6		8		14		-		14		0		2		442		3.6%

		12/16/20		水		11		7		18		-		18		6		2		442		5.9%

		12/17/20		木		19		4		23		-		23		0		0		442		5.2%

		12/18/20		金		16		3		19		-		19		0		0		442		4.3%

		12/21/20		月		11		4		15		-		15		1		1		442		3.8%

		12/22/20		火		21		8		29		-		29		3		2		442		7.7%

		12/23/20		水		24		5		29		-		29		2		2		442		7.5%

		12/24/20		木		17		4		21		-		21		7		0		442		6.3%

		12/25/20		金		17		5		22		-		22		0		0		442		5.0%

		12/28/20		月		12		6		18		-		18		2		0		442		4.5%

		12/29/20		火		11		8		19		-		19		7		0		442		5.9%

																		8-12月 ガツ				11.4%

																		9-12月 ガツ				11.5%

																		10-12月 ガツ				11.1%

																		11-12月 ガツ				9.8%

																		12月 ガツ				6.7%





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TN売上推移

				2019		2020

		売上高 ウリアゲダカ		1,123,244,452		653,862,501

		メディア改善遅延等 カイゼン チエン トウ				189,000,000

		COVID-19影響 エイキョウ				280,381,951

		「メディア改善遅延等」内訳 カイゼン チエン トウ ウチワケ

		・歩留まり改善遅延によりAd出稿できずに落とした売上				69,000,000

		・NCPなどの費用対効果合わずにオプション失注				40,000,000

		・不正のリスト減少による影響				30,000,000

		・indeed_organicの掲載停止による影響				50,000,000

				2019		2020

		売上高 ウリアゲダカ		1,123		653

		メディア改善遅延等 カイゼン チエン トウ		0		189

		COVID-19影響 エイキョウ		0		280



売上高	

2019	2020	1123	653	メディア改善遅延等	

2019	2020	0	189	COVID-19影響	

2019	2020	0	280	





人員異動状況

		◆正社員－東京全体 セイシャイン トウキョウ ゼンタイ

		条件 ジョウケン				2019/9		2019/12		2020/12								2019/9		2019/12		2020/12				DOOR賃貸社員（川名さんヒアリング） チンタイ シャイン カワナ

		02.正社員 セイシャイン		新規事業 シンキジギョウ		0		1		20				新規事業 シンキ				0.0%		0.5%		9.8%				尾沢　綾子

		東京		既存事業 キゾン ジギョウ		130		122		129				既存事業 キゾン ジギョウ				65.3%		62.9%		62.9%				岩田　泰明

		在籍		コーポレート		51		53		56				コーポレート・横断部門 オウダン ブモン				25.6%		27.3%		27.3%				大橋　若葉

				譲渡事業 ジョウト ジギョウ		18		18		0				DOOR賃貸・就活会議 シュウカツ カイギ				9.0%		9.3%		0.0%				新田　順一

				合計 ゴウケイ		199		194		205								100.0%		100.0%		100.0%				鎌田　有也

				総カウント ソウ		199		194		205																石川　晃輔

				チェック		TRUE		TRUE		TRUE																川上　真未



		◆正社員－コーポレート除く セイシャイン ノゾ

		条件 ジョウケン				2019"年"9"月"		2019"年"12"月"		2020"年"12"月"								2019"年"9"月"		2019"年"12"月"		2020"年"12"月"

		02.正社員 セイシャイン		新規事業 シンキジギョウ		0		1		20				新規事業 シンキ				0.0%		0.7%		13.4%

		東京		既存事業 キゾン ジギョウ		130		122		129				既存事業 キゾン ジギョウ				87.8%		86.5%		86.6%

		在籍		譲渡事業 ジョウト ジギョウ		18		18		0				DOOR賃貸・就活会議 シュウカツ カイギ				12.2%		12.8%		0.0%

				合計 ゴウケイ		148		141		149								100.0%		100.0%		100.0%

				コーポレート		51		53		56

				総カウント ソウ		148		141		149

				チェック		TRUE		TRUE		TRUE



		◆正社員－コーポレート除くクリエイター・企画職のみ セイシャイン ノゾ キカクショク																Sep-19		Dec-19		Dec-20

		条件 ジョウケン				2019/9		2019/12		2020/12								2019"年"9"月"		2019"年"12"月"		2020"年"12"月"

		02.正社員 セイシャイン		新規事業 シンキジギョウ		0		1		18				新規事業 シンキ		New businesses		0.0%		1.0%		17.5%

		東京		既存事業 キゾン ジギョウ		90		89		85				既存事業 キゾン ジギョウ		Existing businesses		89.1%		88.1%		82.5%

		在籍		譲渡事業 ジョウト ジギョウ		11		11		0				DOOR賃貸・就活会議 シュウカツ カイギ		DOOR Chintai / Syukatsu Kaigi		10.9%		10.9%		0.0%

		企画系 キカク ケイ		合計 ゴウケイ		101		101		103								100.0%		100.0%		100.0%

				コーポレート		25		26		30

				総カウント ソウ		101		101		103

				チェック		TRUE		TRUE		TRUE



		◆正社員－クリエイター・企画職のみ セイシャイン キカクショク

		条件 ジョウケン				2019/9		2019/12		2020/12								2019"年"9"月"		2019"年"12"月"		2020"年"12"月"

		02.正社員 セイシャイン		新規事業 シンキジギョウ		0		1		18				新規事業 シンキ				0.0%		0.8%		13.5%

		東京		既存事業 キゾン ジギョウ		90		89		85				既存事業 キゾン ジギョウ				71.4%		70.1%		63.9%

		在籍		コーポレート		25		26		30				コーポレート・横断部門 オウダン ブモン				19.8%		20.5%		22.6%

		企画系 キカク ケイ		譲渡事業 ジョウト ジギョウ		11		11		0				DOOR賃貸・就活会議 シュウカツ カイギ				8.7%		8.7%		0.0%

				合計 ゴウケイ		126		127		133								100.0%		100.0%		100.0%

				総カウント ソウ		126		127		133

				チェック		TRUE		TRUE		TRUE

















































新規事業	



43800	44166	9.9009900990099011E-3	0.17475728155339806	既存事業	

43800	44166	0.88118811881188119	0.82524271844660191	DOOR賃貸・就活会議	

43800	44166	0.10891089108910891	0	





New businesses	



43800	44166	9.9009900990099011E-3	0.17475728155339806	Existing businesses	

43800	44166	0.88118811881188119	0.82524271844660191	DOOR Chintai / Syukatsu Kaigi	

43800	44166	0.10891089108910891	0	







>使わない





MB業種別求人数グラフ

		category1		2019-12-31		2020-03-31		2020-04-30		2020-05-31		2020-09-30		2020-12-31

		エンターテインメント系		3,269		2,351		544		580		892		1,089

		オフィス系		7,002		7,918		4,413		3,958		3,914		6,782

		デジタル・クリエイティブ系		3,234		1,952		503		472		232		7,304

		ビューティー系		5,690		4,486		2,463		2,422		2,085		2,374

		フード系		38,062		36,839		19,022		18,492		16,028		19,414

		マスコミ系		122		111		53		44		43		148

		医療・福祉系		7,051		5,605		4,656		5,017		9,724		8,704

		施設・サービス系		6,704		6,171		3,935		2,947		2,781		4,710

		講師・インストラクター		11,246		9,906		5,082		10,250		6,656		7,420

		販売・ファッション・レンタル		42,603		27,982		13,828		13,581		13,143		15,479

		軽作業・製造系		11,589		7,030		3,498		3,217		7,848		26,972

		配送・物流系		6,056		4,738		1,779		1,160		3,813		3,542

				142,628		115,089		59,776		62,140		67,159		103,938

		category1		2019-12-31		2020-03-31		2020-04-30		2020-05-31		2020-09-30		2020-12-31

		エンターテインメント系		2.3%		2.0%		0.9%		0.9%		1.3%		1.0%		0.1%		-1.0%

		オフィス系		4.9%		6.9%		7.4%		6.4%		5.8%		6.5%		-0.9%		-0.4%

		デジタル・クリエイティブ系		2.3%		1.7%		0.8%		0.8%		0.3%		7.0%		6.2%		5.3%

		ビューティー系		4.0%		3.9%		4.1%		3.9%		3.1%		2.3%		-1.8%		-1.6%

		フード系		26.7%		32.0%		31.8%		29.8%		23.9%		18.7%		-13.1%		-13.3%

		マスコミ系		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.0%

		医療・福祉系		4.9%		4.9%		7.8%		8.1%		14.5%		8.4%		0.6%		3.5%

		施設・サービス系		4.7%		5.4%		6.6%		4.7%		4.1%		4.5%		-2.1%		-0.8%

		講師・インストラクター		7.9%		8.6%		8.5%		16.5%		9.9%		7.1%		-1.4%		-1.5%

		販売・ファッション・レンタル		29.9%		24.3%		23.1%		21.9%		19.6%		14.9%		-8.2%		-9.4%

		軽作業・製造系		8.1%		6.1%		5.9%		5.2%		11.7%		26.0%		20.1%		19.8%

		配送・物流系		4.2%		4.1%		3.0%		1.9%		5.7%		3.4%		0.4%		-0.7%

				4Q19		4Q20

		飲食・販売系 インショク ハンバイ ケイ		80,665		34,893

		その他 タ		37,267		29,827

		医療・福祉系 イリョウ フクシ ケイ		7,051		8,704

		軽作業・物流系 ケイサギョウ ブツリュウ ケイ		17,645		30,514

				4Q19		4Q20

		飲食・販売系 インショク ハンバイ ケイ		56.6%		33.6%

		その他 タ		26.1%		28.7%

		医療・福祉系 イリョウ フクシ ケイ		4.9%		8.4%

		軽作業・物流系 ケイサギョウ ブツリュウ ケイ		12.4%		29.4%

				4Q19		4Q20

		Food service and Retail		56.6%		33.6%

		Other		26.1%		28.7%

		Medical and Welfare		4.9%		8.4%

		Light Work and Logistics		12.4%		29.4%



飲食・販売系	

4Q19	4Q20	0.56556216170737861	0.33570975004329506	その他	

4Q19	4Q20	0.26128810612222003	0.28696915468837192	医療・福祉系	

4Q19	4Q20	4.9436295818492862E-2	8.3742230945371282E-2	軽作業・物流系	

4Q19	4Q20	0.12371343635190846	0.29357886432296176	













Food service and Retail	

4Q19	4Q20	0.56556216170737861	0.33570975004329506	Other	

4Q19	4Q20	0.26128810612222003	0.28696915468837192	Medical and Welfare	

4Q19	4Q20	4.9436295818492862E-2	8.3742230945371282E-2	Light Work and Logistics	

4Q19	4Q20	0.12371343635190846	0.29357886432296176	















MB業種別求人数（元データ）

		ymd		category1		cnt

		2019-12-24		エンターテインメント系		3228

		2019-12-24		オフィス系		6955

		2019-12-24		デジタル・クリエイティブ系		3252

		2019-12-24		ビューティー系		6420

		2019-12-24		フード系		40118

		2019-12-24		マスコミ系		122

		2019-12-24		医療・福祉系		10641

		2019-12-24		施設・サービス系		6735

		2019-12-24		講師・インストラクター		11308

		2019-12-24		販売・ファッション・レンタル		44726

		2019-12-24		軽作業・製造系		11363

		2019-12-24		配送・物流系		6106

		2019-12-25		エンターテインメント系		3237

		2019-12-25		オフィス系		7095

		2019-12-25		デジタル・クリエイティブ系		3244

		2019-12-25		ビューティー系		6415

		2019-12-25		フード系		39937

		2019-12-25		マスコミ系		123

		2019-12-25		医療・福祉系		10639

		2019-12-25		施設・サービス系		6772

		2019-12-25		講師・インストラクター		11232

		2019-12-25		販売・ファッション・レンタル		43089

		2019-12-25		軽作業・製造系		11317

		2019-12-25		配送・物流系		6198

		2019-12-26		エンターテインメント系		3222

		2019-12-26		オフィス系		7134

		2019-12-26		デジタル・クリエイティブ系		3248

		2019-12-26		ビューティー系		5796

		2019-12-26		フード系		40079

		2019-12-26		マスコミ系		122

		2019-12-26		医療・福祉系		6731

		2019-12-26		施設・サービス系		6780

		2019-12-26		講師・インストラクター		11248

		2019-12-26		販売・ファッション・レンタル		42838

		2019-12-26		軽作業・製造系		11276

		2019-12-26		配送・物流系		6141

		2019-12-27		エンターテインメント系		3227

		2019-12-27		オフィス系		7055

		2019-12-27		デジタル・クリエイティブ系		3243

		2019-12-27		ビューティー系		5273

		2019-12-27		フード系		40042

		2019-12-27		マスコミ系		122

		2019-12-27		医療・福祉系		5961

		2019-12-27		施設・サービス系		6723

		2019-12-27		講師・インストラクター		11247

		2019-12-27		販売・ファッション・レンタル		42721

		2019-12-27		軽作業・製造系		11085

		2019-12-27		配送・物流系		6059

		2019-12-28		エンターテインメント系		3222

		2019-12-28		オフィス系		7054

		2019-12-28		デジタル・クリエイティブ系		3241

		2019-12-28		ビューティー系		5103

		2019-12-28		フード系		39904

		2019-12-28		マスコミ系		122

		2019-12-28		医療・福祉系		5961

		2019-12-28		施設・サービス系		6721

		2019-12-28		講師・インストラクター		11246

		2019-12-28		販売・ファッション・レンタル		42717

		2019-12-28		軽作業・製造系		11048

		2019-12-28		配送・物流系		6054

		2019-12-29		エンターテインメント系		3218

		2019-12-29		オフィス系		7053

		2019-12-29		デジタル・クリエイティブ系		3241

		2019-12-29		ビューティー系		5099

		2019-12-29		フード系		39888

		2019-12-29		マスコミ系		122

		2019-12-29		医療・福祉系		5961

		2019-12-29		施設・サービス系		6724

		2019-12-29		講師・インストラクター		11246

		2019-12-29		販売・ファッション・レンタル		42666

		2019-12-29		軽作業・製造系		11018

		2019-12-29		配送・物流系		6054

		2019-12-30		エンターテインメント系		3236

		2019-12-30		オフィス系		7051

		2019-12-30		デジタル・クリエイティブ系		3239

		2019-12-30		ビューティー系		5098

		2019-12-30		フード系		39265

		2019-12-30		マスコミ系		122

		2019-12-30		医療・福祉系		5963

		2019-12-30		施設・サービス系		6684

		2019-12-30		講師・インストラクター		11246

		2019-12-30		販売・ファッション・レンタル		42644

		2019-12-30		軽作業・製造系		11099

		2019-12-30		配送・物流系		6061

		2019-12-31		エンターテインメント系		3269

		2019-12-31		オフィス系		7002

		2019-12-31		デジタル・クリエイティブ系		3234

		2019-12-31		ビューティー系		5690

		2019-12-31		フード系		38062

		2019-12-31		マスコミ系		122

		2019-12-31		医療・福祉系		7051

		2019-12-31		施設・サービス系		6704

		2019-12-31		講師・インストラクター		11246

		2019-12-31		販売・ファッション・レンタル		42603

		2019-12-31		軽作業・製造系		11589

		2019-12-31		配送・物流系		6056

		2020-01-01		エンターテインメント系		3268

		2020-01-01		オフィス系		7013

		2020-01-01		デジタル・クリエイティブ系		3232

		2020-01-01		ビューティー系		5673

		2020-01-01		フード系		37997

		2020-01-01		マスコミ系		122

		2020-01-01		医療・福祉系		7051

		2020-01-01		施設・サービス系		6704

		2020-01-01		講師・インストラクター		11246

		2020-01-01		販売・ファッション・レンタル		42798

		2020-01-01		軽作業・製造系		11552

		2020-01-01		配送・物流系		6060

		2020-01-02		エンターテインメント系		3266

		2020-01-02		オフィス系		6972

		2020-01-02		デジタル・クリエイティブ系		3232

		2020-01-02		ビューティー系		5671

		2020-01-02		フード系		37572

		2020-01-02		マスコミ系		122

		2020-01-02		医療・福祉系		7050

		2020-01-02		施設・サービス系		6702

		2020-01-02		講師・インストラクター		11246

		2020-01-02		販売・ファッション・レンタル		42797

		2020-01-02		軽作業・製造系		11399

		2020-01-02		配送・物流系		5864

		2020-01-03		エンターテインメント系		3265

		2020-01-03		オフィス系		6977

		2020-01-03		デジタル・クリエイティブ系		3233

		2020-01-03		ビューティー系		6163

		2020-01-03		フード系		38044

		2020-01-03		マスコミ系		122

		2020-01-03		医療・福祉系		7048

		2020-01-03		施設・サービス系		6701

		2020-01-03		講師・インストラクター		11244

		2020-01-03		販売・ファッション・レンタル		42841

		2020-01-03		軽作業・製造系		12459

		2020-01-03		配送・物流系		5858

		2020-01-04		エンターテインメント系		3262

		2020-01-04		オフィス系		6987

		2020-01-04		デジタル・クリエイティブ系		3237

		2020-01-04		ビューティー系		6163

		2020-01-04		フード系		38039

		2020-01-04		マスコミ系		121

		2020-01-04		医療・福祉系		7046

		2020-01-04		施設・サービス系		6695

		2020-01-04		講師・インストラクター		11246

		2020-01-04		販売・ファッション・レンタル		42826

		2020-01-04		軽作業・製造系		12459

		2020-01-04		配送・物流系		5858

		2020-01-05		エンターテインメント系		3293

		2020-01-05		オフィス系		7003

		2020-01-05		デジタル・クリエイティブ系		3238

		2020-01-05		ビューティー系		6292

		2020-01-05		フード系		38122

		2020-01-05		マスコミ系		121

		2020-01-05		医療・福祉系		10962

		2020-01-05		施設・サービス系		6710

		2020-01-05		講師・インストラクター		11246

		2020-01-05		販売・ファッション・レンタル		42877

		2020-01-05		軽作業・製造系		12846

		2020-01-05		配送・物流系		6001

		2020-01-06		エンターテインメント系		3337

		2020-01-06		オフィス系		6924

		2020-01-06		デジタル・クリエイティブ系		3248

		2020-01-06		ビューティー系		6110

		2020-01-06		フード系		38200

		2020-01-06		マスコミ系		121

		2020-01-06		医療・福祉系		10959

		2020-01-06		施設・サービス系		6654

		2020-01-06		講師・インストラクター		11312

		2020-01-06		販売・ファッション・レンタル		42957

		2020-01-06		軽作業・製造系		13742

		2020-01-06		配送・物流系		5419

		2020-01-07		エンターテインメント系		3317

		2020-01-07		オフィス系		6915

		2020-01-07		デジタル・クリエイティブ系		3248

		2020-01-07		ビューティー系		6097

		2020-01-07		フード系		38084

		2020-01-07		マスコミ系		120

		2020-01-07		医療・福祉系		11074

		2020-01-07		施設・サービス系		6658

		2020-01-07		講師・インストラクター		11236

		2020-01-07		販売・ファッション・レンタル		42991

		2020-01-07		軽作業・製造系		15069

		2020-01-07		配送・物流系		5506

		2020-01-08		エンターテインメント系		3318

		2020-01-08		オフィス系		6906

		2020-01-08		デジタル・クリエイティブ系		3247

		2020-01-08		ビューティー系		5978

		2020-01-08		フード系		38041

		2020-01-08		マスコミ系		119

		2020-01-08		医療・福祉系		11079

		2020-01-08		施設・サービス系		6719

		2020-01-08		講師・インストラクター		11187

		2020-01-08		販売・ファッション・レンタル		42878

		2020-01-08		軽作業・製造系		15348

		2020-01-08		配送・物流系		5501

		2020-01-09		エンターテインメント系		3337

		2020-01-09		オフィス系		6912

		2020-01-09		デジタル・クリエイティブ系		3244

		2020-01-09		ビューティー系		6019

		2020-01-09		フード系		38446

		2020-01-09		マスコミ系		119

		2020-01-09		医療・福祉系		11078

		2020-01-09		施設・サービス系		6702

		2020-01-09		講師・インストラクター		11184

		2020-01-09		販売・ファッション・レンタル		42903

		2020-01-09		軽作業・製造系		14166

		2020-01-09		配送・物流系		5498

		2020-01-10		エンターテインメント系		3344

		2020-01-10		オフィス系		7064

		2020-01-10		デジタル・クリエイティブ系		3243

		2020-01-10		ビューティー系		6019

		2020-01-10		フード系		38339

		2020-01-10		マスコミ系		119

		2020-01-10		医療・福祉系		11029

		2020-01-10		施設・サービス系		6736

		2020-01-10		講師・インストラクター		11191

		2020-01-10		販売・ファッション・レンタル		42725

		2020-01-10		軽作業・製造系		14153

		2020-01-10		配送・物流系		6145

		2020-01-11		エンターテインメント系		3343

		2020-01-11		オフィス系		7068

		2020-01-11		デジタル・クリエイティブ系		3243

		2020-01-11		ビューティー系		6019

		2020-01-11		フード系		38349

		2020-01-11		マスコミ系		119

		2020-01-11		医療・福祉系		11029

		2020-01-11		施設・サービス系		6735

		2020-01-11		講師・インストラクター		11192

		2020-01-11		販売・ファッション・レンタル		42742

		2020-01-11		軽作業・製造系		14148

		2020-01-11		配送・物流系		6144

		2020-01-12		エンターテインメント系		3346

		2020-01-12		オフィス系		7065

		2020-01-12		デジタル・クリエイティブ系		3244

		2020-01-12		ビューティー系		6019

		2020-01-12		フード系		38369

		2020-01-12		マスコミ系		119

		2020-01-12		医療・福祉系		11029

		2020-01-12		施設・サービス系		6735

		2020-01-12		講師・インストラクター		11191

		2020-01-12		販売・ファッション・レンタル		42762

		2020-01-12		軽作業・製造系		14170

		2020-01-12		配送・物流系		6162

		2020-01-13		エンターテインメント系		3376

		2020-01-13		オフィス系		7058

		2020-01-13		デジタル・クリエイティブ系		3244

		2020-01-13		ビューティー系		6020

		2020-01-13		フード系		38366

		2020-01-13		マスコミ系		119

		2020-01-13		医療・福祉系		11032

		2020-01-13		施設・サービス系		6733

		2020-01-13		講師・インストラクター		10910

		2020-01-13		販売・ファッション・レンタル		42761

		2020-01-13		軽作業・製造系		13194

		2020-01-13		配送・物流系		6134

		2020-01-14		エンターテインメント系		3380

		2020-01-14		オフィス系		7031

		2020-01-14		デジタル・クリエイティブ系		2375

		2020-01-14		ビューティー系		5912

		2020-01-14		フード系		39081

		2020-01-14		マスコミ系		112

		2020-01-14		医療・福祉系		11032

		2020-01-14		施設・サービス系		6740

		2020-01-14		講師・インストラクター		10936

		2020-01-14		販売・ファッション・レンタル		42642

		2020-01-14		軽作業・製造系		14860

		2020-01-14		配送・物流系		6064

		2020-01-15		エンターテインメント系		3376

		2020-01-15		オフィス系		7065

		2020-01-15		デジタル・クリエイティブ系		2374

		2020-01-15		ビューティー系		5899

		2020-01-15		フード系		39072

		2020-01-15		マスコミ系		112

		2020-01-15		医療・福祉系		11149

		2020-01-15		施設・サービス系		6658

		2020-01-15		講師・インストラクター		10934

		2020-01-15		販売・ファッション・レンタル		43134

		2020-01-15		軽作業・製造系		14926

		2020-01-15		配送・物流系		5767

		2020-01-16		エンターテインメント系		3380

		2020-01-16		オフィス系		7077

		2020-01-16		デジタル・クリエイティブ系		2374

		2020-01-16		ビューティー系		5360

		2020-01-16		フード系		39110

		2020-01-16		マスコミ系		112

		2020-01-16		医療・福祉系		11119

		2020-01-16		施設・サービス系		6665

		2020-01-16		講師・インストラクター		10940

		2020-01-16		販売・ファッション・レンタル		43222

		2020-01-16		軽作業・製造系		14690

		2020-01-16		配送・物流系		5487

		2020-01-17		エンターテインメント系		3397

		2020-01-17		オフィス系		7133

		2020-01-17		デジタル・クリエイティブ系		2375

		2020-01-17		ビューティー系		5364

		2020-01-17		フード系		39083

		2020-01-17		マスコミ系		112

		2020-01-17		医療・福祉系		11116

		2020-01-17		施設・サービス系		6651

		2020-01-17		講師・インストラクター		11098

		2020-01-17		販売・ファッション・レンタル		43303

		2020-01-17		軽作業・製造系		14555

		2020-01-17		配送・物流系		5727

		2020-01-18		エンターテインメント系		3396

		2020-01-18		オフィス系		7126

		2020-01-18		デジタル・クリエイティブ系		2374

		2020-01-18		ビューティー系		5364

		2020-01-18		フード系		39074

		2020-01-18		マスコミ系		113

		2020-01-18		医療・福祉系		11116

		2020-01-18		施設・サービス系		6543

		2020-01-18		講師・インストラクター		11098

		2020-01-18		販売・ファッション・レンタル		43303

		2020-01-18		軽作業・製造系		14554

		2020-01-18		配送・物流系		5725

		2020-01-19		エンターテインメント系		3500

		2020-01-19		オフィス系		7051

		2020-01-19		デジタル・クリエイティブ系		2375

		2020-01-19		ビューティー系		5364

		2020-01-19		フード系		39213

		2020-01-19		マスコミ系		113

		2020-01-19		医療・福祉系		11117

		2020-01-19		施設・サービス系		6539

		2020-01-19		講師・インストラクター		11098

		2020-01-19		販売・ファッション・レンタル		43193

		2020-01-19		軽作業・製造系		14812

		2020-01-19		配送・物流系		5729

		2020-01-20		エンターテインメント系		3486

		2020-01-20		オフィス系		7849

		2020-01-20		デジタル・クリエイティブ系		1785

		2020-01-20		ビューティー系		4851

		2020-01-20		フード系		39528

		2020-01-20		マスコミ系		105

		2020-01-20		医療・福祉系		11112

		2020-01-20		施設・サービス系		6641

		2020-01-20		講師・インストラクター		11570

		2020-01-20		販売・ファッション・レンタル		43147

		2020-01-20		軽作業・製造系		15036

		2020-01-20		配送・物流系		5952

		2020-01-21		エンターテインメント系		3475

		2020-01-21		オフィス系		7810

		2020-01-21		デジタル・クリエイティブ系		1781

		2020-01-21		ビューティー系		4854

		2020-01-21		フード系		39511

		2020-01-21		マスコミ系		104

		2020-01-21		医療・福祉系		10640

		2020-01-21		施設・サービス系		6642

		2020-01-21		講師・インストラクター		11569

		2020-01-21		販売・ファッション・レンタル		43286

		2020-01-21		軽作業・製造系		15126

		2020-01-21		配送・物流系		5944

		2020-01-22		エンターテインメント系		3477

		2020-01-22		オフィス系		7841

		2020-01-22		デジタル・クリエイティブ系		1779

		2020-01-22		ビューティー系		4848

		2020-01-22		フード系		39499

		2020-01-22		マスコミ系		105

		2020-01-22		医療・福祉系		10394

		2020-01-22		施設・サービス系		6704

		2020-01-22		講師・インストラクター		11570

		2020-01-22		販売・ファッション・レンタル		43582

		2020-01-22		軽作業・製造系		14146

		2020-01-22		配送・物流系		5943

		2020-01-23		エンターテインメント系		3468

		2020-01-23		オフィス系		7863

		2020-01-23		デジタル・クリエイティブ系		1781

		2020-01-23		ビューティー系		4843

		2020-01-23		フード系		39396

		2020-01-23		マスコミ系		105

		2020-01-23		医療・福祉系		10398

		2020-01-23		施設・サービス系		6732

		2020-01-23		講師・インストラクター		11563

		2020-01-23		販売・ファッション・レンタル		42626

		2020-01-23		軽作業・製造系		13703

		2020-01-23		配送・物流系		5927

		2020-01-24		エンターテインメント系		3467

		2020-01-24		オフィス系		7869

		2020-01-24		デジタル・クリエイティブ系		1779

		2020-01-24		ビューティー系		5359

		2020-01-24		フード系		39386

		2020-01-24		マスコミ系		105

		2020-01-24		医療・福祉系		10400

		2020-01-24		施設・サービス系		6737

		2020-01-24		講師・インストラクター		11584

		2020-01-24		販売・ファッション・レンタル		43441

		2020-01-24		軽作業・製造系		12696

		2020-01-24		配送・物流系		4865

		2020-01-25		エンターテインメント系		3472

		2020-01-25		オフィス系		7867

		2020-01-25		デジタル・クリエイティブ系		1779

		2020-01-25		ビューティー系		5359

		2020-01-25		フード系		39388

		2020-01-25		マスコミ系		105

		2020-01-25		医療・福祉系		10400

		2020-01-25		施設・サービス系		6737

		2020-01-25		講師・インストラクター		11583

		2020-01-25		販売・ファッション・レンタル		43445

		2020-01-25		軽作業・製造系		12701

		2020-01-25		配送・物流系		4865

		2020-01-26		エンターテインメント系		3481

		2020-01-26		オフィス系		7880

		2020-01-26		デジタル・クリエイティブ系		1780

		2020-01-26		ビューティー系		5359

		2020-01-26		フード系		39414

		2020-01-26		マスコミ系		105

		2020-01-26		医療・福祉系		10400

		2020-01-26		施設・サービス系		6740

		2020-01-26		講師・インストラクター		11584

		2020-01-26		販売・ファッション・レンタル		43473

		2020-01-26		軽作業・製造系		12815

		2020-01-26		配送・物流系		4866

		2020-01-27		エンターテインメント系		3477

		2020-01-27		オフィス系		7861

		2020-01-27		デジタル・クリエイティブ系		845

		2020-01-27		ビューティー系		5354

		2020-01-27		フード系		39435

		2020-01-27		マスコミ系		107

		2020-01-27		医療・福祉系		9407

		2020-01-27		施設・サービス系		6744

		2020-01-27		講師・インストラクター		11650

		2020-01-27		販売・ファッション・レンタル		43486

		2020-01-27		軽作業・製造系		12125

		2020-01-27		配送・物流系		4869

		2020-01-28		エンターテインメント系		3486

		2020-01-28		オフィス系		7820

		2020-01-28		デジタル・クリエイティブ系		844

		2020-01-28		ビューティー系		5348

		2020-01-28		フード系		39230

		2020-01-28		マスコミ系		107

		2020-01-28		医療・福祉系		9444

		2020-01-28		施設・サービス系		6743

		2020-01-28		講師・インストラクター		11553

		2020-01-28		販売・ファッション・レンタル		43375

		2020-01-28		軽作業・製造系		12169

		2020-01-28		配送・物流系		4859

		2020-01-29		エンターテインメント系		3486

		2020-01-29		オフィス系		7816

		2020-01-29		デジタル・クリエイティブ系		842

		2020-01-29		ビューティー系		5352

		2020-01-29		フード系		39261

		2020-01-29		マスコミ系		107

		2020-01-29		医療・福祉系		11640

		2020-01-29		施設・サービス系		6754

		2020-01-29		講師・インストラクター		11760

		2020-01-29		販売・ファッション・レンタル		43736

		2020-01-29		軽作業・製造系		12170

		2020-01-29		配送・物流系		4951

		2020-01-30		エンターテインメント系		3485

		2020-01-30		オフィス系		7813

		2020-01-30		デジタル・クリエイティブ系		838

		2020-01-30		ビューティー系		5355

		2020-01-30		フード系		39321

		2020-01-30		マスコミ系		107

		2020-01-30		医療・福祉系		11988

		2020-01-30		施設・サービス系		6755

		2020-01-30		講師・インストラクター		11827

		2020-01-30		販売・ファッション・レンタル		43474

		2020-01-30		軽作業・製造系		12131

		2020-01-30		配送・物流系		4980

		2020-01-31		エンターテインメント系		3200

		2020-01-31		オフィス系		7745

		2020-01-31		デジタル・クリエイティブ系		838

		2020-01-31		ビューティー系		5795

		2020-01-31		フード系		40019

		2020-01-31		マスコミ系		107

		2020-01-31		医療・福祉系		5952

		2020-01-31		施設・サービス系		6803

		2020-01-31		講師・インストラクター		11685

		2020-01-31		販売・ファッション・レンタル		43649

		2020-01-31		軽作業・製造系		12117

		2020-01-31		配送・物流系		4817

		2020-02-01		エンターテインメント系		3201

		2020-02-01		オフィス系		7744

		2020-02-01		デジタル・クリエイティブ系		836

		2020-02-01		ビューティー系		5795

		2020-02-01		フード系		40010

		2020-02-01		マスコミ系		107

		2020-02-01		医療・福祉系		5952

		2020-02-01		施設・サービス系		6796

		2020-02-01		講師・インストラクター		11685

		2020-02-01		販売・ファッション・レンタル		43651

		2020-02-01		軽作業・製造系		12117

		2020-02-01		配送・物流系		4819

		2020-02-02		エンターテインメント系		3213

		2020-02-02		オフィス系		7747

		2020-02-02		デジタル・クリエイティブ系		836

		2020-02-02		ビューティー系		5797

		2020-02-02		フード系		40252

		2020-02-02		マスコミ系		108

		2020-02-02		医療・福祉系		5952

		2020-02-02		施設・サービス系		6789

		2020-02-02		講師・インストラクター		11684

		2020-02-02		販売・ファッション・レンタル		43554

		2020-02-02		軽作業・製造系		12288

		2020-02-02		配送・物流系		4767

		2020-02-03		エンターテインメント系		3371

		2020-02-03		オフィス系		7792

		2020-02-03		デジタル・クリエイティブ系		833

		2020-02-03		ビューティー系		5787

		2020-02-03		フード系		40205

		2020-02-03		マスコミ系		107

		2020-02-03		医療・福祉系		7297

		2020-02-03		施設・サービス系		6648

		2020-02-03		講師・インストラクター		11708

		2020-02-03		販売・ファッション・レンタル		43560

		2020-02-03		軽作業・製造系		11835

		2020-02-03		配送・物流系		4764

		2020-02-04		エンターテインメント系		3427

		2020-02-04		オフィス系		7830

		2020-02-04		デジタル・クリエイティブ系		832

		2020-02-04		ビューティー系		5788

		2020-02-04		フード系		40208

		2020-02-04		マスコミ系		107

		2020-02-04		医療・福祉系		7282

		2020-02-04		施設・サービス系		6649

		2020-02-04		講師・インストラクター		11708

		2020-02-04		販売・ファッション・レンタル		43437

		2020-02-04		軽作業・製造系		12658

		2020-02-04		配送・物流系		5556

		2020-02-05		エンターテインメント系		3438

		2020-02-05		オフィス系		7839

		2020-02-05		デジタル・クリエイティブ系		832

		2020-02-05		ビューティー系		5790

		2020-02-05		フード系		40093

		2020-02-05		マスコミ系		107

		2020-02-05		医療・福祉系		7260

		2020-02-05		施設・サービス系		6653

		2020-02-05		講師・インストラクター		11705

		2020-02-05		販売・ファッション・レンタル		41303

		2020-02-05		軽作業・製造系		12444

		2020-02-05		配送・物流系		5695

		2020-02-06		エンターテインメント系		3424

		2020-02-06		オフィス系		7822

		2020-02-06		デジタル・クリエイティブ系		835

		2020-02-06		ビューティー系		5717

		2020-02-06		フード系		40100

		2020-02-06		マスコミ系		107

		2020-02-06		医療・福祉系		7258

		2020-02-06		施設・サービス系		6690

		2020-02-06		講師・インストラクター		11779

		2020-02-06		販売・ファッション・レンタル		41190

		2020-02-06		軽作業・製造系		12465

		2020-02-06		配送・物流系		5691

		2020-02-07		エンターテインメント系		3413

		2020-02-07		オフィス系		7736

		2020-02-07		デジタル・クリエイティブ系		834

		2020-02-07		ビューティー系		6035

		2020-02-07		フード系		39810

		2020-02-07		マスコミ系		107

		2020-02-07		医療・福祉系		7276

		2020-02-07		施設・サービス系		6701

		2020-02-07		講師・インストラクター		11810

		2020-02-07		販売・ファッション・レンタル		41248

		2020-02-07		軽作業・製造系		12450

		2020-02-07		配送・物流系		5322

		2020-02-08		エンターテインメント系		3412

		2020-02-08		オフィス系		7737

		2020-02-08		デジタル・クリエイティブ系		831

		2020-02-08		ビューティー系		6034

		2020-02-08		フード系		39807

		2020-02-08		マスコミ系		107

		2020-02-08		医療・福祉系		7275

		2020-02-08		施設・サービス系		6700

		2020-02-08		講師・インストラクター		11844

		2020-02-08		販売・ファッション・レンタル		41246

		2020-02-08		軽作業・製造系		12446

		2020-02-08		配送・物流系		5322

		2020-02-09		エンターテインメント系		3420

		2020-02-09		オフィス系		8436

		2020-02-09		デジタル・クリエイティブ系		1422

		2020-02-09		ビューティー系		6033

		2020-02-09		フード系		40325

		2020-02-09		マスコミ系		107

		2020-02-09		医療・福祉系		7276

		2020-02-09		施設・サービス系		6701

		2020-02-09		講師・インストラクター		11845

		2020-02-09		販売・ファッション・レンタル		41407

		2020-02-09		軽作業・製造系		13070

		2020-02-09		配送・物流系		5692

		2020-02-10		エンターテインメント系		3407

		2020-02-10		オフィス系		8427

		2020-02-10		デジタル・クリエイティブ系		1424

		2020-02-10		ビューティー系		6043

		2020-02-10		フード系		40320

		2020-02-10		マスコミ系		107

		2020-02-10		医療・福祉系		7294

		2020-02-10		施設・サービス系		6721

		2020-02-10		講師・インストラクター		11848

		2020-02-10		販売・ファッション・レンタル		41713

		2020-02-10		軽作業・製造系		13069

		2020-02-10		配送・物流系		5693

		2020-02-11		エンターテインメント系		3406

		2020-02-11		オフィス系		8425

		2020-02-11		デジタル・クリエイティブ系		1424

		2020-02-11		ビューティー系		6043

		2020-02-11		フード系		40316

		2020-02-11		マスコミ系		107

		2020-02-11		医療・福祉系		7294

		2020-02-11		施設・サービス系		6695

		2020-02-11		講師・インストラクター		11849

		2020-02-11		販売・ファッション・レンタル		41709

		2020-02-11		軽作業・製造系		13083

		2020-02-11		配送・物流系		5692

		2020-02-12		エンターテインメント系		3421

		2020-02-12		オフィス系		8406

		2020-02-12		デジタル・クリエイティブ系		1423

		2020-02-12		ビューティー系		5943

		2020-02-12		フード系		40289

		2020-02-12		マスコミ系		107

		2020-02-12		医療・福祉系		7316

		2020-02-12		施設・サービス系		6690

		2020-02-12		講師・インストラクター		11852

		2020-02-12		販売・ファッション・レンタル		41577

		2020-02-12		軽作業・製造系		13224

		2020-02-12		配送・物流系		5570

		2020-02-13		エンターテインメント系		3409

		2020-02-13		オフィス系		8390

		2020-02-13		デジタル・クリエイティブ系		1422

		2020-02-13		ビューティー系		5965

		2020-02-13		フード系		40752

		2020-02-13		マスコミ系		107

		2020-02-13		医療・福祉系		7301

		2020-02-13		施設・サービス系		6784

		2020-02-13		講師・インストラクター		11853

		2020-02-13		販売・ファッション・レンタル		41561

		2020-02-13		軽作業・製造系		13322

		2020-02-13		配送・物流系		5647

		2020-02-14		エンターテインメント系		3414

		2020-02-14		オフィス系		8466

		2020-02-14		デジタル・クリエイティブ系		1421

		2020-02-14		ビューティー系		5967

		2020-02-14		フード系		40769

		2020-02-14		マスコミ系		107

		2020-02-14		医療・福祉系		7301

		2020-02-14		施設・サービス系		6791

		2020-02-14		講師・インストラクター		11844

		2020-02-14		販売・ファッション・レンタル		42125

		2020-02-14		軽作業・製造系		12611

		2020-02-14		配送・物流系		5649

		2020-02-15		エンターテインメント系		3409

		2020-02-15		オフィス系		8470

		2020-02-15		デジタル・クリエイティブ系		1421

		2020-02-15		ビューティー系		5967

		2020-02-15		フード系		40771

		2020-02-15		マスコミ系		107

		2020-02-15		医療・福祉系		7299

		2020-02-15		施設・サービス系		6718

		2020-02-15		講師・インストラクター		11810

		2020-02-15		販売・ファッション・レンタル		42158

		2020-02-15		軽作業・製造系		12609

		2020-02-15		配送・物流系		5650

		2020-02-16		エンターテインメント系		3675

		2020-02-16		オフィス系		8473

		2020-02-16		デジタル・クリエイティブ系		1420

		2020-02-16		ビューティー系		5967

		2020-02-16		フード系		40841

		2020-02-16		マスコミ系		107

		2020-02-16		医療・福祉系		7392

		2020-02-16		施設・サービス系		6721

		2020-02-16		講師・インストラクター		11811

		2020-02-16		販売・ファッション・レンタル		42154

		2020-02-16		軽作業・製造系		12784

		2020-02-16		配送・物流系		5651

		2020-02-17		エンターテインメント系		3678

		2020-02-17		オフィス系		8462

		2020-02-17		デジタル・クリエイティブ系		1420

		2020-02-17		ビューティー系		5999

		2020-02-17		フード系		41035

		2020-02-17		マスコミ系		106

		2020-02-17		医療・福祉系		7392

		2020-02-17		施設・サービス系		6724

		2020-02-17		講師・インストラクター		11798

		2020-02-17		販売・ファッション・レンタル		42141

		2020-02-17		軽作業・製造系		13719

		2020-02-17		配送・物流系		5650

		2020-02-18		エンターテインメント系		3683

		2020-02-18		オフィス系		8468

		2020-02-18		デジタル・クリエイティブ系		1418

		2020-02-18		ビューティー系		6004

		2020-02-18		フード系		40789

		2020-02-18		マスコミ系		106

		2020-02-18		医療・福祉系		7393

		2020-02-18		施設・サービス系		6748

		2020-02-18		講師・インストラクター		11800

		2020-02-18		販売・ファッション・レンタル		42416

		2020-02-18		軽作業・製造系		13241

		2020-02-18		配送・物流系		5653

		2020-02-19		エンターテインメント系		3675

		2020-02-19		オフィス系		8465

		2020-02-19		デジタル・クリエイティブ系		1427

		2020-02-19		ビューティー系		6007

		2020-02-19		フード系		40779

		2020-02-19		マスコミ系		106

		2020-02-19		医療・福祉系		7395

		2020-02-19		施設・サービス系		6758

		2020-02-19		講師・インストラクター		11873

		2020-02-19		販売・ファッション・レンタル		42199

		2020-02-19		軽作業・製造系		13255

		2020-02-19		配送・物流系		5649

		2020-02-20		エンターテインメント系		3680

		2020-02-20		オフィス系		8463

		2020-02-20		デジタル・クリエイティブ系		1427

		2020-02-20		ビューティー系		6009

		2020-02-20		フード系		40771

		2020-02-20		マスコミ系		106

		2020-02-20		医療・福祉系		7376

		2020-02-20		施設・サービス系		6762

		2020-02-20		講師・インストラクター		11875

		2020-02-20		販売・ファッション・レンタル		42128

		2020-02-20		軽作業・製造系		13243

		2020-02-20		配送・物流系		5654

		2020-02-21		エンターテインメント系		3678

		2020-02-21		オフィス系		8452

		2020-02-21		デジタル・クリエイティブ系		1426

		2020-02-21		ビューティー系		6010

		2020-02-21		フード系		40757

		2020-02-21		マスコミ系		106

		2020-02-21		医療・福祉系		7264

		2020-02-21		施設・サービス系		6756

		2020-02-21		講師・インストラクター		11879

		2020-02-21		販売・ファッション・レンタル		41898

		2020-02-21		軽作業・製造系		13293

		2020-02-21		配送・物流系		5668

		2020-02-22		エンターテインメント系		3679

		2020-02-22		オフィス系		8458

		2020-02-22		デジタル・クリエイティブ系		1428

		2020-02-22		ビューティー系		6011

		2020-02-22		フード系		40751

		2020-02-22		マスコミ系		106

		2020-02-22		医療・福祉系		7260

		2020-02-22		施設・サービス系		6752

		2020-02-22		講師・インストラクター		11877

		2020-02-22		販売・ファッション・レンタル		41902

		2020-02-22		軽作業・製造系		13294

		2020-02-22		配送・物流系		5667

		2020-02-23		エンターテインメント系		3675

		2020-02-23		オフィス系		8459

		2020-02-23		デジタル・クリエイティブ系		1428

		2020-02-23		ビューティー系		6011

		2020-02-23		フード系		40750

		2020-02-23		マスコミ系		106

		2020-02-23		医療・福祉系		7260

		2020-02-23		施設・サービス系		6749

		2020-02-23		講師・インストラクター		11875

		2020-02-23		販売・ファッション・レンタル		41926

		2020-02-23		軽作業・製造系		13166

		2020-02-23		配送・物流系		5668

		2020-02-24		エンターテインメント系		3653

		2020-02-24		オフィス系		8479

		2020-02-24		デジタル・クリエイティブ系		1452

		2020-02-24		ビューティー系		6011

		2020-02-24		フード系		40745

		2020-02-24		マスコミ系		106

		2020-02-24		医療・福祉系		7262

		2020-02-24		施設・サービス系		6747

		2020-02-24		講師・インストラクター		11819

		2020-02-24		販売・ファッション・レンタル		41976

		2020-02-24		軽作業・製造系		12722

		2020-02-24		配送・物流系		5656

		2020-02-25		エンターテインメント系		3667

		2020-02-25		オフィス系		8368

		2020-02-25		デジタル・クリエイティブ系		1349

		2020-02-25		ビューティー系		6011

		2020-02-25		フード系		40700

		2020-02-25		マスコミ系		106

		2020-02-25		医療・福祉系		7290

		2020-02-25		施設・サービス系		6746

		2020-02-25		講師・インストラクター		11741

		2020-02-25		販売・ファッション・レンタル		41829

		2020-02-25		軽作業・製造系		12675

		2020-02-25		配送・物流系		5585

		2020-02-26		エンターテインメント系		3667

		2020-02-26		オフィス系		8335

		2020-02-26		デジタル・クリエイティブ系		1351

		2020-02-26		ビューティー系		6022

		2020-02-26		フード系		40692

		2020-02-26		マスコミ系		107

		2020-02-26		医療・福祉系		7287

		2020-02-26		施設・サービス系		6570

		2020-02-26		講師・インストラクター		11869

		2020-02-26		販売・ファッション・レンタル		41796

		2020-02-26		軽作業・製造系		13167

		2020-02-26		配送・物流系		5391

		2020-02-27		エンターテインメント系		3685

		2020-02-27		オフィス系		8349

		2020-02-27		デジタル・クリエイティブ系		1353

		2020-02-27		ビューティー系		6004

		2020-02-27		フード系		40418

		2020-02-27		マスコミ系		107

		2020-02-27		医療・福祉系		7389

		2020-02-27		施設・サービス系		6570

		2020-02-27		講師・インストラクター		11884

		2020-02-27		販売・ファッション・レンタル		41802

		2020-02-27		軽作業・製造系		13132

		2020-02-27		配送・物流系		5362

		2020-02-28		エンターテインメント系		3693

		2020-02-28		オフィス系		8354

		2020-02-28		デジタル・クリエイティブ系		1353

		2020-02-28		ビューティー系		5657

		2020-02-28		フード系		39847

		2020-02-28		マスコミ系		107

		2020-02-28		医療・福祉系		7356

		2020-02-28		施設・サービス系		6735

		2020-02-28		講師・インストラクター		11926

		2020-02-28		販売・ファッション・レンタル		41722

		2020-02-28		軽作業・製造系		13866

		2020-02-28		配送・物流系		5790

		2020-02-29		エンターテインメント系		3715

		2020-02-29		オフィス系		8383

		2020-02-29		デジタル・クリエイティブ系		1354

		2020-02-29		ビューティー系		6073

		2020-02-29		フード系		40323

		2020-02-29		マスコミ系		107

		2020-02-29		医療・福祉系		5832

		2020-02-29		施設・サービス系		6734

		2020-02-29		講師・インストラクター		11926

		2020-02-29		販売・ファッション・レンタル		41479

		2020-02-29		軽作業・製造系		13699

		2020-02-29		配送・物流系		5799

		2020-03-01		エンターテインメント系		3520

		2020-03-01		オフィス系		8388

		2020-03-01		デジタル・クリエイティブ系		1355

		2020-03-01		ビューティー系		6074

		2020-03-01		フード系		40413

		2020-03-01		マスコミ系		107

		2020-03-01		医療・福祉系		5832

		2020-03-01		施設・サービス系		6706

		2020-03-01		講師・インストラクター		11926

		2020-03-01		販売・ファッション・レンタル		41472

		2020-03-01		軽作業・製造系		13475

		2020-03-01		配送・物流系		5811

		2020-03-02		エンターテインメント系		3534

		2020-03-02		オフィス系		8352

		2020-03-02		デジタル・クリエイティブ系		1363

		2020-03-02		ビューティー系		6073

		2020-03-02		フード系		40408

		2020-03-02		マスコミ系		106

		2020-03-02		医療・福祉系		5818

		2020-03-02		施設・サービス系		6661

		2020-03-02		講師・インストラクター		10514

		2020-03-02		販売・ファッション・レンタル		41326

		2020-03-02		軽作業・製造系		14734

		2020-03-02		配送・物流系		5729

		2020-03-03		エンターテインメント系		3549

		2020-03-03		オフィス系		8016

		2020-03-03		デジタル・クリエイティブ系		1361

		2020-03-03		ビューティー系		6033

		2020-03-03		フード系		40070

		2020-03-03		マスコミ系		107

		2020-03-03		医療・福祉系		5811

		2020-03-03		施設・サービス系		6891

		2020-03-03		講師・インストラクター		10495

		2020-03-03		販売・ファッション・レンタル		40516

		2020-03-03		軽作業・製造系		14559

		2020-03-03		配送・物流系		5762

		2020-03-04		エンターテインメント系		3525

		2020-03-04		オフィス系		8032

		2020-03-04		デジタル・クリエイティブ系		1363

		2020-03-04		ビューティー系		6025

		2020-03-04		フード系		40139

		2020-03-04		マスコミ系		107

		2020-03-04		医療・福祉系		5686

		2020-03-04		施設・サービス系		6853

		2020-03-04		講師・インストラクター		10487

		2020-03-04		販売・ファッション・レンタル		40447

		2020-03-04		軽作業・製造系		13731

		2020-03-04		配送・物流系		5738

		2020-03-05		エンターテインメント系		3517

		2020-03-05		オフィス系		8200

		2020-03-05		デジタル・クリエイティブ系		1386

		2020-03-05		ビューティー系		5969

		2020-03-05		フード系		40067

		2020-03-05		マスコミ系		107

		2020-03-05		医療・福祉系		5559

		2020-03-05		施設・サービス系		6843

		2020-03-05		講師・インストラクター		10493

		2020-03-05		販売・ファッション・レンタル		40384

		2020-03-05		軽作業・製造系		13670

		2020-03-05		配送・物流系		5724

		2020-03-06		エンターテインメント系		3535

		2020-03-06		オフィス系		8189

		2020-03-06		デジタル・クリエイティブ系		1385

		2020-03-06		ビューティー系		5936

		2020-03-06		フード系		40082

		2020-03-06		マスコミ系		107

		2020-03-06		医療・福祉系		5559

		2020-03-06		施設・サービス系		6812

		2020-03-06		講師・インストラクター		10493

		2020-03-06		販売・ファッション・レンタル		40701

		2020-03-06		軽作業・製造系		13566

		2020-03-06		配送・物流系		5682

		2020-03-07		エンターテインメント系		3534

		2020-03-07		オフィス系		8153

		2020-03-07		デジタル・クリエイティブ系		1384

		2020-03-07		ビューティー系		5935

		2020-03-07		フード系		40047

		2020-03-07		マスコミ系		107

		2020-03-07		医療・福祉系		5562

		2020-03-07		施設・サービス系		6806

		2020-03-07		講師・インストラクター		10493

		2020-03-07		販売・ファッション・レンタル		40690

		2020-03-07		軽作業・製造系		13567

		2020-03-07		配送・物流系		5685

		2020-03-08		エンターテインメント系		3352

		2020-03-08		オフィス系		7581

		2020-03-08		デジタル・クリエイティブ系		884

		2020-03-08		ビューティー系		5935

		2020-03-08		フード系		39569

		2020-03-08		マスコミ系		106

		2020-03-08		医療・福祉系		5564

		2020-03-08		施設・サービス系		6835

		2020-03-08		講師・インストラクター		10490

		2020-03-08		販売・ファッション・レンタル		40671

		2020-03-08		軽作業・製造系		12863

		2020-03-08		配送・物流系		5387

		2020-03-09		エンターテインメント系		3365

		2020-03-09		オフィス系		7605

		2020-03-09		デジタル・クリエイティブ系		883

		2020-03-09		ビューティー系		5785

		2020-03-09		フード系		39755

		2020-03-09		マスコミ系		106

		2020-03-09		医療・福祉系		5562

		2020-03-09		施設・サービス系		6766

		2020-03-09		講師・インストラクター		10492

		2020-03-09		販売・ファッション・レンタル		40329

		2020-03-09		軽作業・製造系		12008

		2020-03-09		配送・物流系		5689

		2020-03-10		エンターテインメント系		3379

		2020-03-10		オフィス系		8754

		2020-03-10		デジタル・クリエイティブ系		2024

		2020-03-10		ビューティー系		5784

		2020-03-10		フード系		39373

		2020-03-10		マスコミ系		106

		2020-03-10		医療・福祉系		5567

		2020-03-10		施設・サービス系		6791

		2020-03-10		講師・インストラクター		10487

		2020-03-10		販売・ファッション・レンタル		40255

		2020-03-10		軽作業・製造系		13419

		2020-03-10		配送・物流系		5715

		2020-03-11		エンターテインメント系		3359

		2020-03-11		オフィス系		8724

		2020-03-11		デジタル・クリエイティブ系		2023

		2020-03-11		ビューティー系		5780

		2020-03-11		フード系		39282

		2020-03-11		マスコミ系		106

		2020-03-11		医療・福祉系		5567

		2020-03-11		施設・サービス系		6785

		2020-03-11		講師・インストラクター		10483

		2020-03-11		販売・ファッション・レンタル		39000

		2020-03-11		軽作業・製造系		13254

		2020-03-11		配送・物流系		5552

		2020-03-12		エンターテインメント系		3351

		2020-03-12		オフィス系		8736

		2020-03-12		デジタル・クリエイティブ系		2032

		2020-03-12		ビューティー系		5778

		2020-03-12		フード系		39217

		2020-03-12		マスコミ系		106

		2020-03-12		医療・福祉系		5550

		2020-03-12		施設・サービス系		6801

		2020-03-12		講師・インストラクター		10490

		2020-03-12		販売・ファッション・レンタル		39047

		2020-03-12		軽作業・製造系		11682

		2020-03-12		配送・物流系		5146

		2020-03-13		エンターテインメント系		3348

		2020-03-13		オフィス系		8728

		2020-03-13		デジタル・クリエイティブ系		2031

		2020-03-13		ビューティー系		5746

		2020-03-13		フード系		39176

		2020-03-13		マスコミ系		107

		2020-03-13		医療・福祉系		5551

		2020-03-13		施設・サービス系		6761

		2020-03-13		講師・インストラクター		10438

		2020-03-13		販売・ファッション・レンタル		38954

		2020-03-13		軽作業・製造系		11460

		2020-03-13		配送・物流系		5134

		2020-03-14		エンターテインメント系		3348

		2020-03-14		オフィス系		8724

		2020-03-14		デジタル・クリエイティブ系		2031

		2020-03-14		ビューティー系		5749

		2020-03-14		フード系		39175

		2020-03-14		マスコミ系		107

		2020-03-14		医療・福祉系		5563

		2020-03-14		施設・サービス系		6760

		2020-03-14		講師・インストラクター		10438

		2020-03-14		販売・ファッション・レンタル		38963

		2020-03-14		軽作業・製造系		8867

		2020-03-14		配送・物流系		5135

		2020-03-15		エンターテインメント系		3337

		2020-03-15		オフィス系		8723

		2020-03-15		デジタル・クリエイティブ系		2022

		2020-03-15		ビューティー系		5749

		2020-03-15		フード系		39190

		2020-03-15		マスコミ系		107

		2020-03-15		医療・福祉系		5563

		2020-03-15		施設・サービス系		6748

		2020-03-15		講師・インストラクター		10430

		2020-03-15		販売・ファッション・レンタル		38914

		2020-03-15		軽作業・製造系		8860

		2020-03-15		配送・物流系		5131

		2020-03-16		エンターテインメント系		3335

		2020-03-16		オフィス系		8710

		2020-03-16		デジタル・クリエイティブ系		2011

		2020-03-16		ビューティー系		5329

		2020-03-16		フード系		39133

		2020-03-16		マスコミ系		108

		2020-03-16		医療・福祉系		5574

		2020-03-16		施設・サービス系		6694

		2020-03-16		講師・インストラクター		10495

		2020-03-16		販売・ファッション・レンタル		38793

		2020-03-16		軽作業・製造系		8668

		2020-03-16		配送・物流系		5227

		2020-03-17		エンターテインメント系		3335

		2020-03-17		オフィス系		8741

		2020-03-17		デジタル・クリエイティブ系		2010

		2020-03-17		ビューティー系		5318

		2020-03-17		フード系		39074

		2020-03-17		マスコミ系		108

		2020-03-17		医療・福祉系		5542

		2020-03-17		施設・サービス系		6686

		2020-03-17		講師・インストラクター		10514

		2020-03-17		販売・ファッション・レンタル		36199

		2020-03-17		軽作業・製造系		8355

		2020-03-17		配送・物流系		4917

		2020-03-18		エンターテインメント系		3333

		2020-03-18		オフィス系		8721

		2020-03-18		デジタル・クリエイティブ系		2005

		2020-03-18		ビューティー系		5307

		2020-03-18		フード系		38975

		2020-03-18		マスコミ系		108

		2020-03-18		医療・福祉系		5432

		2020-03-18		施設・サービス系		6690

		2020-03-18		講師・インストラクター		10461

		2020-03-18		販売・ファッション・レンタル		36276

		2020-03-18		軽作業・製造系		8969

		2020-03-18		配送・物流系		4911

		2020-03-19		エンターテインメント系		3330

		2020-03-19		オフィス系		8207

		2020-03-19		デジタル・クリエイティブ系		2001

		2020-03-19		ビューティー系		5302

		2020-03-19		フード系		38766

		2020-03-19		マスコミ系		108

		2020-03-19		医療・福祉系		5488

		2020-03-19		施設・サービス系		6702

		2020-03-19		講師・インストラクター		10439

		2020-03-19		販売・ファッション・レンタル		35072

		2020-03-19		軽作業・製造系		8948

		2020-03-19		配送・物流系		5044

		2020-03-20		エンターテインメント系		3328

		2020-03-20		オフィス系		8214

		2020-03-20		デジタル・クリエイティブ系		2000

		2020-03-20		ビューティー系		5300

		2020-03-20		フード系		38756

		2020-03-20		マスコミ系		108

		2020-03-20		医療・福祉系		5489

		2020-03-20		施設・サービス系		6701

		2020-03-20		講師・インストラクター		10396

		2020-03-20		販売・ファッション・レンタル		35011

		2020-03-20		軽作業・製造系		8895

		2020-03-20		配送・物流系		5022

		2020-03-21		エンターテインメント系		3328

		2020-03-21		オフィス系		8211

		2020-03-21		デジタル・クリエイティブ系		2006

		2020-03-21		ビューティー系		5301

		2020-03-21		フード系		38663

		2020-03-21		マスコミ系		108

		2020-03-21		医療・福祉系		5489

		2020-03-21		施設・サービス系		6699

		2020-03-21		講師・インストラクター		10396

		2020-03-21		販売・ファッション・レンタル		34841

		2020-03-21		軽作業・製造系		8895

		2020-03-21		配送・物流系		5020

		2020-03-22		エンターテインメント系		3327

		2020-03-22		オフィス系		8192

		2020-03-22		デジタル・クリエイティブ系		2005

		2020-03-22		ビューティー系		5301

		2020-03-22		フード系		38666

		2020-03-22		マスコミ系		110

		2020-03-22		医療・福祉系		5489

		2020-03-22		施設・サービス系		6699

		2020-03-22		講師・インストラクター		10396

		2020-03-22		販売・ファッション・レンタル		34421

		2020-03-22		軽作業・製造系		8913

		2020-03-22		配送・物流系		5027

		2020-03-23		エンターテインメント系		3331

		2020-03-23		オフィス系		8150

		2020-03-23		デジタル・クリエイティブ系		1977

		2020-03-23		ビューティー系		4800

		2020-03-23		フード系		38417

		2020-03-23		マスコミ系		110

		2020-03-23		医療・福祉系		5488

		2020-03-23		施設・サービス系		6686

		2020-03-23		講師・インストラクター		10397

		2020-03-23		販売・ファッション・レンタル		33812

		2020-03-23		軽作業・製造系		8685

		2020-03-23		配送・物流系		5097

		2020-03-24		エンターテインメント系		3340

		2020-03-24		オフィス系		8175

		2020-03-24		デジタル・クリエイティブ系		1977

		2020-03-24		ビューティー系		4796

		2020-03-24		フード系		38373

		2020-03-24		マスコミ系		110

		2020-03-24		医療・福祉系		5502

		2020-03-24		施設・サービス系		6633

		2020-03-24		講師・インストラクター		10400

		2020-03-24		販売・ファッション・レンタル		34640

		2020-03-24		軽作業・製造系		8666

		2020-03-24		配送・物流系		5039

		2020-03-25		エンターテインメント系		3293

		2020-03-25		オフィス系		8210

		2020-03-25		デジタル・クリエイティブ系		1975

		2020-03-25		ビューティー系		4814

		2020-03-25		フード系		38367

		2020-03-25		マスコミ系		110

		2020-03-25		医療・福祉系		5499

		2020-03-25		施設・サービス系		6577

		2020-03-25		講師・インストラクター		10405

		2020-03-25		販売・ファッション・レンタル		34238

		2020-03-25		軽作業・製造系		8389

		2020-03-25		配送・物流系		4849

		2020-03-26		エンターテインメント系		3258

		2020-03-26		オフィス系		8166

		2020-03-26		デジタル・クリエイティブ系		1971

		2020-03-26		ビューティー系		4812

		2020-03-26		フード系		37890

		2020-03-26		マスコミ系		111

		2020-03-26		医療・福祉系		5495

		2020-03-26		施設・サービス系		6558

		2020-03-26		講師・インストラクター		10232

		2020-03-26		販売・ファッション・レンタル		33710

		2020-03-26		軽作業・製造系		8374

		2020-03-26		配送・物流系		4831

		2020-03-27		エンターテインメント系		3209

		2020-03-27		オフィス系		8138

		2020-03-27		デジタル・クリエイティブ系		1969

		2020-03-27		ビューティー系		4805

		2020-03-27		フード系		38363

		2020-03-27		マスコミ系		111

		2020-03-27		医療・福祉系		5486

		2020-03-27		施設・サービス系		6226

		2020-03-27		講師・インストラクター		10307

		2020-03-27		販売・ファッション・レンタル		32850

		2020-03-27		軽作業・製造系		7829

		2020-03-27		配送・物流系		4407

		2020-03-28		エンターテインメント系		3209

		2020-03-28		オフィス系		8130

		2020-03-28		デジタル・クリエイティブ系		1965

		2020-03-28		ビューティー系		4798

		2020-03-28		フード系		37185

		2020-03-28		マスコミ系		111

		2020-03-28		医療・福祉系		5487

		2020-03-28		施設・サービス系		6226

		2020-03-28		講師・インストラクター		10306

		2020-03-28		販売・ファッション・レンタル		32837

		2020-03-28		軽作業・製造系		7824

		2020-03-28		配送・物流系		4405

		2020-03-29		エンターテインメント系		3210

		2020-03-29		オフィス系		8123

		2020-03-29		デジタル・クリエイティブ系		1967

		2020-03-29		ビューティー系		4797

		2020-03-29		フード系		36958

		2020-03-29		マスコミ系		110

		2020-03-29		医療・福祉系		5615

		2020-03-29		施設・サービス系		6226

		2020-03-29		講師・インストラクター		10257

		2020-03-29		販売・ファッション・レンタル		32804

		2020-03-29		軽作業・製造系		7806

		2020-03-29		配送・物流系		4393

		2020-03-30		エンターテインメント系		3149

		2020-03-30		オフィス系		8049

		2020-03-30		デジタル・クリエイティブ系		1959

		2020-03-30		ビューティー系		4632

		2020-03-30		フード系		36343

		2020-03-30		マスコミ系		111

		2020-03-30		医療・福祉系		5614

		2020-03-30		施設・サービス系		6204

		2020-03-30		講師・インストラクター		10214

		2020-03-30		販売・ファッション・レンタル		31607

		2020-03-30		軽作業・製造系		7371

		2020-03-30		配送・物流系		4330

		2020-03-31		エンターテインメント系		2351

		2020-03-31		オフィス系		7918

		2020-03-31		デジタル・クリエイティブ系		1952

		2020-03-31		ビューティー系		4486

		2020-03-31		フード系		36839

		2020-03-31		マスコミ系		111

		2020-03-31		医療・福祉系		5605

		2020-03-31		施設・サービス系		6171

		2020-03-31		講師・インストラクター		9906

		2020-03-31		販売・ファッション・レンタル		27982

		2020-03-31		軽作業・製造系		7030

		2020-03-31		配送・物流系		4738

		2020-04-01		エンターテインメント系		2395

		2020-04-01		オフィス系		7998

		2020-04-01		デジタル・クリエイティブ系		1959

		2020-04-01		ビューティー系		4585

		2020-04-01		フード系		36572

		2020-04-01		マスコミ系		110

		2020-04-01		医療・福祉系		5568

		2020-04-01		施設・サービス系		6143

		2020-04-01		講師・インストラクター		9887

		2020-04-01		販売・ファッション・レンタル		27984

		2020-04-01		軽作業・製造系		7509

		2020-04-01		配送・物流系		4657

		2020-04-02		エンターテインメント系		2715

		2020-04-02		オフィス系		7958

		2020-04-02		デジタル・クリエイティブ系		1952

		2020-04-02		ビューティー系		4581

		2020-04-02		フード系		36238

		2020-04-02		マスコミ系		105

		2020-04-02		医療・福祉系		5295

		2020-04-02		施設・サービス系		6146

		2020-04-02		講師・インストラクター		9875

		2020-04-02		販売・ファッション・レンタル		27539

		2020-04-02		軽作業・製造系		7457

		2020-04-02		配送・物流系		4676

		2020-04-03		エンターテインメント系		2723

		2020-04-03		オフィス系		7943

		2020-04-03		デジタル・クリエイティブ系		1953

		2020-04-03		ビューティー系		4277

		2020-04-03		フード系		35425

		2020-04-03		マスコミ系		103

		2020-04-03		医療・福祉系		5286

		2020-04-03		施設・サービス系		6090

		2020-04-03		講師・インストラクター		9816

		2020-04-03		販売・ファッション・レンタル		26143

		2020-04-03		軽作業・製造系		7463

		2020-04-03		配送・物流系		4690

		2020-04-04		エンターテインメント系		2678

		2020-04-04		オフィス系		7932

		2020-04-04		デジタル・クリエイティブ系		1953

		2020-04-04		ビューティー系		4277

		2020-04-04		フード系		35380

		2020-04-04		マスコミ系		103

		2020-04-04		医療・福祉系		5286

		2020-04-04		施設・サービス系		6075

		2020-04-04		講師・インストラクター		9808

		2020-04-04		販売・ファッション・レンタル		26123

		2020-04-04		軽作業・製造系		7445

		2020-04-04		配送・物流系		4690

		2020-04-05		エンターテインメント系		2628

		2020-04-05		オフィス系		7926

		2020-04-05		デジタル・クリエイティブ系		1953

		2020-04-05		ビューティー系		4277

		2020-04-05		フード系		35329

		2020-04-05		マスコミ系		103

		2020-04-05		医療・福祉系		5284

		2020-04-05		施設・サービス系		6041

		2020-04-05		講師・インストラクター		9835

		2020-04-05		販売・ファッション・レンタル		26102

		2020-04-05		軽作業・製造系		7423

		2020-04-05		配送・物流系		4691

		2020-04-06		エンターテインメント系		2537

		2020-04-06		オフィス系		7720

		2020-04-06		デジタル・クリエイティブ系		1947

		2020-04-06		ビューティー系		4168

		2020-04-06		フード系		33462

		2020-04-06		マスコミ系		101

		2020-04-06		医療・福祉系		5277

		2020-04-06		施設・サービス系		5971

		2020-04-06		講師・インストラクター		9070

		2020-04-06		販売・ファッション・レンタル		25010

		2020-04-06		軽作業・製造系		7328

		2020-04-06		配送・物流系		4362

		2020-04-07		エンターテインメント系		2012

		2020-04-07		オフィス系		6494

		2020-04-07		デジタル・クリエイティブ系		564

		2020-04-07		ビューティー系		4169

		2020-04-07		フード系		27176

		2020-04-07		マスコミ系		97

		2020-04-07		医療・福祉系		5376

		2020-04-07		施設・サービス系		5921

		2020-04-07		講師・インストラクター		8251

		2020-04-07		販売・ファッション・レンタル		23615

		2020-04-07		軽作業・製造系		5954

		2020-04-07		配送・物流系		4267

		2020-04-08		エンターテインメント系		1791

		2020-04-08		オフィス系		6435

		2020-04-08		デジタル・クリエイティブ系		559

		2020-04-08		ビューティー系		4146

		2020-04-08		フード系		25994

		2020-04-08		マスコミ系		98

		2020-04-08		医療・福祉系		5372

		2020-04-08		施設・サービス系		5852

		2020-04-08		講師・インストラクター		7942

		2020-04-08		販売・ファッション・レンタル		22206

		2020-04-08		軽作業・製造系		5851

		2020-04-08		配送・物流系		4161

		2020-04-09		エンターテインメント系		1697

		2020-04-09		オフィス系		6466

		2020-04-09		デジタル・クリエイティブ系		556

		2020-04-09		ビューティー系		4126

		2020-04-09		フード系		26652

		2020-04-09		マスコミ系		95

		2020-04-09		医療・福祉系		5349

		2020-04-09		施設・サービス系		5785

		2020-04-09		講師・インストラクター		6490

		2020-04-09		販売・ファッション・レンタル		20749

		2020-04-09		軽作業・製造系		5608

		2020-04-09		配送・物流系		4317

		2020-04-10		エンターテインメント系		1642

		2020-04-10		オフィス系		5874

		2020-04-10		デジタル・クリエイティブ系		543

		2020-04-10		ビューティー系		4123

		2020-04-10		フード系		26143

		2020-04-10		マスコミ系		61

		2020-04-10		医療・福祉系		5337

		2020-04-10		施設・サービス系		5728

		2020-04-10		講師・インストラクター		6472

		2020-04-10		販売・ファッション・レンタル		20091

		2020-04-10		軽作業・製造系		4773

		2020-04-10		配送・物流系		3947

		2020-04-11		エンターテインメント系		1601

		2020-04-11		オフィス系		5873

		2020-04-11		デジタル・クリエイティブ系		542

		2020-04-11		ビューティー系		4122

		2020-04-11		フード系		26075

		2020-04-11		マスコミ系		61

		2020-04-11		医療・福祉系		5336

		2020-04-11		施設・サービス系		5727

		2020-04-11		講師・インストラクター		6466

		2020-04-11		販売・ファッション・レンタル		20040

		2020-04-11		軽作業・製造系		4763

		2020-04-11		配送・物流系		3943

		2020-04-12		エンターテインメント系		1583

		2020-04-12		オフィス系		5844

		2020-04-12		デジタル・クリエイティブ系		542

		2020-04-12		ビューティー系		4122

		2020-04-12		フード系		26020

		2020-04-12		マスコミ系		61

		2020-04-12		医療・福祉系		5333

		2020-04-12		施設・サービス系		5708

		2020-04-12		講師・インストラクター		6466

		2020-04-12		販売・ファッション・レンタル		17996

		2020-04-12		軽作業・製造系		4998

		2020-04-12		配送・物流系		3943

		2020-04-13		エンターテインメント系		1507

		2020-04-13		オフィス系		5780

		2020-04-13		デジタル・クリエイティブ系		537

		2020-04-13		ビューティー系		3035

		2020-04-13		フード系		25274

		2020-04-13		マスコミ系		61

		2020-04-13		医療・福祉系		5336

		2020-04-13		施設・サービス系		5661

		2020-04-13		講師・インストラクター		6417

		2020-04-13		販売・ファッション・レンタル		17280

		2020-04-13		軽作業・製造系		4941

		2020-04-13		配送・物流系		3665

		2020-04-14		エンターテインメント系		1489

		2020-04-14		オフィス系		5454

		2020-04-14		デジタル・クリエイティブ系		535

		2020-04-14		ビューティー系		3027

		2020-04-14		フード系		24576

		2020-04-14		マスコミ系		61

		2020-04-14		医療・福祉系		5289

		2020-04-14		施設・サービス系		4786

		2020-04-14		講師・インストラクター		6419

		2020-04-14		販売・ファッション・レンタル		17157

		2020-04-14		軽作業・製造系		4897

		2020-04-14		配送・物流系		2561

		2020-04-15		エンターテインメント系		1437

		2020-04-15		オフィス系		5403

		2020-04-15		デジタル・クリエイティブ系		535

		2020-04-15		ビューティー系		2566

		2020-04-15		フード系		24287

		2020-04-15		マスコミ系		61

		2020-04-15		医療・福祉系		4795

		2020-04-15		施設・サービス系		4372

		2020-04-15		講師・インストラクター		6068

		2020-04-15		販売・ファッション・レンタル		16923

		2020-04-15		軽作業・製造系		4821

		2020-04-15		配送・物流系		2543

		2020-04-16		エンターテインメント系		1354

		2020-04-16		オフィス系		5170

		2020-04-16		デジタル・クリエイティブ系		530

		2020-04-16		ビューティー系		2550

		2020-04-16		フード系		23324

		2020-04-16		マスコミ系		58

		2020-04-16		医療・福祉系		4781

		2020-04-16		施設・サービス系		4250

		2020-04-16		講師・インストラクター		6005

		2020-04-16		販売・ファッション・レンタル		16461

		2020-04-16		軽作業・製造系		4709

		2020-04-16		配送・物流系		2518

		2020-04-17		エンターテインメント系		1119

		2020-04-17		オフィス系		5029

		2020-04-17		デジタル・クリエイティブ系		527

		2020-04-17		ビューティー系		2540

		2020-04-17		フード系		22892

		2020-04-17		マスコミ系		57

		2020-04-17		医療・福祉系		4726

		2020-04-17		施設・サービス系		4206

		2020-04-17		講師・インストラクター		5953

		2020-04-17		販売・ファッション・レンタル		15086

		2020-04-17		軽作業・製造系		4484

		2020-04-17		配送・物流系		2452

		2020-04-18		エンターテインメント系		1100

		2020-04-18		オフィス系		5024

		2020-04-18		デジタル・クリエイティブ系		527

		2020-04-18		ビューティー系		2540

		2020-04-18		フード系		22864

		2020-04-18		マスコミ系		58

		2020-04-18		医療・福祉系		4702

		2020-04-18		施設・サービス系		4202

		2020-04-18		講師・インストラクター		5583

		2020-04-18		販売・ファッション・レンタル		14998

		2020-04-18		軽作業・製造系		4453

		2020-04-18		配送・物流系		2449

		2020-04-19		エンターテインメント系		1091

		2020-04-19		オフィス系		5029

		2020-04-19		デジタル・クリエイティブ系		527

		2020-04-19		ビューティー系		2540

		2020-04-19		フード系		22842

		2020-04-19		マスコミ系		58

		2020-04-19		医療・福祉系		4706

		2020-04-19		施設・サービス系		4197

		2020-04-19		講師・インストラクター		5582

		2020-04-19		販売・ファッション・レンタル		14961

		2020-04-19		軽作業・製造系		4445

		2020-04-19		配送・物流系		2440

		2020-04-20		エンターテインメント系		954

		2020-04-20		オフィス系		5000

		2020-04-20		デジタル・クリエイティブ系		527

		2020-04-20		ビューティー系		2510

		2020-04-20		フード系		22652

		2020-04-20		マスコミ系		57

		2020-04-20		医療・福祉系		4704

		2020-04-20		施設・サービス系		4119

		2020-04-20		講師・インストラクター		5511

		2020-04-20		販売・ファッション・レンタル		14017

		2020-04-20		軽作業・製造系		3940

		2020-04-20		配送・物流系		2439

		2020-04-21		エンターテインメント系		952

		2020-04-21		オフィス系		4930

		2020-04-21		デジタル・クリエイティブ系		523

		2020-04-21		ビューティー系		2489

		2020-04-21		フード系		22285

		2020-04-21		マスコミ系		56

		2020-04-21		医療・福祉系		4711

		2020-04-21		施設・サービス系		4105

		2020-04-21		講師・インストラクター		5503

		2020-04-21		販売・ファッション・レンタル		13803

		2020-04-21		軽作業・製造系		3886

		2020-04-21		配送・物流系		2404

		2020-04-22		エンターテインメント系		926

		2020-04-22		オフィス系		4867

		2020-04-22		デジタル・クリエイティブ系		517

		2020-04-22		ビューティー系		2477

		2020-04-22		フード系		22024

		2020-04-22		マスコミ系		56

		2020-04-22		医療・福祉系		4685

		2020-04-22		施設・サービス系		4139

		2020-04-22		講師・インストラクター		5498

		2020-04-22		販売・ファッション・レンタル		13654

		2020-04-22		軽作業・製造系		3905

		2020-04-22		配送・物流系		2414

		2020-04-23		エンターテインメント系		850

		2020-04-23		オフィス系		4730

		2020-04-23		デジタル・クリエイティブ系		515

		2020-04-23		ビューティー系		2476

		2020-04-23		フード系		21883

		2020-04-23		マスコミ系		55

		2020-04-23		医療・福祉系		4881

		2020-04-23		施設・サービス系		4114

		2020-04-23		講師・インストラクター		5488

		2020-04-23		販売・ファッション・レンタル		12983

		2020-04-23		軽作業・製造系		3825

		2020-04-23		配送・物流系		2391

		2020-04-24		エンターテインメント系		703

		2020-04-24		オフィス系		4735

		2020-04-24		デジタル・クリエイティブ系		511

		2020-04-24		ビューティー系		2474

		2020-04-24		フード系		21801

		2020-04-24		マスコミ系		55

		2020-04-24		医療・福祉系		4861

		2020-04-24		施設・サービス系		4074

		2020-04-24		講師・インストラクター		5562

		2020-04-24		販売・ファッション・レンタル		14847

		2020-04-24		軽作業・製造系		3821

		2020-04-24		配送・物流系		2443

		2020-04-25		エンターテインメント系		701

		2020-04-25		オフィス系		4733

		2020-04-25		デジタル・クリエイティブ系		511

		2020-04-25		ビューティー系		2474

		2020-04-25		フード系		21780

		2020-04-25		マスコミ系		55

		2020-04-25		医療・福祉系		4860

		2020-04-25		施設・サービス系		4071

		2020-04-25		講師・インストラクター		5562

		2020-04-25		販売・ファッション・レンタル		14715

		2020-04-25		軽作業・製造系		3818

		2020-04-25		配送・物流系		2390

		2020-04-26		エンターテインメント系		698

		2020-04-26		オフィス系		4652

		2020-04-26		デジタル・クリエイティブ系		505

		2020-04-26		ビューティー系		2473

		2020-04-26		フード系		21677

		2020-04-26		マスコミ系		55

		2020-04-26		医療・福祉系		4703

		2020-04-26		施設・サービス系		4064

		2020-04-26		講師・インストラクター		5562

		2020-04-26		販売・ファッション・レンタル		14705

		2020-04-26		軽作業・製造系		3814

		2020-04-26		配送・物流系		2090

		2020-04-27		エンターテインメント系		652

		2020-04-27		オフィス系		4626

		2020-04-27		デジタル・クリエイティブ系		504

		2020-04-27		ビューティー系		2477

		2020-04-27		フード系		21438

		2020-04-27		マスコミ系		54

		2020-04-27		医療・福祉系		4691

		2020-04-27		施設・サービス系		4016

		2020-04-27		講師・インストラクター		5536

		2020-04-27		販売・ファッション・レンタル		14096

		2020-04-27		軽作業・製造系		3772

		2020-04-27		配送・物流系		1997

		2020-04-28		エンターテインメント系		643

		2020-04-28		オフィス系		4496

		2020-04-28		デジタル・クリエイティブ系		503

		2020-04-28		ビューティー系		2476

		2020-04-28		フード系		20981

		2020-04-28		マスコミ系		53

		2020-04-28		医療・福祉系		4684

		2020-04-28		施設・サービス系		3974

		2020-04-28		講師・インストラクター		5421

		2020-04-28		販売・ファッション・レンタル		13519

		2020-04-28		軽作業・製造系		3706

		2020-04-28		配送・物流系		1946

		2020-04-29		エンターテインメント系		641

		2020-04-29		オフィス系		4494

		2020-04-29		デジタル・クリエイティブ系		502

		2020-04-29		ビューティー系		2465

		2020-04-29		フード系		20976

		2020-04-29		マスコミ系		53

		2020-04-29		医療・福祉系		4679

		2020-04-29		施設・サービス系		3960

		2020-04-29		講師・インストラクター		5421

		2020-04-29		販売・ファッション・レンタル		13533

		2020-04-29		軽作業・製造系		3707

		2020-04-29		配送・物流系		1948

		2020-04-30		エンターテインメント系		544

		2020-04-30		オフィス系		4413

		2020-04-30		デジタル・クリエイティブ系		503

		2020-04-30		ビューティー系		2463

		2020-04-30		フード系		19022

		2020-04-30		マスコミ系		53

		2020-04-30		医療・福祉系		4656

		2020-04-30		施設・サービス系		3935

		2020-04-30		講師・インストラクター		5082

		2020-04-30		販売・ファッション・レンタル		13828

		2020-04-30		軽作業・製造系		3498

		2020-04-30		配送・物流系		1779

		2020-05-01		エンターテインメント系		517

		2020-05-01		オフィス系		4351

		2020-05-01		デジタル・クリエイティブ系		497

		2020-05-01		ビューティー系		2438

		2020-05-01		フード系		18797

		2020-05-01		マスコミ系		50

		2020-05-01		医療・福祉系		4617

		2020-05-01		施設・サービス系		3647

		2020-05-01		講師・インストラクター		5068

		2020-05-01		販売・ファッション・レンタル		13962

		2020-05-01		軽作業・製造系		2607

		2020-05-01		配送・物流系		894

		2020-05-02		エンターテインメント系		517

		2020-05-02		オフィス系		4351

		2020-05-02		デジタル・クリエイティブ系		497

		2020-05-02		ビューティー系		2438

		2020-05-02		フード系		18797

		2020-05-02		マスコミ系		50

		2020-05-02		医療・福祉系		4617

		2020-05-02		施設・サービス系		3647

		2020-05-02		講師・インストラクター		5068

		2020-05-02		販売・ファッション・レンタル		13962

		2020-05-02		軽作業・製造系		2607

		2020-05-02		配送・物流系		894

		2020-05-03		エンターテインメント系		516

		2020-05-03		オフィス系		4351

		2020-05-03		デジタル・クリエイティブ系		497

		2020-05-03		ビューティー系		2439

		2020-05-03		フード系		18763

		2020-05-03		マスコミ系		50

		2020-05-03		医療・福祉系		4614

		2020-05-03		施設・サービス系		3638

		2020-05-03		講師・インストラクター		5039

		2020-05-03		販売・ファッション・レンタル		13928

		2020-05-03		軽作業・製造系		2583

		2020-05-03		配送・物流系		894

		2020-05-04		エンターテインメント系		514

		2020-05-04		オフィス系		4350

		2020-05-04		デジタル・クリエイティブ系		496

		2020-05-04		ビューティー系		2436

		2020-05-04		フード系		18666

		2020-05-04		マスコミ系		50

		2020-05-04		医療・福祉系		4614

		2020-05-04		施設・サービス系		3636

		2020-05-04		講師・インストラクター		5038

		2020-05-04		販売・ファッション・レンタル		13920

		2020-05-04		軽作業・製造系		2561

		2020-05-04		配送・物流系		893

		2020-05-05		エンターテインメント系		507

		2020-05-05		オフィス系		4347

		2020-05-05		デジタル・クリエイティブ系		495

		2020-05-05		ビューティー系		2436

		2020-05-05		フード系		18641

		2020-05-05		マスコミ系		50

		2020-05-05		医療・福祉系		4613

		2020-05-05		施設・サービス系		3616

		2020-05-05		講師・インストラクター		5036

		2020-05-05		販売・ファッション・レンタル		13915

		2020-05-05		軽作業・製造系		2558

		2020-05-05		配送・物流系		891

		2020-05-06		エンターテインメント系		505

		2020-05-06		オフィス系		4319

		2020-05-06		デジタル・クリエイティブ系		495

		2020-05-06		ビューティー系		2435

		2020-05-06		フード系		18635

		2020-05-06		マスコミ系		49

		2020-05-06		医療・福祉系		4611

		2020-05-06		施設・サービス系		3607

		2020-05-06		講師・インストラクター		5035

		2020-05-06		販売・ファッション・レンタル		13891

		2020-05-06		軽作業・製造系		2442

		2020-05-06		配送・物流系		796

		2020-05-07		エンターテインメント系		501

		2020-05-07		オフィス系		4225

		2020-05-07		デジタル・クリエイティブ系		486

		2020-05-07		ビューティー系		2400

		2020-05-07		フード系		18092

		2020-05-07		マスコミ系		49

		2020-05-07		医療・福祉系		4618

		2020-05-07		施設・サービス系		3596

		2020-05-07		講師・インストラクター		5029

		2020-05-07		販売・ファッション・レンタル		13413

		2020-05-07		軽作業・製造系		2990

		2020-05-07		配送・物流系		592

		2020-05-08		エンターテインメント系		498

		2020-05-08		オフィス系		4223

		2020-05-08		デジタル・クリエイティブ系		484

		2020-05-08		ビューティー系		2382

		2020-05-08		フード系		17981

		2020-05-08		マスコミ系		49

		2020-05-08		医療・福祉系		4430

		2020-05-08		施設・サービス系		3589

		2020-05-08		講師・インストラクター		5115

		2020-05-08		販売・ファッション・レンタル		13217

		2020-05-08		軽作業・製造系		2997

		2020-05-08		配送・物流系		587

		2020-05-09		エンターテインメント系		499

		2020-05-09		オフィス系		4223

		2020-05-09		デジタル・クリエイティブ系		481

		2020-05-09		ビューティー系		2383

		2020-05-09		フード系		18464

		2020-05-09		マスコミ系		49

		2020-05-09		医療・福祉系		4428

		2020-05-09		施設・サービス系		3591

		2020-05-09		講師・インストラクター		5111

		2020-05-09		販売・ファッション・レンタル		13182

		2020-05-09		軽作業・製造系		2988

		2020-05-09		配送・物流系		583

		2020-05-10		エンターテインメント系		499

		2020-05-10		オフィス系		4222

		2020-05-10		デジタル・クリエイティブ系		481

		2020-05-10		ビューティー系		2383

		2020-05-10		フード系		18506

		2020-05-10		マスコミ系		49

		2020-05-10		医療・福祉系		4431

		2020-05-10		施設・サービス系		3588

		2020-05-10		講師・インストラクター		5111

		2020-05-10		販売・ファッション・レンタル		13183

		2020-05-10		軽作業・製造系		2958

		2020-05-10		配送・物流系		583

		2020-05-11		エンターテインメント系		485

		2020-05-11		オフィス系		4217

		2020-05-11		デジタル・クリエイティブ系		478

		2020-05-11		ビューティー系		2381

		2020-05-11		フード系		18495

		2020-05-11		マスコミ系		49

		2020-05-11		医療・福祉系		4424

		2020-05-11		施設・サービス系		3575

		2020-05-11		講師・インストラクター		5110

		2020-05-11		販売・ファッション・レンタル		13104

		2020-05-11		軽作業・製造系		2945

		2020-05-11		配送・物流系		572

		2020-05-12		エンターテインメント系		462

		2020-05-12		オフィス系		4233

		2020-05-12		デジタル・クリエイティブ系		476

		2020-05-12		ビューティー系		2376

		2020-05-12		フード系		18225

		2020-05-12		マスコミ系		49

		2020-05-12		医療・福祉系		4423

		2020-05-12		施設・サービス系		3489

		2020-05-12		講師・インストラクター		5035

		2020-05-12		販売・ファッション・レンタル		13046

		2020-05-12		軽作業・製造系		2479

		2020-05-12		配送・物流系		844

		2020-05-13		エンターテインメント系		468

		2020-05-13		オフィス系		4062

		2020-05-13		デジタル・クリエイティブ系		471

		2020-05-13		ビューティー系		2372

		2020-05-13		フード系		17862

		2020-05-13		マスコミ系		45

		2020-05-13		医療・福祉系		5264

		2020-05-13		施設・サービス系		3083

		2020-05-13		講師・インストラクター		5037

		2020-05-13		販売・ファッション・レンタル		13028

		2020-05-13		軽作業・製造系		2537

		2020-05-13		配送・物流系		923

		2020-05-14		エンターテインメント系		478

		2020-05-14		オフィス系		4025

		2020-05-14		デジタル・クリエイティブ系		469

		2020-05-14		ビューティー系		2369

		2020-05-14		フード系		17830

		2020-05-14		マスコミ系		46

		2020-05-14		医療・福祉系		5274

		2020-05-14		施設・サービス系		3075

		2020-05-14		講師・インストラクター		5037

		2020-05-14		販売・ファッション・レンタル		13000

		2020-05-14		軽作業・製造系		2730

		2020-05-14		配送・物流系		908

		2020-05-15		エンターテインメント系		512

		2020-05-15		オフィス系		4003

		2020-05-15		デジタル・クリエイティブ系		467

		2020-05-15		ビューティー系		2419

		2020-05-15		フード系		17834

		2020-05-15		マスコミ系		46

		2020-05-15		医療・福祉系		5382

		2020-05-15		施設・サービス系		3059

		2020-05-15		講師・インストラクター		5265

		2020-05-15		販売・ファッション・レンタル		13013

		2020-05-15		軽作業・製造系		2702

		2020-05-15		配送・物流系		1987

		2020-05-16		エンターテインメント系		514

		2020-05-16		オフィス系		3995

		2020-05-16		デジタル・クリエイティブ系		467

		2020-05-16		ビューティー系		2419

		2020-05-16		フード系		17836

		2020-05-16		マスコミ系		46

		2020-05-16		医療・福祉系		5378

		2020-05-16		施設・サービス系		3058

		2020-05-16		講師・インストラクター		5265

		2020-05-16		販売・ファッション・レンタル		13014

		2020-05-16		軽作業・製造系		2680

		2020-05-16		配送・物流系		1990

		2020-05-17		エンターテインメント系		540

		2020-05-17		オフィス系		3996

		2020-05-17		デジタル・クリエイティブ系		468

		2020-05-17		ビューティー系		2419

		2020-05-17		フード系		17828

		2020-05-17		マスコミ系		46

		2020-05-17		医療・福祉系		5373

		2020-05-17		施設・サービス系		3050

		2020-05-17		講師・インストラクター		5265

		2020-05-17		販売・ファッション・レンタル		12999

		2020-05-17		軽作業・製造系		3093

		2020-05-17		配送・物流系		1985

		2020-05-18		エンターテインメント系		542

		2020-05-18		オフィス系		3933

		2020-05-18		デジタル・クリエイティブ系		472

		2020-05-18		ビューティー系		2417

		2020-05-18		フード系		17824

		2020-05-18		マスコミ系		47

		2020-05-18		医療・福祉系		5450

		2020-05-18		施設・サービス系		3006

		2020-05-18		講師・インストラクター		5321

		2020-05-18		販売・ファッション・レンタル		13011

		2020-05-18		軽作業・製造系		3191

		2020-05-18		配送・物流系		2012

		2020-05-19		エンターテインメント系		520

		2020-05-19		オフィス系		3931

		2020-05-19		デジタル・クリエイティブ系		471

		2020-05-19		ビューティー系		2417

		2020-05-19		フード系		17806

		2020-05-19		マスコミ系		47

		2020-05-19		医療・福祉系		5444

		2020-05-19		施設・サービス系		3031

		2020-05-19		講師・インストラクター		6430

		2020-05-19		販売・ファッション・レンタル		13215

		2020-05-19		軽作業・製造系		3190

		2020-05-19		配送・物流系		2014

		2020-05-20		エンターテインメント系		525

		2020-05-20		オフィス系		3923

		2020-05-20		デジタル・クリエイティブ系		470

		2020-05-20		ビューティー系		2415

		2020-05-20		フード系		17760

		2020-05-20		マスコミ系		46

		2020-05-20		医療・福祉系		5733

		2020-05-20		施設・サービス系		3025

		2020-05-20		講師・インストラクター		6427

		2020-05-20		販売・ファッション・レンタル		13194

		2020-05-20		軽作業・製造系		3211

		2020-05-20		配送・物流系		2009

		2020-05-21		エンターテインメント系		536

		2020-05-21		オフィス系		3980

		2020-05-21		デジタル・クリエイティブ系		470

		2020-05-21		ビューティー系		2414

		2020-05-21		フード系		17592

		2020-05-21		マスコミ系		46

		2020-05-21		医療・福祉系		5733

		2020-05-21		施設・サービス系		2979

		2020-05-21		講師・インストラクター		6433

		2020-05-21		販売・ファッション・レンタル		13423

		2020-05-21		軽作業・製造系		3191

		2020-05-21		配送・物流系		913

		2020-05-22		エンターテインメント系		535

		2020-05-22		オフィス系		3995

		2020-05-22		デジタル・クリエイティブ系		469

		2020-05-22		ビューティー系		2410

		2020-05-22		フード系		17610

		2020-05-22		マスコミ系		45

		2020-05-22		医療・福祉系		5739

		2020-05-22		施設・サービス系		2986

		2020-05-22		講師・インストラクター		6436

		2020-05-22		販売・ファッション・レンタル		12942

		2020-05-22		軽作業・製造系		3238

		2020-05-22		配送・物流系		915

		2020-05-23		エンターテインメント系		535

		2020-05-23		オフィス系		3992

		2020-05-23		デジタル・クリエイティブ系		468

		2020-05-23		ビューティー系		2410

		2020-05-23		フード系		17603

		2020-05-23		マスコミ系		45

		2020-05-23		医療・福祉系		5739

		2020-05-23		施設・サービス系		2986

		2020-05-23		講師・インストラクター		6434

		2020-05-23		販売・ファッション・レンタル		12943

		2020-05-23		軽作業・製造系		3249

		2020-05-23		配送・物流系		915

		2020-05-24		エンターテインメント系		538

		2020-05-24		オフィス系		4000

		2020-05-24		デジタル・クリエイティブ系		468

		2020-05-24		ビューティー系		2410

		2020-05-24		フード系		18653

		2020-05-24		マスコミ系		45

		2020-05-24		医療・福祉系		5739

		2020-05-24		施設・サービス系		2986

		2020-05-24		講師・インストラクター		6434

		2020-05-24		販売・ファッション・レンタル		12939

		2020-05-24		軽作業・製造系		3291

		2020-05-24		配送・物流系		928

		2020-05-25		エンターテインメント系		552

		2020-05-25		オフィス系		4038

		2020-05-25		デジタル・クリエイティブ系		1231

		2020-05-25		ビューティー系		2404

		2020-05-25		フード系		18595

		2020-05-25		マスコミ系		44

		2020-05-25		医療・福祉系		5906

		2020-05-25		施設・サービス系		2975

		2020-05-25		講師・インストラクター		6456

		2020-05-25		販売・ファッション・レンタル		13046

		2020-05-25		軽作業・製造系		2764

		2020-05-25		配送・物流系		922

		2020-05-26		エンターテインメント系		550

		2020-05-26		オフィス系		4051

		2020-05-26		デジタル・クリエイティブ系		1233

		2020-05-26		ビューティー系		2420

		2020-05-26		フード系		18585

		2020-05-26		マスコミ系		44

		2020-05-26		医療・福祉系		5851

		2020-05-26		施設・サービス系		2967

		2020-05-26		講師・インストラクター		6451

		2020-05-26		販売・ファッション・レンタル		13043

		2020-05-26		軽作業・製造系		3221

		2020-05-26		配送・物流系		925

		2020-05-27		エンターテインメント系		589

		2020-05-27		オフィス系		3941

		2020-05-27		デジタル・クリエイティブ系		469

		2020-05-27		ビューティー系		2419

		2020-05-27		フード系		18627

		2020-05-27		マスコミ系		44

		2020-05-27		医療・福祉系		5784

		2020-05-27		施設・サービス系		2963

		2020-05-27		講師・インストラクター		6652

		2020-05-27		販売・ファッション・レンタル		13079

		2020-05-27		軽作業・製造系		3113

		2020-05-27		配送・物流系		2012

		2020-05-28		エンターテインメント系		591

		2020-05-28		オフィス系		3945

		2020-05-28		デジタル・クリエイティブ系		467

		2020-05-28		ビューティー系		2421

		2020-05-28		フード系		18175

		2020-05-28		マスコミ系		44

		2020-05-28		医療・福祉系		5782

		2020-05-28		施設・サービス系		2959

		2020-05-28		講師・インストラクター		6634

		2020-05-28		販売・ファッション・レンタル		12993

		2020-05-28		軽作業・製造系		3146

		2020-05-28		配送・物流系		2007

		2020-05-29		エンターテインメント系		583

		2020-05-29		オフィス系		3944

		2020-05-29		デジタル・クリエイティブ系		468

		2020-05-29		ビューティー系		2423

		2020-05-29		フード系		18119

		2020-05-29		マスコミ系		44

		2020-05-29		医療・福祉系		4979

		2020-05-29		施設・サービス系		2948

		2020-05-29		講師・インストラクター		6594

		2020-05-29		販売・ファッション・レンタル		13232

		2020-05-29		軽作業・製造系		3171

		2020-05-29		配送・物流系		2005

		2020-05-30		エンターテインメント系		580

		2020-05-30		オフィス系		3945

		2020-05-30		デジタル・クリエイティブ系		469

		2020-05-30		ビューティー系		2423

		2020-05-30		フード系		18162

		2020-05-30		マスコミ系		44

		2020-05-30		医療・福祉系		4977

		2020-05-30		施設・サービス系		2948

		2020-05-30		講師・インストラクター		6595

		2020-05-30		販売・ファッション・レンタル		13231

		2020-05-30		軽作業・製造系		3143

		2020-05-30		配送・物流系		2007

		2020-05-31		エンターテインメント系		580

		2020-05-31		オフィス系		3958

		2020-05-31		デジタル・クリエイティブ系		472

		2020-05-31		ビューティー系		2422

		2020-05-31		フード系		18492

		2020-05-31		マスコミ系		44

		2020-05-31		医療・福祉系		5017

		2020-05-31		施設・サービス系		2947

		2020-05-31		講師・インストラクター		10250

		2020-05-31		販売・ファッション・レンタル		13581

		2020-05-31		軽作業・製造系		3217

		2020-05-31		配送・物流系		1160

		2020-06-01		エンターテインメント系		851

		2020-06-01		オフィス系		4106

		2020-06-01		デジタル・クリエイティブ系		1250

		2020-06-01		ビューティー系		2429

		2020-06-01		フード系		18189

		2020-06-01		マスコミ系		46

		2020-06-01		医療・福祉系		5006

		2020-06-01		施設・サービス系		2952

		2020-06-01		講師・インストラクター		11950

		2020-06-01		販売・ファッション・レンタル		13196

		2020-06-01		軽作業・製造系		3935

		2020-06-01		配送・物流系		1111

		2020-06-02		エンターテインメント系		858

		2020-06-02		オフィス系		4051

		2020-06-02		デジタル・クリエイティブ系		1254

		2020-06-02		ビューティー系		2425

		2020-06-02		フード系		18200

		2020-06-02		マスコミ系		53

		2020-06-02		医療・福祉系		4928

		2020-06-02		施設・サービス系		2935

		2020-06-02		講師・インストラクター		11933

		2020-06-02		販売・ファッション・レンタル		13239

		2020-06-02		軽作業・製造系		3975

		2020-06-02		配送・物流系		1114

		2020-06-03		エンターテインメント系		839

		2020-06-03		オフィス系		4066

		2020-06-03		デジタル・クリエイティブ系		1254

		2020-06-03		ビューティー系		2425

		2020-06-03		フード系		18127

		2020-06-03		マスコミ系		53

		2020-06-03		医療・福祉系		4975

		2020-06-03		施設・サービス系		2895

		2020-06-03		講師・インストラクター		11917

		2020-06-03		販売・ファッション・レンタル		13202

		2020-06-03		軽作業・製造系		3907

		2020-06-03		配送・物流系		1049

		2020-06-04		エンターテインメント系		843

		2020-06-04		オフィス系		4065

		2020-06-04		デジタル・クリエイティブ系		1248

		2020-06-04		ビューティー系		2428

		2020-06-04		フード系		18226

		2020-06-04		マスコミ系		53

		2020-06-04		医療・福祉系		5290

		2020-06-04		施設・サービス系		2896

		2020-06-04		講師・インストラクター		6753

		2020-06-04		販売・ファッション・レンタル		13188

		2020-06-04		軽作業・製造系		3999

		2020-06-04		配送・物流系		1048

		2020-06-05		エンターテインメント系		835

		2020-06-05		オフィス系		4063

		2020-06-05		デジタル・クリエイティブ系		1248

		2020-06-05		ビューティー系		2428

		2020-06-05		フード系		18308

		2020-06-05		マスコミ系		53

		2020-06-05		医療・福祉系		5288

		2020-06-05		施設・サービス系		2896

		2020-06-05		講師・インストラクター		6750

		2020-06-05		販売・ファッション・レンタル		13196

		2020-06-05		軽作業・製造系		4418

		2020-06-05		配送・物流系		1388

		2020-06-06		エンターテインメント系		836

		2020-06-06		オフィス系		4054

		2020-06-06		デジタル・クリエイティブ系		1204

		2020-06-06		ビューティー系		2429

		2020-06-06		フード系		17817

		2020-06-06		マスコミ系		53

		2020-06-06		医療・福祉系		5286

		2020-06-06		施設・サービス系		2896

		2020-06-06		講師・インストラクター		6749

		2020-06-06		販売・ファッション・レンタル		13189

		2020-06-06		軽作業・製造系		4416

		2020-06-06		配送・物流系		1386

		2020-06-07		エンターテインメント系		836

		2020-06-07		オフィス系		3973

		2020-06-07		デジタル・クリエイティブ系		485

		2020-06-07		ビューティー系		2429

		2020-06-07		フード系		17820

		2020-06-07		マスコミ系		53

		2020-06-07		医療・福祉系		5215

		2020-06-07		施設・サービス系		2896

		2020-06-07		講師・インストラクター		6750

		2020-06-07		販売・ファッション・レンタル		13176

		2020-06-07		軽作業・製造系		4455

		2020-06-07		配送・物流系		1382

		2020-06-08		エンターテインメント系		834

		2020-06-08		オフィス系		3977

		2020-06-08		デジタル・クリエイティブ系		489

		2020-06-08		ビューティー系		2431

		2020-06-08		フード系		17736

		2020-06-08		マスコミ系		53

		2020-06-08		医療・福祉系		5464

		2020-06-08		施設・サービス系		2885

		2020-06-08		講師・インストラクター		6826

		2020-06-08		販売・ファッション・レンタル		13177

		2020-06-08		軽作業・製造系		4356

		2020-06-08		配送・物流系		1383

		2020-06-09		エンターテインメント系		845

		2020-06-09		オフィス系		3961

		2020-06-09		デジタル・クリエイティブ系		489

		2020-06-09		ビューティー系		2370

		2020-06-09		フード系		18177

		2020-06-09		マスコミ系		53

		2020-06-09		医療・福祉系		5467

		2020-06-09		施設・サービス系		2883

		2020-06-09		講師・インストラクター		6816

		2020-06-09		販売・ファッション・レンタル		13230

		2020-06-09		軽作業・製造系		4459

		2020-06-09		配送・物流系		1200

		2020-06-10		エンターテインメント系		845

		2020-06-10		オフィス系		3960

		2020-06-10		デジタル・クリエイティブ系		492

		2020-06-10		ビューティー系		2370

		2020-06-10		フード系		18410

		2020-06-10		マスコミ系		52

		2020-06-10		医療・福祉系		5459

		2020-06-10		施設・サービス系		2883

		2020-06-10		講師・インストラクター		6120

		2020-06-10		販売・ファッション・レンタル		13807

		2020-06-10		軽作業・製造系		4385

		2020-06-10		配送・物流系		1248

		2020-06-11		エンターテインメント系		846

		2020-06-11		オフィス系		4040

		2020-06-11		デジタル・クリエイティブ系		490

		2020-06-11		ビューティー系		2364

		2020-06-11		フード系		18557

		2020-06-11		マスコミ系		53

		2020-06-11		医療・福祉系		5451

		2020-06-11		施設・サービス系		2877

		2020-06-11		講師・インストラクター		6192

		2020-06-11		販売・ファッション・レンタル		13806

		2020-06-11		軽作業・製造系		4459

		2020-06-11		配送・物流系		2670

		2020-06-12		エンターテインメント系		844

		2020-06-12		オフィス系		4041

		2020-06-12		デジタル・クリエイティブ系		490

		2020-06-12		ビューティー系		2363

		2020-06-12		フード系		18579

		2020-06-12		マスコミ系		54

		2020-06-12		医療・福祉系		5447

		2020-06-12		施設・サービス系		2914

		2020-06-12		講師・インストラクター		6189

		2020-06-12		販売・ファッション・レンタル		13947

		2020-06-12		軽作業・製造系		4415

		2020-06-12		配送・物流系		2675

		2020-06-13		エンターテインメント系		846

		2020-06-13		オフィス系		4048

		2020-06-13		デジタル・クリエイティブ系		490

		2020-06-13		ビューティー系		2363

		2020-06-13		フード系		18553

		2020-06-13		マスコミ系		54

		2020-06-13		医療・福祉系		5442

		2020-06-13		施設・サービス系		2911

		2020-06-13		講師・インストラクター		6188

		2020-06-13		販売・ファッション・レンタル		13968

		2020-06-13		軽作業・製造系		4418

		2020-06-13		配送・物流系		2675

		2020-06-14		エンターテインメント系		846

		2020-06-14		オフィス系		4047

		2020-06-14		デジタル・クリエイティブ系		488

		2020-06-14		ビューティー系		2364

		2020-06-14		フード系		18547

		2020-06-14		マスコミ系		54

		2020-06-14		医療・福祉系		5443

		2020-06-14		施設・サービス系		2912

		2020-06-14		講師・インストラクター		6189

		2020-06-14		販売・ファッション・レンタル		13954

		2020-06-14		軽作業・製造系		4468

		2020-06-14		配送・物流系		2687

		2020-06-15		エンターテインメント系		851

		2020-06-15		オフィス系		4032

		2020-06-15		デジタル・クリエイティブ系		484

		2020-06-15		ビューティー系		2364

		2020-06-15		フード系		18516

		2020-06-15		マスコミ系		53

		2020-06-15		医療・福祉系		5452

		2020-06-15		施設・サービス系		2883

		2020-06-15		講師・インストラクター		6196

		2020-06-15		販売・ファッション・レンタル		14012

		2020-06-15		軽作業・製造系		3912

		2020-06-15		配送・物流系		2677

		2020-06-16		エンターテインメント系		864

		2020-06-16		オフィス系		4292

		2020-06-16		デジタル・クリエイティブ系		487

		2020-06-16		ビューティー系		2363

		2020-06-16		フード系		18594

		2020-06-16		マスコミ系		53

		2020-06-16		医療・福祉系		6192

		2020-06-16		施設・サービス系		2938

		2020-06-16		講師・インストラクター		6198

		2020-06-16		販売・ファッション・レンタル		14113

		2020-06-16		軽作業・製造系		3940

		2020-06-16		配送・物流系		2678

		2020-06-17		エンターテインメント系		865

		2020-06-17		オフィス系		4287

		2020-06-17		デジタル・クリエイティブ系		489

		2020-06-17		ビューティー系		2375

		2020-06-17		フード系		18662

		2020-06-17		マスコミ系		53

		2020-06-17		医療・福祉系		6184

		2020-06-17		施設・サービス系		2935

		2020-06-17		講師・インストラクター		6267

		2020-06-17		販売・ファッション・レンタル		14081

		2020-06-17		軽作業・製造系		3938

		2020-06-17		配送・物流系		2677

		2020-06-18		エンターテインメント系		879

		2020-06-18		オフィス系		4293

		2020-06-18		デジタル・クリエイティブ系		488

		2020-06-18		ビューティー系		2387

		2020-06-18		フード系		18507

		2020-06-18		マスコミ系		53

		2020-06-18		医療・福祉系		5851

		2020-06-18		施設・サービス系		2934

		2020-06-18		講師・インストラクター		6272

		2020-06-18		販売・ファッション・レンタル		14118

		2020-06-18		軽作業・製造系		3665

		2020-06-18		配送・物流系		2336

		2020-06-19		エンターテインメント系		874

		2020-06-19		オフィス系		4275

		2020-06-19		デジタル・クリエイティブ系		489

		2020-06-19		ビューティー系		2387

		2020-06-19		フード系		18449

		2020-06-19		マスコミ系		51

		2020-06-19		医療・福祉系		5840

		2020-06-19		施設・サービス系		2910

		2020-06-19		講師・インストラクター		6257

		2020-06-19		販売・ファッション・レンタル		13653

		2020-06-19		軽作業・製造系		3625

		2020-06-19		配送・物流系		2322

		2020-06-20		エンターテインメント系		873

		2020-06-20		オフィス系		4278

		2020-06-20		デジタル・クリエイティブ系		489

		2020-06-20		ビューティー系		2387

		2020-06-20		フード系		18484

		2020-06-20		マスコミ系		48

		2020-06-20		医療・福祉系		5839

		2020-06-20		施設・サービス系		2911

		2020-06-20		講師・インストラクター		6257

		2020-06-20		販売・ファッション・レンタル		13652

		2020-06-20		軽作業・製造系		3626

		2020-06-20		配送・物流系		2370

		2020-06-21		エンターテインメント系		873

		2020-06-21		オフィス系		4281

		2020-06-21		デジタル・クリエイティブ系		491

		2020-06-21		ビューティー系		2417

		2020-06-21		フード系		18487

		2020-06-21		マスコミ系		48

		2020-06-21		医療・福祉系		5844

		2020-06-21		施設・サービス系		2910

		2020-06-21		講師・インストラクター		6259

		2020-06-21		販売・ファッション・レンタル		13593

		2020-06-21		軽作業・製造系		3617

		2020-06-21		配送・物流系		2370

		2020-06-22		エンターテインメント系		932

		2020-06-22		オフィス系		4248

		2020-06-22		デジタル・クリエイティブ系		490

		2020-06-22		ビューティー系		2413

		2020-06-22		フード系		18550

		2020-06-22		マスコミ系		48

		2020-06-22		医療・福祉系		5849

		2020-06-22		施設・サービス系		2916

		2020-06-22		講師・インストラクター		6621

		2020-06-22		販売・ファッション・レンタル		13346

		2020-06-22		軽作業・製造系		3590

		2020-06-22		配送・物流系		2372

		2020-06-23		エンターテインメント系		943

		2020-06-23		オフィス系		4246

		2020-06-23		デジタル・クリエイティブ系		489

		2020-06-23		ビューティー系		2413

		2020-06-23		フード系		18645

		2020-06-23		マスコミ系		49

		2020-06-23		医療・福祉系		5843

		2020-06-23		施設・サービス系		2920

		2020-06-23		講師・インストラクター		6934

		2020-06-23		販売・ファッション・レンタル		13359

		2020-06-23		軽作業・製造系		3769

		2020-06-23		配送・物流系		2459

		2020-06-24		エンターテインメント系		960

		2020-06-24		オフィス系		4341

		2020-06-24		デジタル・クリエイティブ系		488

		2020-06-24		ビューティー系		2413

		2020-06-24		フード系		18580

		2020-06-24		マスコミ系		49

		2020-06-24		医療・福祉系		5755

		2020-06-24		施設・サービス系		2927

		2020-06-24		講師・インストラクター		6917

		2020-06-24		販売・ファッション・レンタル		13447

		2020-06-24		軽作業・製造系		3808

		2020-06-24		配送・物流系		2467

		2020-06-25		エンターテインメント系		961

		2020-06-25		オフィス系		4336

		2020-06-25		デジタル・クリエイティブ系		490

		2020-06-25		ビューティー系		2414

		2020-06-25		フード系		18614

		2020-06-25		マスコミ系		49

		2020-06-25		医療・福祉系		5753

		2020-06-25		施設・サービス系		2939

		2020-06-25		講師・インストラクター		7415

		2020-06-25		販売・ファッション・レンタル		13473

		2020-06-25		軽作業・製造系		3829

		2020-06-25		配送・物流系		1373

		2020-06-26		エンターテインメント系		966

		2020-06-26		オフィス系		4323

		2020-06-26		デジタル・クリエイティブ系		491

		2020-06-26		ビューティー系		2373

		2020-06-26		フード系		18620

		2020-06-26		マスコミ系		49

		2020-06-26		医療・福祉系		5713

		2020-06-26		施設・サービス系		2944

		2020-06-26		講師・インストラクター		7293

		2020-06-26		販売・ファッション・レンタル		13504

		2020-06-26		軽作業・製造系		3749

		2020-06-26		配送・物流系		1369

		2020-06-27		エンターテインメント系		964

		2020-06-27		オフィス系		4323

		2020-06-27		デジタル・クリエイティブ系		491

		2020-06-27		ビューティー系		2374

		2020-06-27		フード系		18620

		2020-06-27		マスコミ系		49

		2020-06-27		医療・福祉系		5714

		2020-06-27		施設・サービス系		2943

		2020-06-27		講師・インストラクター		7293

		2020-06-27		販売・ファッション・レンタル		13510

		2020-06-27		軽作業・製造系		3750

		2020-06-27		配送・物流系		1371

		2020-06-28		エンターテインメント系		968

		2020-06-28		オフィス系		4307

		2020-06-28		デジタル・クリエイティブ系		488

		2020-06-28		ビューティー系		2373

		2020-06-28		フード系		18552

		2020-06-28		マスコミ系		49

		2020-06-28		医療・福祉系		5714

		2020-06-28		施設・サービス系		2943

		2020-06-28		講師・インストラクター		7293

		2020-06-28		販売・ファッション・レンタル		13489

		2020-06-28		軽作業・製造系		3771

		2020-06-28		配送・物流系		1122

		2020-06-29		エンターテインメント系		1010

		2020-06-29		オフィス系		4322

		2020-06-29		デジタル・クリエイティブ系		475

		2020-06-29		ビューティー系		2375

		2020-06-29		フード系		18562

		2020-06-29		マスコミ系		49

		2020-06-29		医療・福祉系		5663

		2020-06-29		施設・サービス系		2925

		2020-06-29		講師・インストラクター		7292

		2020-06-29		販売・ファッション・レンタル		13554

		2020-06-29		軽作業・製造系		3875

		2020-06-29		配送・物流系		1126

		2020-06-30		エンターテインメント系		1023

		2020-06-30		オフィス系		4144

		2020-06-30		デジタル・クリエイティブ系		478

		2020-06-30		ビューティー系		2377

		2020-06-30		フード系		18380

		2020-06-30		マスコミ系		49

		2020-06-30		医療・福祉系		5617

		2020-06-30		施設・サービス系		2863

		2020-06-30		講師・インストラクター		7211

		2020-06-30		販売・ファッション・レンタル		13639

		2020-06-30		軽作業・製造系		7353

		2020-06-30		配送・物流系		1628

		2020-07-01		エンターテインメント系		1032

		2020-07-01		オフィス系		4128

		2020-07-01		デジタル・クリエイティブ系		474

		2020-07-01		ビューティー系		2377

		2020-07-01		フード系		18503

		2020-07-01		マスコミ系		50

		2020-07-01		医療・福祉系		6271

		2020-07-01		施設・サービス系		2864

		2020-07-01		講師・インストラクター		7230

		2020-07-01		販売・ファッション・レンタル		13653

		2020-07-01		軽作業・製造系		7388

		2020-07-01		配送・物流系		2753

		2020-07-02		エンターテインメント系		1035

		2020-07-02		オフィス系		4174

		2020-07-02		デジタル・クリエイティブ系		473

		2020-07-02		ビューティー系		2359

		2020-07-02		フード系		18585

		2020-07-02		マスコミ系		50

		2020-07-02		医療・福祉系		6271

		2020-07-02		施設・サービス系		2863

		2020-07-02		講師・インストラクター		7242

		2020-07-02		販売・ファッション・レンタル		13703

		2020-07-02		軽作業・製造系		7473

		2020-07-02		配送・物流系		2983

		2020-07-03		エンターテインメント系		1039

		2020-07-03		オフィス系		4234

		2020-07-03		デジタル・クリエイティブ系		472

		2020-07-03		ビューティー系		2355

		2020-07-03		フード系		18768

		2020-07-03		マスコミ系		50

		2020-07-03		医療・福祉系		6267

		2020-07-03		施設・サービス系		2873

		2020-07-03		講師・インストラクター		7242

		2020-07-03		販売・ファッション・レンタル		13592

		2020-07-03		軽作業・製造系		7126

		2020-07-03		配送・物流系		2651

		2020-07-04		エンターテインメント系		1039

		2020-07-04		オフィス系		4234

		2020-07-04		デジタル・クリエイティブ系		472

		2020-07-04		ビューティー系		2353

		2020-07-04		フード系		18757

		2020-07-04		マスコミ系		50

		2020-07-04		医療・福祉系		6266

		2020-07-04		施設・サービス系		2870

		2020-07-04		講師・インストラクター		7242

		2020-07-04		販売・ファッション・レンタル		13591

		2020-07-04		軽作業・製造系		7126

		2020-07-04		配送・物流系		2652

		2020-07-05		エンターテインメント系		1036

		2020-07-05		オフィス系		4276

		2020-07-05		デジタル・クリエイティブ系		472

		2020-07-05		ビューティー系		2357

		2020-07-05		フード系		18767

		2020-07-05		マスコミ系		50

		2020-07-05		医療・福祉系		6262

		2020-07-05		施設・サービス系		2869

		2020-07-05		講師・インストラクター		7244

		2020-07-05		販売・ファッション・レンタル		13590

		2020-07-05		軽作業・製造系		7102

		2020-07-05		配送・物流系		2627

		2020-07-06		エンターテインメント系		1037

		2020-07-06		オフィス系		4358

		2020-07-06		デジタル・クリエイティブ系		1221

		2020-07-06		ビューティー系		2361

		2020-07-06		フード系		18761

		2020-07-06		マスコミ系		50

		2020-07-06		医療・福祉系		6283

		2020-07-06		施設・サービス系		2868

		2020-07-06		講師・インストラクター		8286

		2020-07-06		販売・ファッション・レンタル		13599

		2020-07-06		軽作業・製造系		7121

		2020-07-06		配送・物流系		2639

		2020-07-07		エンターテインメント系		1052

		2020-07-07		オフィス系		4324

		2020-07-07		デジタル・クリエイティブ系		473

		2020-07-07		ビューティー系		2367

		2020-07-07		フード系		18609

		2020-07-07		マスコミ系		50

		2020-07-07		医療・福祉系		6315

		2020-07-07		施設・サービス系		2871

		2020-07-07		講師・インストラクター		8291

		2020-07-07		販売・ファッション・レンタル		13667

		2020-07-07		軽作業・製造系		7175

		2020-07-07		配送・物流系		2640

		2020-07-08		エンターテインメント系		1003

		2020-07-08		オフィス系		4075

		2020-07-08		デジタル・クリエイティブ系		219

		2020-07-08		ビューティー系		2360

		2020-07-08		フード系		18456

		2020-07-08		マスコミ系		51

		2020-07-08		医療・福祉系		7048

		2020-07-08		施設・サービス系		2854

		2020-07-08		講師・インストラクター		8290

		2020-07-08		販売・ファッション・レンタル		13748

		2020-07-08		軽作業・製造系		7182

		2020-07-08		配送・物流系		2649

		2020-07-09		エンターテインメント系		1005

		2020-07-09		オフィス系		4099

		2020-07-09		デジタル・クリエイティブ系		219

		2020-07-09		ビューティー系		2364

		2020-07-09		フード系		18423

		2020-07-09		マスコミ系		51

		2020-07-09		医療・福祉系		6908

		2020-07-09		施設・サービス系		2842

		2020-07-09		講師・インストラクター		8279

		2020-07-09		販売・ファッション・レンタル		13827

		2020-07-09		軽作業・製造系		7205

		2020-07-09		配送・物流系		2730

		2020-07-10		エンターテインメント系		999

		2020-07-10		オフィス系		4070

		2020-07-10		デジタル・クリエイティブ系		220

		2020-07-10		ビューティー系		2593

		2020-07-10		フード系		18921

		2020-07-10		マスコミ系		51

		2020-07-10		医療・福祉系		6918

		2020-07-10		施設・サービス系		3095

		2020-07-10		講師・インストラクター		8506

		2020-07-10		販売・ファッション・レンタル		13832

		2020-07-10		軽作業・製造系		7184

		2020-07-10		配送・物流系		2743

		2020-07-11		エンターテインメント系		999

		2020-07-11		オフィス系		4070

		2020-07-11		デジタル・クリエイティブ系		220

		2020-07-11		ビューティー系		2593

		2020-07-11		フード系		18929

		2020-07-11		マスコミ系		51

		2020-07-11		医療・福祉系		6847

		2020-07-11		施設・サービス系		3092

		2020-07-11		講師・インストラクター		8506

		2020-07-11		販売・ファッション・レンタル		13831

		2020-07-11		軽作業・製造系		7182

		2020-07-11		配送・物流系		2739

		2020-07-12		エンターテインメント系		1002

		2020-07-12		オフィス系		4069

		2020-07-12		デジタル・クリエイティブ系		220

		2020-07-12		ビューティー系		2602

		2020-07-12		フード系		18932

		2020-07-12		マスコミ系		50

		2020-07-12		医療・福祉系		6847

		2020-07-12		施設・サービス系		3101

		2020-07-12		講師・インストラクター		8506

		2020-07-12		販売・ファッション・レンタル		13831

		2020-07-12		軽作業・製造系		7223

		2020-07-12		配送・物流系		2728

		2020-07-13		エンターテインメント系		1005

		2020-07-13		オフィス系		4040

		2020-07-13		デジタル・クリエイティブ系		220

		2020-07-13		ビューティー系		2592

		2020-07-13		フード系		19004

		2020-07-13		マスコミ系		50

		2020-07-13		医療・福祉系		6839

		2020-07-13		施設・サービス系		3108

		2020-07-13		講師・インストラクター		8429

		2020-07-13		販売・ファッション・レンタル		13821

		2020-07-13		軽作業・製造系		7186

		2020-07-13		配送・物流系		2721

		2020-07-14		エンターテインメント系		1004

		2020-07-14		オフィス系		4072

		2020-07-14		デジタル・クリエイティブ系		220

		2020-07-14		ビューティー系		2593

		2020-07-14		フード系		19063

		2020-07-14		マスコミ系		48

		2020-07-14		医療・福祉系		7322

		2020-07-14		施設・サービス系		3106

		2020-07-14		講師・インストラクター		8161

		2020-07-14		販売・ファッション・レンタル		13912

		2020-07-14		軽作業・製造系		7216

		2020-07-14		配送・物流系		2621

		2020-07-15		エンターテインメント系		1011

		2020-07-15		オフィス系		4016

		2020-07-15		デジタル・クリエイティブ系		218

		2020-07-15		ビューティー系		2591

		2020-07-15		フード系		19610

		2020-07-15		マスコミ系		48

		2020-07-15		医療・福祉系		7550

		2020-07-15		施設・サービス系		3108

		2020-07-15		講師・インストラクター		8146

		2020-07-15		販売・ファッション・レンタル		13899

		2020-07-15		軽作業・製造系		7292

		2020-07-15		配送・物流系		2644

		2020-07-16		エンターテインメント系		1025

		2020-07-16		オフィス系		3979

		2020-07-16		デジタル・クリエイティブ系		217

		2020-07-16		ビューティー系		2591

		2020-07-16		フード系		19595

		2020-07-16		マスコミ系		48

		2020-07-16		医療・福祉系		7469

		2020-07-16		施設・サービス系		3109

		2020-07-16		講師・インストラクター		7165

		2020-07-16		販売・ファッション・レンタル		13915

		2020-07-16		軽作業・製造系		7327

		2020-07-16		配送・物流系		2646

		2020-07-17		エンターテインメント系		1040

		2020-07-17		オフィス系		4027

		2020-07-17		デジタル・クリエイティブ系		214

		2020-07-17		ビューティー系		2782

		2020-07-17		フード系		19604

		2020-07-17		マスコミ系		48

		2020-07-17		医療・福祉系		7595

		2020-07-17		施設・サービス系		3119

		2020-07-17		講師・インストラクター		7160

		2020-07-17		販売・ファッション・レンタル		14349

		2020-07-17		軽作業・製造系		7384

		2020-07-17		配送・物流系		2642

		2020-07-18		エンターテインメント系		1038

		2020-07-18		オフィス系		4023

		2020-07-18		デジタル・クリエイティブ系		214

		2020-07-18		ビューティー系		2778

		2020-07-18		フード系		19602

		2020-07-18		マスコミ系		47

		2020-07-18		医療・福祉系		7595

		2020-07-18		施設・サービス系		3121

		2020-07-18		講師・インストラクター		7159

		2020-07-18		販売・ファッション・レンタル		14343

		2020-07-18		軽作業・製造系		7384

		2020-07-18		配送・物流系		2643

		2020-07-19		エンターテインメント系		1036

		2020-07-19		オフィス系		4015

		2020-07-19		デジタル・クリエイティブ系		214

		2020-07-19		ビューティー系		2769

		2020-07-19		フード系		19600

		2020-07-19		マスコミ系		47

		2020-07-19		医療・福祉系		7591

		2020-07-19		施設・サービス系		3122

		2020-07-19		講師・インストラクター		7159

		2020-07-19		販売・ファッション・レンタル		14347

		2020-07-19		軽作業・製造系		7286

		2020-07-19		配送・物流系		2647

		2020-07-20		エンターテインメント系		1041

		2020-07-20		オフィス系		4053

		2020-07-20		デジタル・クリエイティブ系		963

		2020-07-20		ビューティー系		2769

		2020-07-20		フード系		19647

		2020-07-20		マスコミ系		45

		2020-07-20		医療・福祉系		7634

		2020-07-20		施設・サービス系		3120

		2020-07-20		講師・インストラクター		7236

		2020-07-20		販売・ファッション・レンタル		13938

		2020-07-20		軽作業・製造系		7324

		2020-07-20		配送・物流系		2648

		2020-07-21		エンターテインメント系		1043

		2020-07-21		オフィス系		3996

		2020-07-21		デジタル・クリエイティブ系		216

		2020-07-21		ビューティー系		2770

		2020-07-21		フード系		19655

		2020-07-21		マスコミ系		45

		2020-07-21		医療・福祉系		7812

		2020-07-21		施設・サービス系		3136

		2020-07-21		講師・インストラクター		7326

		2020-07-21		販売・ファッション・レンタル		14030

		2020-07-21		軽作業・製造系		7362

		2020-07-21		配送・物流系		2657

		2020-07-22		エンターテインメント系		1049

		2020-07-22		オフィス系		4046

		2020-07-22		デジタル・クリエイティブ系		216

		2020-07-22		ビューティー系		2770

		2020-07-22		フード系		19681

		2020-07-22		マスコミ系		45

		2020-07-22		医療・福祉系		7055

		2020-07-22		施設・サービス系		3132

		2020-07-22		講師・インストラクター		7813

		2020-07-22		販売・ファッション・レンタル		14326

		2020-07-22		軽作業・製造系		7399

		2020-07-22		配送・物流系		2649

		2020-07-23		エンターテインメント系		1052

		2020-07-23		オフィス系		4040

		2020-07-23		デジタル・クリエイティブ系		216

		2020-07-23		ビューティー系		2770

		2020-07-23		フード系		19697

		2020-07-23		マスコミ系		45

		2020-07-23		医療・福祉系		7028

		2020-07-23		施設・サービス系		3130

		2020-07-23		講師・インストラクター		7807

		2020-07-23		販売・ファッション・レンタル		14319

		2020-07-23		軽作業・製造系		7359

		2020-07-23		配送・物流系		2621

		2020-07-24		エンターテインメント系		1052

		2020-07-24		オフィス系		4028

		2020-07-24		デジタル・クリエイティブ系		217

		2020-07-24		ビューティー系		2769

		2020-07-24		フード系		19692

		2020-07-24		マスコミ系		45

		2020-07-24		医療・福祉系		7030

		2020-07-24		施設・サービス系		3122

		2020-07-24		講師・インストラクター		8619

		2020-07-24		販売・ファッション・レンタル		14114

		2020-07-24		軽作業・製造系		7351

		2020-07-24		配送・物流系		2617

		2020-07-25		エンターテインメント系		1051

		2020-07-25		オフィス系		4025

		2020-07-25		デジタル・クリエイティブ系		218

		2020-07-25		ビューティー系		2769

		2020-07-25		フード系		19692

		2020-07-25		マスコミ系		45

		2020-07-25		医療・福祉系		7027

		2020-07-25		施設・サービス系		3120

		2020-07-25		講師・インストラクター		8510

		2020-07-25		販売・ファッション・レンタル		14114

		2020-07-25		軽作業・製造系		7351

		2020-07-25		配送・物流系		2617

		2020-07-26		エンターテインメント系		1048

		2020-07-26		オフィス系		4029

		2020-07-26		デジタル・クリエイティブ系		221

		2020-07-26		ビューティー系		2768

		2020-07-26		フード系		19715

		2020-07-26		マスコミ系		45

		2020-07-26		医療・福祉系		7027

		2020-07-26		施設・サービス系		3118

		2020-07-26		講師・インストラクター		8510

		2020-07-26		販売・ファッション・レンタル		14116

		2020-07-26		軽作業・製造系		7315

		2020-07-26		配送・物流系		2616

		2020-07-27		エンターテインメント系		1056

		2020-07-27		オフィス系		3989

		2020-07-27		デジタル・クリエイティブ系		222

		2020-07-27		ビューティー系		2768

		2020-07-27		フード系		19712

		2020-07-27		マスコミ系		45

		2020-07-27		医療・福祉系		7023

		2020-07-27		施設・サービス系		3118

		2020-07-27		講師・インストラクター		8814

		2020-07-27		販売・ファッション・レンタル		13834

		2020-07-27		軽作業・製造系		6858

		2020-07-27		配送・物流系		2628

		2020-07-28		エンターテインメント系		1060

		2020-07-28		オフィス系		4026

		2020-07-28		デジタル・クリエイティブ系		225

		2020-07-28		ビューティー系		2769

		2020-07-28		フード系		19670

		2020-07-28		マスコミ系		45

		2020-07-28		医療・福祉系		7038

		2020-07-28		施設・サービス系		3125

		2020-07-28		講師・インストラクター		8249

		2020-07-28		販売・ファッション・レンタル		13874

		2020-07-28		軽作業・製造系		6879

		2020-07-28		配送・物流系		2621

		2020-07-29		エンターテインメント系		1060

		2020-07-29		オフィス系		4371

		2020-07-29		デジタル・クリエイティブ系		221

		2020-07-29		ビューティー系		2768

		2020-07-29		フード系		21379

		2020-07-29		マスコミ系		47

		2020-07-29		医療・福祉系		7039

		2020-07-29		施設・サービス系		3148

		2020-07-29		講師・インストラクター		7708

		2020-07-29		販売・ファッション・レンタル		14173

		2020-07-29		軽作業・製造系		6913

		2020-07-29		配送・物流系		2617

		2020-07-30		エンターテインメント系		1068

		2020-07-30		オフィス系		4366

		2020-07-30		デジタル・クリエイティブ系		219

		2020-07-30		ビューティー系		2775

		2020-07-30		フード系		19568

		2020-07-30		マスコミ系		47

		2020-07-30		医療・福祉系		6536

		2020-07-30		施設・サービス系		3133

		2020-07-30		講師・インストラクター		7767

		2020-07-30		販売・ファッション・レンタル		13974

		2020-07-30		軽作業・製造系		6968

		2020-07-30		配送・物流系		2378

		2020-07-31		エンターテインメント系		1067

		2020-07-31		オフィス系		4382

		2020-07-31		デジタル・クリエイティブ系		217

		2020-07-31		ビューティー系		2574

		2020-07-31		フード系		17505

		2020-07-31		マスコミ系		47

		2020-07-31		医療・福祉系		6628

		2020-07-31		施設・サービス系		3131

		2020-07-31		講師・インストラクター		7899

		2020-07-31		販売・ファッション・レンタル		14302

		2020-07-31		軽作業・製造系		6932

		2020-07-31		配送・物流系		2400

		2020-08-01		エンターテインメント系		1074

		2020-08-01		オフィス系		4383

		2020-08-01		デジタル・クリエイティブ系		218

		2020-08-01		ビューティー系		2574

		2020-08-01		フード系		17461

		2020-08-01		マスコミ系		49

		2020-08-01		医療・福祉系		6632

		2020-08-01		施設・サービス系		3135

		2020-08-01		講師・インストラクター		7896

		2020-08-01		販売・ファッション・レンタル		14297

		2020-08-01		軽作業・製造系		7349

		2020-08-01		配送・物流系		2406

		2020-08-02		エンターテインメント系		1074

		2020-08-02		オフィス系		4368

		2020-08-02		デジタル・クリエイティブ系		217

		2020-08-02		ビューティー系		2573

		2020-08-02		フード系		17459

		2020-08-02		マスコミ系		49

		2020-08-02		医療・福祉系		6632

		2020-08-02		施設・サービス系		3130

		2020-08-02		講師・インストラクター		7917

		2020-08-02		販売・ファッション・レンタル		14295

		2020-08-02		軽作業・製造系		7280

		2020-08-02		配送・物流系		2405

		2020-08-03		エンターテインメント系		1078

		2020-08-03		オフィス系		4334

		2020-08-03		デジタル・クリエイティブ系		217

		2020-08-03		ビューティー系		2575

		2020-08-03		フード系		19396

		2020-08-03		マスコミ系		49

		2020-08-03		医療・福祉系		6634

		2020-08-03		施設・サービス系		3124

		2020-08-03		講師・インストラクター		7929

		2020-08-03		販売・ファッション・レンタル		14294

		2020-08-03		軽作業・製造系		7202

		2020-08-03		配送・物流系		2366

		2020-08-04		エンターテインメント系		1083

		2020-08-04		オフィス系		4356

		2020-08-04		デジタル・クリエイティブ系		218

		2020-08-04		ビューティー系		2575

		2020-08-04		フード系		19399

		2020-08-04		マスコミ系		49

		2020-08-04		医療・福祉系		6891

		2020-08-04		施設・サービス系		3131

		2020-08-04		講師・インストラクター		7924

		2020-08-04		販売・ファッション・レンタル		14376

		2020-08-04		軽作業・製造系		7106

		2020-08-04		配送・物流系		2366

		2020-08-05		エンターテインメント系		1042

		2020-08-05		オフィス系		4256

		2020-08-05		デジタル・クリエイティブ系		220

		2020-08-05		ビューティー系		2472

		2020-08-05		フード系		19463

		2020-08-05		マスコミ系		49

		2020-08-05		医療・福祉系		6560

		2020-08-05		施設・サービス系		3123

		2020-08-05		講師・インストラクター		7935

		2020-08-05		販売・ファッション・レンタル		14373

		2020-08-05		軽作業・製造系		7462

		2020-08-05		配送・物流系		2708

		2020-08-06		エンターテインメント系		1043

		2020-08-06		オフィス系		4248

		2020-08-06		デジタル・クリエイティブ系		221

		2020-08-06		ビューティー系		2471

		2020-08-06		フード系		17133

		2020-08-06		マスコミ系		49

		2020-08-06		医療・福祉系		6575

		2020-08-06		施設・サービス系		3118

		2020-08-06		講師・インストラクター		7933

		2020-08-06		販売・ファッション・レンタル		14537

		2020-08-06		軽作業・製造系		7414

		2020-08-06		配送・物流系		2470

		2020-08-07		エンターテインメント系		1047

		2020-08-07		オフィス系		4425

		2020-08-07		デジタル・クリエイティブ系		221

		2020-08-07		ビューティー系		2603

		2020-08-07		フード系		16973

		2020-08-07		マスコミ系		49

		2020-08-07		医療・福祉系		5136

		2020-08-07		施設・サービス系		3173

		2020-08-07		講師・インストラクター		7806

		2020-08-07		販売・ファッション・レンタル		14244

		2020-08-07		軽作業・製造系		7498

		2020-08-07		配送・物流系		2844

		2020-08-08		エンターテインメント系		1049

		2020-08-08		オフィス系		4425

		2020-08-08		デジタル・クリエイティブ系		220

		2020-08-08		ビューティー系		2605

		2020-08-08		フード系		16965

		2020-08-08		マスコミ系		49

		2020-08-08		医療・福祉系		5132

		2020-08-08		施設・サービス系		3174

		2020-08-08		講師・インストラクター		7805

		2020-08-08		販売・ファッション・レンタル		14244

		2020-08-08		軽作業・製造系		7396

		2020-08-08		配送・物流系		2845

		2020-08-09		エンターテインメント系		1047

		2020-08-09		オフィス系		4427

		2020-08-09		デジタル・クリエイティブ系		220

		2020-08-09		ビューティー系		2601

		2020-08-09		フード系		16968

		2020-08-09		マスコミ系		49

		2020-08-09		医療・福祉系		5131

		2020-08-09		施設・サービス系		3175

		2020-08-09		講師・インストラクター		7762

		2020-08-09		販売・ファッション・レンタル		14241

		2020-08-09		軽作業・製造系		7378

		2020-08-09		配送・物流系		2844

		2020-08-10		エンターテインメント系		1049

		2020-08-10		オフィス系		4399

		2020-08-10		デジタル・クリエイティブ系		220

		2020-08-10		ビューティー系		2601

		2020-08-10		フード系		16957

		2020-08-10		マスコミ系		49

		2020-08-10		医療・福祉系		5125

		2020-08-10		施設・サービス系		3164

		2020-08-10		講師・インストラクター		7762

		2020-08-10		販売・ファッション・レンタル		14225

		2020-08-10		軽作業・製造系		7429

		2020-08-10		配送・物流系		2842

		2020-08-11		エンターテインメント系		1056

		2020-08-11		オフィス系		4385

		2020-08-11		デジタル・クリエイティブ系		215

		2020-08-11		ビューティー系		2606

		2020-08-11		フード系		16921

		2020-08-11		マスコミ系		48

		2020-08-11		医療・福祉系		4891

		2020-08-11		施設・サービス系		3151

		2020-08-11		講師・インストラクター		7725

		2020-08-11		販売・ファッション・レンタル		14206

		2020-08-11		軽作業・製造系		7431

		2020-08-11		配送・物流系		2840

		2020-08-12		エンターテインメント系		1062

		2020-08-12		オフィス系		4399

		2020-08-12		デジタル・クリエイティブ系		215

		2020-08-12		ビューティー系		2607

		2020-08-12		フード系		16470

		2020-08-12		マスコミ系		48

		2020-08-12		医療・福祉系		4891

		2020-08-12		施設・サービス系		3154

		2020-08-12		講師・インストラクター		7728

		2020-08-12		販売・ファッション・レンタル		14215

		2020-08-12		軽作業・製造系		10043

		2020-08-12		配送・物流系		2839

		2020-08-13		エンターテインメント系		1060

		2020-08-13		オフィス系		4393

		2020-08-13		デジタル・クリエイティブ系		217

		2020-08-13		ビューティー系		2613

		2020-08-13		フード系		16467

		2020-08-13		マスコミ系		48

		2020-08-13		医療・福祉系		4922

		2020-08-13		施設・サービス系		3153

		2020-08-13		講師・インストラクター		7729

		2020-08-13		販売・ファッション・レンタル		14185

		2020-08-13		軽作業・製造系		10032

		2020-08-13		配送・物流系		2836

		2020-08-14		エンターテインメント系		1058

		2020-08-14		オフィス系		4606

		2020-08-14		デジタル・クリエイティブ系		215

		2020-08-14		ビューティー系		2604

		2020-08-14		フード系		16561

		2020-08-14		マスコミ系		48

		2020-08-14		医療・福祉系		4923

		2020-08-14		施設・サービス系		3143

		2020-08-14		講師・インストラクター		7759

		2020-08-14		販売・ファッション・レンタル		14273

		2020-08-14		軽作業・製造系		10146

		2020-08-14		配送・物流系		2834

		2020-08-15		エンターテインメント系		1058

		2020-08-15		オフィス系		4605

		2020-08-15		デジタル・クリエイティブ系		215

		2020-08-15		ビューティー系		2604

		2020-08-15		フード系		16553

		2020-08-15		マスコミ系		48

		2020-08-15		医療・福祉系		4923

		2020-08-15		施設・サービス系		3144

		2020-08-15		講師・インストラクター		7759

		2020-08-15		販売・ファッション・レンタル		14272

		2020-08-15		軽作業・製造系		7510

		2020-08-15		配送・物流系		2833

		2020-08-16		エンターテインメント系		1073

		2020-08-16		オフィス系		4594

		2020-08-16		デジタル・クリエイティブ系		215

		2020-08-16		ビューティー系		2604

		2020-08-16		フード系		16549

		2020-08-16		マスコミ系		48

		2020-08-16		医療・福祉系		5577

		2020-08-16		施設・サービス系		3145

		2020-08-16		講師・インストラクター		7759

		2020-08-16		販売・ファッション・レンタル		14270

		2020-08-16		軽作業・製造系		7785

		2020-08-16		配送・物流系		3190

		2020-08-17		エンターテインメント系		1068

		2020-08-17		オフィス系		4582

		2020-08-17		デジタル・クリエイティブ系		215

		2020-08-17		ビューティー系		2610

		2020-08-17		フード系		16484

		2020-08-17		マスコミ系		48

		2020-08-17		医療・福祉系		7118

		2020-08-17		施設・サービス系		3145

		2020-08-17		講師・インストラクター		7621

		2020-08-17		販売・ファッション・レンタル		14216

		2020-08-17		軽作業・製造系		7839

		2020-08-17		配送・物流系		3193

		2020-08-18		エンターテインメント系		1069

		2020-08-18		オフィス系		4589

		2020-08-18		デジタル・クリエイティブ系		215

		2020-08-18		ビューティー系		2608

		2020-08-18		フード系		16495

		2020-08-18		マスコミ系		49

		2020-08-18		医療・福祉系		7157

		2020-08-18		施設・サービス系		3132

		2020-08-18		講師・インストラクター		7626

		2020-08-18		販売・ファッション・レンタル		14271

		2020-08-18		軽作業・製造系		7836

		2020-08-18		配送・物流系		3191

		2020-08-19		エンターテインメント系		1062

		2020-08-19		オフィス系		4604

		2020-08-19		デジタル・クリエイティブ系		215

		2020-08-19		ビューティー系		2579

		2020-08-19		フード系		16455

		2020-08-19		マスコミ系		49

		2020-08-19		医療・福祉系		7260

		2020-08-19		施設・サービス系		3109

		2020-08-19		講師・インストラクター		7614

		2020-08-19		販売・ファッション・レンタル		14183

		2020-08-19		軽作業・製造系		7808

		2020-08-19		配送・物流系		3191

		2020-08-20		エンターテインメント系		1068

		2020-08-20		オフィス系		4614

		2020-08-20		デジタル・クリエイティブ系		212

		2020-08-20		ビューティー系		2584

		2020-08-20		フード系		16209

		2020-08-20		マスコミ系		49

		2020-08-20		医療・福祉系		7374

		2020-08-20		施設・サービス系		3105

		2020-08-20		講師・インストラクター		7899

		2020-08-20		販売・ファッション・レンタル		14108

		2020-08-20		軽作業・製造系		8577

		2020-08-20		配送・物流系		3194

		2020-08-21		エンターテインメント系		1072

		2020-08-21		オフィス系		4621

		2020-08-21		デジタル・クリエイティブ系		209

		2020-08-21		ビューティー系		2585

		2020-08-21		フード系		16212

		2020-08-21		マスコミ系		49

		2020-08-21		医療・福祉系		7895

		2020-08-21		施設・サービス系		3106

		2020-08-21		講師・インストラクター		7763

		2020-08-21		販売・ファッション・レンタル		13749

		2020-08-21		軽作業・製造系		8638

		2020-08-21		配送・物流系		3225

		2020-08-22		エンターテインメント系		1070

		2020-08-22		オフィス系		4620

		2020-08-22		デジタル・クリエイティブ系		209

		2020-08-22		ビューティー系		2585

		2020-08-22		フード系		16201

		2020-08-22		マスコミ系		50

		2020-08-22		医療・福祉系		7893

		2020-08-22		施設・サービス系		3106

		2020-08-22		講師・インストラクター		7760

		2020-08-22		販売・ファッション・レンタル		13749

		2020-08-22		軽作業・製造系		8638

		2020-08-22		配送・物流系		3226

		2020-08-23		エンターテインメント系		1070

		2020-08-23		オフィス系		4622

		2020-08-23		デジタル・クリエイティブ系		206

		2020-08-23		ビューティー系		2587

		2020-08-23		フード系		16244

		2020-08-23		マスコミ系		50

		2020-08-23		医療・福祉系		8005

		2020-08-23		施設・サービス系		3110

		2020-08-23		講師・インストラクター		7757

		2020-08-23		販売・ファッション・レンタル		13749

		2020-08-23		軽作業・製造系		8635

		2020-08-23		配送・物流系		3226

		2020-08-24		エンターテインメント系		1061

		2020-08-24		オフィス系		4606

		2020-08-24		デジタル・クリエイティブ系		209

		2020-08-24		ビューティー系		2581

		2020-08-24		フード系		16224

		2020-08-24		マスコミ系		52

		2020-08-24		医療・福祉系		8057

		2020-08-24		施設・サービス系		3090

		2020-08-24		講師・インストラクター		7701

		2020-08-24		販売・ファッション・レンタル		13765

		2020-08-24		軽作業・製造系		8575

		2020-08-24		配送・物流系		3224

		2020-08-25		エンターテインメント系		1062

		2020-08-25		オフィス系		4593

		2020-08-25		デジタル・クリエイティブ系		208

		2020-08-25		ビューティー系		2583

		2020-08-25		フード系		16155

		2020-08-25		マスコミ系		52

		2020-08-25		医療・福祉系		7850

		2020-08-25		施設・サービス系		3097

		2020-08-25		講師・インストラクター		7612

		2020-08-25		販売・ファッション・レンタル		14223

		2020-08-25		軽作業・製造系		7414

		2020-08-25		配送・物流系		2124

		2020-08-26		エンターテインメント系		1062

		2020-08-26		オフィス系		4583

		2020-08-26		デジタル・クリエイティブ系		209

		2020-08-26		ビューティー系		2569

		2020-08-26		フード系		16152

		2020-08-26		マスコミ系		52

		2020-08-26		医療・福祉系		7286

		2020-08-26		施設・サービス系		3095

		2020-08-26		講師・インストラクター		7609

		2020-08-26		販売・ファッション・レンタル		14201

		2020-08-26		軽作業・製造系		9405

		2020-08-26		配送・物流系		2127

		2020-08-27		エンターテインメント系		1061

		2020-08-27		オフィス系		4544

		2020-08-27		デジタル・クリエイティブ系		208

		2020-08-27		ビューティー系		2310

		2020-08-27		フード系		16227

		2020-08-27		マスコミ系		52

		2020-08-27		医療・福祉系		7287

		2020-08-27		施設・サービス系		2839

		2020-08-27		講師・インストラクター		7354

		2020-08-27		販売・ファッション・レンタル		14174

		2020-08-27		軽作業・製造系		7547

		2020-08-27		配送・物流系		2135

		2020-08-28		エンターテインメント系		1058

		2020-08-28		オフィス系		4524

		2020-08-28		デジタル・クリエイティブ系		210

		2020-08-28		ビューティー系		2337

		2020-08-28		フード系		16144

		2020-08-28		マスコミ系		52

		2020-08-28		医療・福祉系		6833

		2020-08-28		施設・サービス系		2843

		2020-08-28		講師・インストラクター		7362

		2020-08-28		販売・ファッション・レンタル		14135

		2020-08-28		軽作業・製造系		7493

		2020-08-28		配送・物流系		2209

		2020-08-29		エンターテインメント系		1058

		2020-08-29		オフィス系		4524

		2020-08-29		デジタル・クリエイティブ系		211

		2020-08-29		ビューティー系		2337

		2020-08-29		フード系		16149

		2020-08-29		マスコミ系		52

		2020-08-29		医療・福祉系		6833

		2020-08-29		施設・サービス系		2845

		2020-08-29		講師・インストラクター		7363

		2020-08-29		販売・ファッション・レンタル		14131

		2020-08-29		軽作業・製造系		8031

		2020-08-29		配送・物流系		2569

		2020-08-30		エンターテインメント系		1062

		2020-08-30		オフィス系		4534

		2020-08-30		デジタル・クリエイティブ系		212

		2020-08-30		ビューティー系		2336

		2020-08-30		フード系		16146

		2020-08-30		マスコミ系		52

		2020-08-30		医療・福祉系		6842

		2020-08-30		施設・サービス系		2859

		2020-08-30		講師・インストラクター		7362

		2020-08-30		販売・ファッション・レンタル		14136

		2020-08-30		軽作業・製造系		8119

		2020-08-30		配送・物流系		2573

		2020-08-31		エンターテインメント系		1059

		2020-08-31		オフィス系		4059

		2020-08-31		デジタル・クリエイティブ系		217

		2020-08-31		ビューティー系		2338

		2020-08-31		フード系		17274

		2020-08-31		マスコミ系		53

		2020-08-31		医療・福祉系		6799

		2020-08-31		施設・サービス系		2851

		2020-08-31		講師・インストラクター		7165

		2020-08-31		販売・ファッション・レンタル		13690

		2020-08-31		軽作業・製造系		8588

		2020-08-31		配送・物流系		3751

		2020-09-01		エンターテインメント系		1060

		2020-09-01		オフィス系		4035

		2020-09-01		デジタル・クリエイティブ系		212

		2020-09-01		ビューティー系		2330

		2020-09-01		フード系		16342

		2020-09-01		マスコミ系		48

		2020-09-01		医療・福祉系		6120

		2020-09-01		施設・サービス系		2829

		2020-09-01		講師・インストラクター		7160

		2020-09-01		販売・ファッション・レンタル		13821

		2020-09-01		軽作業・製造系		8955

		2020-09-01		配送・物流系		3553

		2020-09-02		エンターテインメント系		1069

		2020-09-02		オフィス系		4057

		2020-09-02		デジタル・クリエイティブ系		215

		2020-09-02		ビューティー系		2331

		2020-09-02		フード系		15928

		2020-09-02		マスコミ系		48

		2020-09-02		医療・福祉系		6492

		2020-09-02		施設・サービス系		2802

		2020-09-02		講師・インストラクター		7157

		2020-09-02		販売・ファッション・レンタル		13996

		2020-09-02		軽作業・製造系		8933

		2020-09-02		配送・物流系		3612

		2020-09-03		エンターテインメント系		1074

		2020-09-03		オフィス系		4041

		2020-09-03		デジタル・クリエイティブ系		215

		2020-09-03		ビューティー系		2330

		2020-09-03		フード系		15862

		2020-09-03		マスコミ系		48

		2020-09-03		医療・福祉系		6439

		2020-09-03		施設・サービス系		2785

		2020-09-03		講師・インストラクター		7233

		2020-09-03		販売・ファッション・レンタル		14028

		2020-09-03		軽作業・製造系		9231

		2020-09-03		配送・物流系		3544

		2020-09-04		エンターテインメント系		1076

		2020-09-04		オフィス系		3366

		2020-09-04		デジタル・クリエイティブ系		214

		2020-09-04		ビューティー系		2329

		2020-09-04		フード系		15862

		2020-09-04		マスコミ系		48

		2020-09-04		医療・福祉系		6626

		2020-09-04		施設・サービス系		2782

		2020-09-04		講師・インストラクター		7292

		2020-09-04		販売・ファッション・レンタル		13356

		2020-09-04		軽作業・製造系		11060

		2020-09-04		配送・物流系		3379

		2020-09-05		エンターテインメント系		1075

		2020-09-05		オフィス系		3353

		2020-09-05		デジタル・クリエイティブ系		214

		2020-09-05		ビューティー系		2329

		2020-09-05		フード系		15861

		2020-09-05		マスコミ系		48

		2020-09-05		医療・福祉系		6696

		2020-09-05		施設・サービス系		2782

		2020-09-05		講師・インストラクター		5757

		2020-09-05		販売・ファッション・レンタル		13344

		2020-09-05		軽作業・製造系		11060

		2020-09-05		配送・物流系		3379

		2020-09-06		エンターテインメント系		1071

		2020-09-06		オフィス系		3364

		2020-09-06		デジタル・クリエイティブ系		214

		2020-09-06		ビューティー系		2330

		2020-09-06		フード系		15854

		2020-09-06		マスコミ系		48

		2020-09-06		医療・福祉系		6693

		2020-09-06		施設・サービス系		2782

		2020-09-06		講師・インストラクター		5757

		2020-09-06		販売・ファッション・レンタル		13340

		2020-09-06		軽作業・製造系		11645

		2020-09-06		配送・物流系		3381

		2020-09-07		エンターテインメント系		1059

		2020-09-07		オフィス系		3350

		2020-09-07		デジタル・クリエイティブ系		214

		2020-09-07		ビューティー系		2240

		2020-09-07		フード系		15879

		2020-09-07		マスコミ系		47

		2020-09-07		医療・福祉系		7175

		2020-09-07		施設・サービス系		2766

		2020-09-07		講師・インストラクター		5756

		2020-09-07		販売・ファッション・レンタル		13318

		2020-09-07		軽作業・製造系		12461

		2020-09-07		配送・物流系		3381

		2020-09-08		エンターテインメント系		1061

		2020-09-08		オフィス系		3335

		2020-09-08		デジタル・クリエイティブ系		217

		2020-09-08		ビューティー系		2235

		2020-09-08		フード系		15902

		2020-09-08		マスコミ系		48

		2020-09-08		医療・福祉系		7175

		2020-09-08		施設・サービス系		2772

		2020-09-08		講師・インストラクター		5794

		2020-09-08		販売・ファッション・レンタル		13442

		2020-09-08		軽作業・製造系		12582

		2020-09-08		配送・物流系		3421

		2020-09-09		エンターテインメント系		1029

		2020-09-09		オフィス系		3948

		2020-09-09		デジタル・クリエイティブ系		219

		2020-09-09		ビューティー系		2238

		2020-09-09		フード系		15539

		2020-09-09		マスコミ系		48

		2020-09-09		医療・福祉系		7171

		2020-09-09		施設・サービス系		2769

		2020-09-09		講師・インストラクター		5803

		2020-09-09		販売・ファッション・レンタル		14041

		2020-09-09		軽作業・製造系		12456

		2020-09-09		配送・物流系		3948

		2020-09-10		エンターテインメント系		1025

		2020-09-10		オフィス系		3884

		2020-09-10		デジタル・クリエイティブ系		221

		2020-09-10		ビューティー系		2237

		2020-09-10		フード系		15533

		2020-09-10		マスコミ系		48

		2020-09-10		医療・福祉系		7213

		2020-09-10		施設・サービス系		2765

		2020-09-10		講師・インストラクター		5799

		2020-09-10		販売・ファッション・レンタル		13946

		2020-09-10		軽作業・製造系		12275

		2020-09-10		配送・物流系		3924

		2020-09-11		エンターテインメント系		1025

		2020-09-11		オフィス系		3879

		2020-09-11		デジタル・クリエイティブ系		222

		2020-09-11		ビューティー系		2237

		2020-09-11		フード系		15536

		2020-09-11		マスコミ系		48

		2020-09-11		医療・福祉系		7867

		2020-09-11		施設・サービス系		2761

		2020-09-11		講師・インストラクター		5802

		2020-09-11		販売・ファッション・レンタル		13825

		2020-09-11		軽作業・製造系		12253

		2020-09-11		配送・物流系		3806

		2020-09-12		エンターテインメント系		1025

		2020-09-12		オフィス系		3877

		2020-09-12		デジタル・クリエイティブ系		222

		2020-09-12		ビューティー系		2238

		2020-09-12		フード系		15538

		2020-09-12		マスコミ系		48

		2020-09-12		医療・福祉系		7864

		2020-09-12		施設・サービス系		2764

		2020-09-12		講師・インストラクター		5802

		2020-09-12		販売・ファッション・レンタル		13826

		2020-09-12		軽作業・製造系		12252

		2020-09-12		配送・物流系		3806

		2020-09-13		エンターテインメント系		1001

		2020-09-13		オフィス系		3907

		2020-09-13		デジタル・クリエイティブ系		237

		2020-09-13		ビューティー系		2234

		2020-09-13		フード系		15537

		2020-09-13		マスコミ系		48

		2020-09-13		医療・福祉系		7873

		2020-09-13		施設・サービス系		2775

		2020-09-13		講師・インストラクター		5802

		2020-09-13		販売・ファッション・レンタル		13866

		2020-09-13		軽作業・製造系		12281

		2020-09-13		配送・物流系		3862

		2020-09-14		エンターテインメント系		936

		2020-09-14		オフィス系		3857

		2020-09-14		デジタル・クリエイティブ系		237

		2020-09-14		ビューティー系		2218

		2020-09-14		フード系		15808

		2020-09-14		マスコミ系		48

		2020-09-14		医療・福祉系		7645

		2020-09-14		施設・サービス系		2707

		2020-09-14		講師・インストラクター		5745

		2020-09-14		販売・ファッション・レンタル		13580

		2020-09-14		軽作業・製造系		12148

		2020-09-14		配送・物流系		3647

		2020-09-15		エンターテインメント系		936

		2020-09-15		オフィス系		3818

		2020-09-15		デジタル・クリエイティブ系		237

		2020-09-15		ビューティー系		2218

		2020-09-15		フード系		16035

		2020-09-15		マスコミ系		48

		2020-09-15		医療・福祉系		7637

		2020-09-15		施設・サービス系		2725

		2020-09-15		講師・インストラクター		5508

		2020-09-15		販売・ファッション・レンタル		13610

		2020-09-15		軽作業・製造系		12167

		2020-09-15		配送・物流系		3579

		2020-09-16		エンターテインメント系		933

		2020-09-16		オフィス系		3839

		2020-09-16		デジタル・クリエイティブ系		240

		2020-09-16		ビューティー系		2218

		2020-09-16		フード系		15987

		2020-09-16		マスコミ系		47

		2020-09-16		医療・福祉系		7610

		2020-09-16		施設・サービス系		2733

		2020-09-16		講師・インストラクター		5488

		2020-09-16		販売・ファッション・レンタル		13609

		2020-09-16		軽作業・製造系		12353

		2020-09-16		配送・物流系		3463

		2020-09-17		エンターテインメント系		933

		2020-09-17		オフィス系		3845

		2020-09-17		デジタル・クリエイティブ系		240

		2020-09-17		ビューティー系		2213

		2020-09-17		フード系		15944

		2020-09-17		マスコミ系		47

		2020-09-17		医療・福祉系		7625

		2020-09-17		施設・サービス系		2730

		2020-09-17		講師・インストラクター		5494

		2020-09-17		販売・ファッション・レンタル		13586

		2020-09-17		軽作業・製造系		12487

		2020-09-17		配送・物流系		3447

		2020-09-18		エンターテインメント系		930

		2020-09-18		オフィス系		3829

		2020-09-18		デジタル・クリエイティブ系		239

		2020-09-18		ビューティー系		2216

		2020-09-18		フード系		15583

		2020-09-18		マスコミ系		47

		2020-09-18		医療・福祉系		7597

		2020-09-18		施設・サービス系		2744

		2020-09-18		講師・インストラクター		7646

		2020-09-18		販売・ファッション・レンタル		13297

		2020-09-18		軽作業・製造系		12704

		2020-09-18		配送・物流系		3856

		2020-09-19		エンターテインメント系		929

		2020-09-19		オフィス系		3833

		2020-09-19		デジタル・クリエイティブ系		239

		2020-09-19		ビューティー系		2215

		2020-09-19		フード系		15570

		2020-09-19		マスコミ系		50

		2020-09-19		医療・福祉系		7599

		2020-09-19		施設・サービス系		2744

		2020-09-19		講師・インストラクター		7662

		2020-09-19		販売・ファッション・レンタル		13301

		2020-09-19		軽作業・製造系		12699

		2020-09-19		配送・物流系		3856

		2020-09-20		エンターテインメント系		932

		2020-09-20		オフィス系		3830

		2020-09-20		デジタル・クリエイティブ系		239

		2020-09-20		ビューティー系		2213

		2020-09-20		フード系		15560

		2020-09-20		マスコミ系		50

		2020-09-20		医療・福祉系		7598

		2020-09-20		施設・サービス系		2746

		2020-09-20		講師・インストラクター		7662

		2020-09-20		販売・ファッション・レンタル		13269

		2020-09-20		軽作業・製造系		12698

		2020-09-20		配送・物流系		3856

		2020-09-21		エンターテインメント系		931

		2020-09-21		オフィス系		3825

		2020-09-21		デジタル・クリエイティブ系		236

		2020-09-21		ビューティー系		2208

		2020-09-21		フード系		15551

		2020-09-21		マスコミ系		45

		2020-09-21		医療・福祉系		7597

		2020-09-21		施設・サービス系		2748

		2020-09-21		講師・インストラクター		7660

		2020-09-21		販売・ファッション・レンタル		12957

		2020-09-21		軽作業・製造系		12632

		2020-09-21		配送・物流系		3787

		2020-09-22		エンターテインメント系		933

		2020-09-22		オフィス系		3839

		2020-09-22		デジタル・クリエイティブ系		236

		2020-09-22		ビューティー系		2208

		2020-09-22		フード系		15543

		2020-09-22		マスコミ系		45

		2020-09-22		医療・福祉系		7597

		2020-09-22		施設・サービス系		2732

		2020-09-22		講師・インストラクター		7675

		2020-09-22		販売・ファッション・レンタル		13269

		2020-09-22		軽作業・製造系		12576

		2020-09-22		配送・物流系		3749

		2020-09-23		エンターテインメント系		933

		2020-09-23		オフィス系		3826

		2020-09-23		デジタル・クリエイティブ系		238

		2020-09-23		ビューティー系		2206

		2020-09-23		フード系		15661

		2020-09-23		マスコミ系		45

		2020-09-23		医療・福祉系		7526

		2020-09-23		施設・サービス系		2744

		2020-09-23		講師・インストラクター		7673

		2020-09-23		販売・ファッション・レンタル		13215

		2020-09-23		軽作業・製造系		8549

		2020-09-23		配送・物流系		3617

		2020-09-24		エンターテインメント系		922

		2020-09-24		オフィス系		3846

		2020-09-24		デジタル・クリエイティブ系		239

		2020-09-24		ビューティー系		2218

		2020-09-24		フード系		15654

		2020-09-24		マスコミ系		45

		2020-09-24		医療・福祉系		7393

		2020-09-24		施設・サービス系		2744

		2020-09-24		講師・インストラクター		5254

		2020-09-24		販売・ファッション・レンタル		13195

		2020-09-24		軽作業・製造系		8381

		2020-09-24		配送・物流系		3621

		2020-09-25		エンターテインメント系		915

		2020-09-25		オフィス系		3850

		2020-09-25		デジタル・クリエイティブ系		240

		2020-09-25		ビューティー系		2221

		2020-09-25		フード系		15662

		2020-09-25		マスコミ系		45

		2020-09-25		医療・福祉系		7396

		2020-09-25		施設・サービス系		2747

		2020-09-25		講師・インストラクター		6794

		2020-09-25		販売・ファッション・レンタル		13189

		2020-09-25		軽作業・製造系		8385

		2020-09-25		配送・物流系		3658

		2020-09-26		エンターテインメント系		917

		2020-09-26		オフィス系		3850

		2020-09-26		デジタル・クリエイティブ系		241

		2020-09-26		ビューティー系		2221

		2020-09-26		フード系		15667

		2020-09-26		マスコミ系		45

		2020-09-26		医療・福祉系		7391

		2020-09-26		施設・サービス系		2746

		2020-09-26		講師・インストラクター		6766

		2020-09-26		販売・ファッション・レンタル		13202

		2020-09-26		軽作業・製造系		8384

		2020-09-26		配送・物流系		3658

		2020-09-27		エンターテインメント系		917

		2020-09-27		オフィス系		3843

		2020-09-27		デジタル・クリエイティブ系		241

		2020-09-27		ビューティー系		2221

		2020-09-27		フード系		16005

		2020-09-27		マスコミ系		45

		2020-09-27		医療・福祉系		7184

		2020-09-27		施設・サービス系		2784

		2020-09-27		講師・インストラクター		6766

		2020-09-27		販売・ファッション・レンタル		13181

		2020-09-27		軽作業・製造系		8544

		2020-09-27		配送・物流系		3654

		2020-09-28		エンターテインメント系		922

		2020-09-28		オフィス系		3855

		2020-09-28		デジタル・クリエイティブ系		236

		2020-09-28		ビューティー系		2074

		2020-09-28		フード系		15960

		2020-09-28		マスコミ系		45

		2020-09-28		医療・福祉系		6912

		2020-09-28		施設・サービス系		2781

		2020-09-28		講師・インストラクター		6777

		2020-09-28		販売・ファッション・レンタル		13132

		2020-09-28		軽作業・製造系		8524

		2020-09-28		配送・物流系		3649

		2020-09-29		エンターテインメント系		922

		2020-09-29		オフィス系		3945

		2020-09-29		デジタル・クリエイティブ系		236

		2020-09-29		ビューティー系		2081

		2020-09-29		フード系		16179

		2020-09-29		マスコミ系		43

		2020-09-29		医療・福祉系		6989

		2020-09-29		施設・サービス系		2783

		2020-09-29		講師・インストラクター		6889

		2020-09-29		販売・ファッション・レンタル		13275

		2020-09-29		軽作業・製造系		8553

		2020-09-29		配送・物流系		3746

		2020-09-30		エンターテインメント系		892

		2020-09-30		オフィス系		3914

		2020-09-30		デジタル・クリエイティブ系		232

		2020-09-30		ビューティー系		2085

		2020-09-30		フード系		16028

		2020-09-30		マスコミ系		43

		2020-09-30		医療・福祉系		9724

		2020-09-30		施設・サービス系		2781

		2020-09-30		講師・インストラクター		6656

		2020-09-30		販売・ファッション・レンタル		13143

		2020-09-30		軽作業・製造系		7848

		2020-09-30		配送・物流系		3813

		2020-10-01		エンターテインメント系		899

		2020-10-01		オフィス系		4004

		2020-10-01		デジタル・クリエイティブ系		235

		2020-10-01		ビューティー系		2094

		2020-10-01		フード系		16017

		2020-10-01		マスコミ系		44

		2020-10-01		医療・福祉系		9821

		2020-10-01		施設・サービス系		2772

		2020-10-01		講師・インストラクター		9092

		2020-10-01		販売・ファッション・レンタル		13226

		2020-10-01		軽作業・製造系		10807

		2020-10-01		配送・物流系		3747

		2020-10-02		エンターテインメント系		896

		2020-10-02		オフィス系		4015

		2020-10-02		デジタル・クリエイティブ系		234

		2020-10-02		ビューティー系		2099

		2020-10-02		フード系		15716

		2020-10-02		マスコミ系		44

		2020-10-02		医療・福祉系		9711

		2020-10-02		施設・サービス系		2777

		2020-10-02		講師・インストラクター		9055

		2020-10-02		販売・ファッション・レンタル		13322

		2020-10-02		軽作業・製造系		10824

		2020-10-02		配送・物流系		3732

		2020-10-03		エンターテインメント系		887

		2020-10-03		オフィス系		4016

		2020-10-03		デジタル・クリエイティブ系		234

		2020-10-03		ビューティー系		2098

		2020-10-03		フード系		15710

		2020-10-03		マスコミ系		44

		2020-10-03		医療・福祉系		9706

		2020-10-03		施設・サービス系		2777

		2020-10-03		講師・インストラクター		9056

		2020-10-03		販売・ファッション・レンタル		13311

		2020-10-03		軽作業・製造系		10824

		2020-10-03		配送・物流系		3732

		2020-10-04		エンターテインメント系		890

		2020-10-04		オフィス系		4010

		2020-10-04		デジタル・クリエイティブ系		235

		2020-10-04		ビューティー系		2097

		2020-10-04		フード系		15707

		2020-10-04		マスコミ系		44

		2020-10-04		医療・福祉系		9707

		2020-10-04		施設・サービス系		2780

		2020-10-04		講師・インストラクター		9056

		2020-10-04		販売・ファッション・レンタル		13208

		2020-10-04		軽作業・製造系		11235

		2020-10-04		配送・物流系		3838

		2020-10-05		エンターテインメント系		891

		2020-10-05		オフィス系		4022

		2020-10-05		デジタル・クリエイティブ系		234

		2020-10-05		ビューティー系		2097

		2020-10-05		フード系		15734

		2020-10-05		マスコミ系		44

		2020-10-05		医療・福祉系		9904

		2020-10-05		施設・サービス系		2774

		2020-10-05		講師・インストラクター		9074

		2020-10-05		販売・ファッション・レンタル		13228

		2020-10-05		軽作業・製造系		10984

		2020-10-05		配送・物流系		3817

		2020-10-06		エンターテインメント系		893

		2020-10-06		オフィス系		4034

		2020-10-06		デジタル・クリエイティブ系		234

		2020-10-06		ビューティー系		2100

		2020-10-06		フード系		15728

		2020-10-06		マスコミ系		43

		2020-10-06		医療・福祉系		9909

		2020-10-06		施設・サービス系		2783

		2020-10-06		講師・インストラクター		9272

		2020-10-06		販売・ファッション・レンタル		13647

		2020-10-06		軽作業・製造系		11030

		2020-10-06		配送・物流系		3829

		2020-10-07		エンターテインメント系		892

		2020-10-07		オフィス系		4042

		2020-10-07		デジタル・クリエイティブ系		234

		2020-10-07		ビューティー系		2141

		2020-10-07		フード系		15696

		2020-10-07		マスコミ系		43

		2020-10-07		医療・福祉系		9903

		2020-10-07		施設・サービス系		2787

		2020-10-07		講師・インストラクター		9277

		2020-10-07		販売・ファッション・レンタル		13713

		2020-10-07		軽作業・製造系		11118

		2020-10-07		配送・物流系		3454

		2020-10-08		エンターテインメント系		893

		2020-10-08		オフィス系		4049

		2020-10-08		デジタル・クリエイティブ系		231

		2020-10-08		ビューティー系		2144

		2020-10-08		フード系		15735

		2020-10-08		マスコミ系		43

		2020-10-08		医療・福祉系		10227

		2020-10-08		施設・サービス系		2785

		2020-10-08		講師・インストラクター		9289

		2020-10-08		販売・ファッション・レンタル		13735

		2020-10-08		軽作業・製造系		11166

		2020-10-08		配送・物流系		3494

		2020-10-09		エンターテインメント系		903

		2020-10-09		オフィス系		4182

		2020-10-09		デジタル・クリエイティブ系		235

		2020-10-09		ビューティー系		2182

		2020-10-09		フード系		15779

		2020-10-09		マスコミ系		43

		2020-10-09		医療・福祉系		10213

		2020-10-09		施設・サービス系		2778

		2020-10-09		講師・インストラクター		9275

		2020-10-09		販売・ファッション・レンタル		12668

		2020-10-09		軽作業・製造系		14758

		2020-10-09		配送・物流系		3973

		2020-10-10		エンターテインメント系		903

		2020-10-10		オフィス系		4185

		2020-10-10		デジタル・クリエイティブ系		235

		2020-10-10		ビューティー系		2182

		2020-10-10		フード系		15790

		2020-10-10		マスコミ系		43

		2020-10-10		医療・福祉系		10214

		2020-10-10		施設・サービス系		2777

		2020-10-10		講師・インストラクター		9275

		2020-10-10		販売・ファッション・レンタル		12667

		2020-10-10		軽作業・製造系		14758

		2020-10-10		配送・物流系		3940

		2020-10-11		エンターテインメント系		904

		2020-10-11		オフィス系		4184

		2020-10-11		デジタル・クリエイティブ系		235

		2020-10-11		ビューティー系		2202

		2020-10-11		フード系		15793

		2020-10-11		マスコミ系		43

		2020-10-11		医療・福祉系		10215

		2020-10-11		施設・サービス系		2777

		2020-10-11		講師・インストラクター		9274

		2020-10-11		販売・ファッション・レンタル		12663

		2020-10-11		軽作業・製造系		14650

		2020-10-11		配送・物流系		3936

		2020-10-12		エンターテインメント系		917

		2020-10-12		オフィス系		4119

		2020-10-12		デジタル・クリエイティブ系		233

		2020-10-12		ビューティー系		2177

		2020-10-12		フード系		16538

		2020-10-12		マスコミ系		43

		2020-10-12		医療・福祉系		10787

		2020-10-12		施設・サービス系		2793

		2020-10-12		講師・インストラクター		9482

		2020-10-12		販売・ファッション・レンタル		12643

		2020-10-12		軽作業・製造系		14836

		2020-10-12		配送・物流系		4085

		2020-10-13		エンターテインメント系		918

		2020-10-13		オフィス系		4138

		2020-10-13		デジタル・クリエイティブ系		229

		2020-10-13		ビューティー系		2211

		2020-10-13		フード系		16421

		2020-10-13		マスコミ系		44

		2020-10-13		医療・福祉系		10788

		2020-10-13		施設・サービス系		2811

		2020-10-13		講師・インストラクター		9508

		2020-10-13		販売・ファッション・レンタル		13945

		2020-10-13		軽作業・製造系		14873

		2020-10-13		配送・物流系		4052

		2020-10-14		エンターテインメント系		921

		2020-10-14		オフィス系		4125

		2020-10-14		デジタル・クリエイティブ系		225

		2020-10-14		ビューティー系		2231

		2020-10-14		フード系		16402

		2020-10-14		マスコミ系		44

		2020-10-14		医療・福祉系		10788

		2020-10-14		施設・サービス系		2828

		2020-10-14		講師・インストラクター		9705

		2020-10-14		販売・ファッション・レンタル		13975

		2020-10-14		軽作業・製造系		14923

		2020-10-14		配送・物流系		4050

		2020-10-15		エンターテインメント系		924

		2020-10-15		オフィス系		4166

		2020-10-15		デジタル・クリエイティブ系		226

		2020-10-15		ビューティー系		2227

		2020-10-15		フード系		16502

		2020-10-15		マスコミ系		45

		2020-10-15		医療・福祉系		10779

		2020-10-15		施設・サービス系		2846

		2020-10-15		講師・インストラクター		9759

		2020-10-15		販売・ファッション・レンタル		14034

		2020-10-15		軽作業・製造系		15267

		2020-10-15		配送・物流系		4047

		2020-10-16		エンターテインメント系		925

		2020-10-16		オフィス系		4153

		2020-10-16		デジタル・クリエイティブ系		227

		2020-10-16		ビューティー系		2207

		2020-10-16		フード系		16524

		2020-10-16		マスコミ系		46

		2020-10-16		医療・福祉系		10836

		2020-10-16		施設・サービス系		2857

		2020-10-16		講師・インストラクター		9746

		2020-10-16		販売・ファッション・レンタル		14080

		2020-10-16		軽作業・製造系		14956

		2020-10-16		配送・物流系		4040

		2020-10-17		エンターテインメント系		921

		2020-10-17		オフィス系		4152

		2020-10-17		デジタル・クリエイティブ系		227

		2020-10-17		ビューティー系		2207

		2020-10-17		フード系		16520

		2020-10-17		マスコミ系		46

		2020-10-17		医療・福祉系		10837

		2020-10-17		施設・サービス系		2857

		2020-10-17		講師・インストラクター		9746

		2020-10-17		販売・ファッション・レンタル		14078

		2020-10-17		軽作業・製造系		14984

		2020-10-17		配送・物流系		4039

		2020-10-18		エンターテインメント系		920

		2020-10-18		オフィス系		4156

		2020-10-18		デジタル・クリエイティブ系		227

		2020-10-18		ビューティー系		2199

		2020-10-18		フード系		16527

		2020-10-18		マスコミ系		46

		2020-10-18		医療・福祉系		10838

		2020-10-18		施設・サービス系		2854

		2020-10-18		講師・インストラクター		9766

		2020-10-18		販売・ファッション・レンタル		14088

		2020-10-18		軽作業・製造系		14768

		2020-10-18		配送・物流系		3833

		2020-10-19		エンターテインメント系		915

		2020-10-19		オフィス系		4161

		2020-10-19		デジタル・クリエイティブ系		229

		2020-10-19		ビューティー系		2220

		2020-10-19		フード系		16689

		2020-10-19		マスコミ系		45

		2020-10-19		医療・福祉系		10842

		2020-10-19		施設・サービス系		2885

		2020-10-19		講師・インストラクター		9803

		2020-10-19		販売・ファッション・レンタル		14116

		2020-10-19		軽作業・製造系		14771

		2020-10-19		配送・物流系		3649

		2020-10-20		エンターテインメント系		923

		2020-10-20		オフィス系		3757

		2020-10-20		デジタル・クリエイティブ系		230

		2020-10-20		ビューティー系		2213

		2020-10-20		フード系		16496

		2020-10-20		マスコミ系		45

		2020-10-20		医療・福祉系		11173

		2020-10-20		施設・サービス系		2895

		2020-10-20		講師・インストラクター		9808

		2020-10-20		販売・ファッション・レンタル		13532

		2020-10-20		軽作業・製造系		14721

		2020-10-20		配送・物流系		3649

		2020-10-21		エンターテインメント系		929

		2020-10-21		オフィス系		3771

		2020-10-21		デジタル・クリエイティブ系		232

		2020-10-21		ビューティー系		2212

		2020-10-21		フード系		16538

		2020-10-21		マスコミ系		45

		2020-10-21		医療・福祉系		10894

		2020-10-21		施設・サービス系		2891

		2020-10-21		講師・インストラクター		9656

		2020-10-21		販売・ファッション・レンタル		13531

		2020-10-21		軽作業・製造系		14840

		2020-10-21		配送・物流系		3666

		2020-10-22		エンターテインメント系		923

		2020-10-22		オフィス系		3783

		2020-10-22		デジタル・クリエイティブ系		230

		2020-10-22		ビューティー系		2216

		2020-10-22		フード系		16541

		2020-10-22		マスコミ系		44

		2020-10-22		医療・福祉系		10905

		2020-10-22		施設・サービス系		2904

		2020-10-22		講師・インストラクター		9809

		2020-10-22		販売・ファッション・レンタル		13535

		2020-10-22		軽作業・製造系		15273

		2020-10-22		配送・物流系		3485

		2020-10-23		エンターテインメント系		934

		2020-10-23		オフィス系		3756

		2020-10-23		デジタル・クリエイティブ系		230

		2020-10-23		ビューティー系		2216

		2020-10-23		フード系		16547

		2020-10-23		マスコミ系		44

		2020-10-23		医療・福祉系		10921

		2020-10-23		施設・サービス系		2899

		2020-10-23		講師・インストラクター		9886

		2020-10-23		販売・ファッション・レンタル		13528

		2020-10-23		軽作業・製造系		15308

		2020-10-23		配送・物流系		3351

		2020-10-24		エンターテインメント系		933

		2020-10-24		オフィス系		3756

		2020-10-24		デジタル・クリエイティブ系		229

		2020-10-24		ビューティー系		2214

		2020-10-24		フード系		16548

		2020-10-24		マスコミ系		44

		2020-10-24		医療・福祉系		10920

		2020-10-24		施設・サービス系		2901

		2020-10-24		講師・インストラクター		9877

		2020-10-24		販売・ファッション・レンタル		13525

		2020-10-24		軽作業・製造系		15036

		2020-10-24		配送・物流系		3312

		2020-10-25		エンターテインメント系		934

		2020-10-25		オフィス系		3761

		2020-10-25		デジタル・クリエイティブ系		229

		2020-10-25		ビューティー系		2214

		2020-10-25		フード系		16332

		2020-10-25		マスコミ系		44

		2020-10-25		医療・福祉系		10919

		2020-10-25		施設・サービス系		2903

		2020-10-25		講師・インストラクター		9876

		2020-10-25		販売・ファッション・レンタル		13532

		2020-10-25		軽作業・製造系		14782

		2020-10-25		配送・物流系		3348

		2020-10-26		エンターテインメント系		935

		2020-10-26		オフィス系		3844

		2020-10-26		デジタル・クリエイティブ系		226

		2020-10-26		ビューティー系		2214

		2020-10-26		フード系		16317

		2020-10-26		マスコミ系		44

		2020-10-26		医療・福祉系		10847

		2020-10-26		施設・サービス系		2913

		2020-10-26		講師・インストラクター		9888

		2020-10-26		販売・ファッション・レンタル		13523

		2020-10-26		軽作業・製造系		14853

		2020-10-26		配送・物流系		3549

		2020-10-27		エンターテインメント系		931

		2020-10-27		オフィス系		3865

		2020-10-27		デジタル・クリエイティブ系		227

		2020-10-27		ビューティー系		2206

		2020-10-27		フード系		16303

		2020-10-27		マスコミ系		44

		2020-10-27		医療・福祉系		11827

		2020-10-27		施設・サービス系		2926

		2020-10-27		講師・インストラクター		9892

		2020-10-27		販売・ファッション・レンタル		13649

		2020-10-27		軽作業・製造系		14886

		2020-10-27		配送・物流系		3491

		2020-10-28		エンターテインメント系		938

		2020-10-28		オフィス系		3862

		2020-10-28		デジタル・クリエイティブ系		227

		2020-10-28		ビューティー系		2229

		2020-10-28		フード系		16227

		2020-10-28		マスコミ系		44

		2020-10-28		医療・福祉系		8951

		2020-10-28		施設・サービス系		2926

		2020-10-28		講師・インストラクター		9894

		2020-10-28		販売・ファッション・レンタル		13375

		2020-10-28		軽作業・製造系		14829

		2020-10-28		配送・物流系		3478

		2020-10-29		エンターテインメント系		932

		2020-10-29		オフィス系		3854

		2020-10-29		デジタル・クリエイティブ系		227

		2020-10-29		ビューティー系		2229

		2020-10-29		フード系		16226

		2020-10-29		マスコミ系		44

		2020-10-29		医療・福祉系		9033

		2020-10-29		施設・サービス系		2505

		2020-10-29		講師・インストラクター		9891

		2020-10-29		販売・ファッション・レンタル		13451

		2020-10-29		軽作業・製造系		14337

		2020-10-29		配送・物流系		3470

		2020-10-30		エンターテインメント系		933

		2020-10-30		オフィス系		3864

		2020-10-30		デジタル・クリエイティブ系		226

		2020-10-30		ビューティー系		2217

		2020-10-30		フード系		16163

		2020-10-30		マスコミ系		44

		2020-10-30		医療・福祉系		9180

		2020-10-30		施設・サービス系		2513

		2020-10-30		講師・インストラクター		9921

		2020-10-30		販売・ファッション・レンタル		13333

		2020-10-30		軽作業・製造系		14094

		2020-10-30		配送・物流系		3804

		2020-10-31		エンターテインメント系		929

		2020-10-31		オフィス系		3830

		2020-10-31		デジタル・クリエイティブ系		225

		2020-10-31		ビューティー系		2217

		2020-10-31		フード系		16258

		2020-10-31		マスコミ系		44

		2020-10-31		医療・福祉系		9039

		2020-10-31		施設・サービス系		2513

		2020-10-31		講師・インストラクター		9919

		2020-10-31		販売・ファッション・レンタル		13238

		2020-10-31		軽作業・製造系		12785

		2020-10-31		配送・物流系		2371

		2020-11-01		エンターテインメント系		930

		2020-11-01		オフィス系		3832

		2020-11-01		デジタル・クリエイティブ系		224

		2020-11-01		ビューティー系		2218

		2020-11-01		フード系		16274

		2020-11-01		マスコミ系		44

		2020-11-01		医療・福祉系		9238

		2020-11-01		施設・サービス系		2511

		2020-11-01		講師・インストラクター		9919

		2020-11-01		販売・ファッション・レンタル		13255

		2020-11-01		軽作業・製造系		12630

		2020-11-01		配送・物流系		2341

		2020-11-02		エンターテインメント系		928

		2020-11-02		オフィス系		3798

		2020-11-02		デジタル・クリエイティブ系		220

		2020-11-02		ビューティー系		2220

		2020-11-02		フード系		16912

		2020-11-02		マスコミ系		44

		2020-11-02		医療・福祉系		11051

		2020-11-02		施設・サービス系		2512

		2020-11-02		講師・インストラクター		9921

		2020-11-02		販売・ファッション・レンタル		13334

		2020-11-02		軽作業・製造系		13739

		2020-11-02		配送・物流系		3240

		2020-11-03		エンターテインメント系		928

		2020-11-03		オフィス系		3786

		2020-11-03		デジタル・クリエイティブ系		220

		2020-11-03		ビューティー系		2220

		2020-11-03		フード系		16923

		2020-11-03		マスコミ系		44

		2020-11-03		医療・福祉系		11042

		2020-11-03		施設・サービス系		2544

		2020-11-03		講師・インストラクター		9923

		2020-11-03		販売・ファッション・レンタル		13313

		2020-11-03		軽作業・製造系		13688

		2020-11-03		配送・物流系		3239

		2020-11-04		エンターテインメント系		930

		2020-11-04		オフィス系		3763

		2020-11-04		デジタル・クリエイティブ系		221

		2020-11-04		ビューティー系		1845

		2020-11-04		フード系		16937

		2020-11-04		マスコミ系		45

		2020-11-04		医療・福祉系		11503

		2020-11-04		施設・サービス系		2568

		2020-11-04		講師・インストラクター		9929

		2020-11-04		販売・ファッション・レンタル		13338

		2020-11-04		軽作業・製造系		13631

		2020-11-04		配送・物流系		3145

		2020-11-05		エンターテインメント系		937

		2020-11-05		オフィス系		4193

		2020-11-05		デジタル・クリエイティブ系		222

		2020-11-05		ビューティー系		1855

		2020-11-05		フード系		16949

		2020-11-05		マスコミ系		45

		2020-11-05		医療・福祉系		11336

		2020-11-05		施設・サービス系		2581

		2020-11-05		講師・インストラクター		9929

		2020-11-05		販売・ファッション・レンタル		13375

		2020-11-05		軽作業・製造系		13622

		2020-11-05		配送・物流系		3145

		2020-11-06		エンターテインメント系		940

		2020-11-06		オフィス系		4553

		2020-11-06		デジタル・クリエイティブ系		223

		2020-11-06		ビューティー系		1851

		2020-11-06		フード系		16969

		2020-11-06		マスコミ系		43

		2020-11-06		医療・福祉系		11323

		2020-11-06		施設・サービス系		2561

		2020-11-06		講師・インストラクター		9914

		2020-11-06		販売・ファッション・レンタル		13828

		2020-11-06		軽作業・製造系		13368

		2020-11-06		配送・物流系		2946

		2020-11-07		エンターテインメント系		939

		2020-11-07		オフィス系		4555

		2020-11-07		デジタル・クリエイティブ系		224

		2020-11-07		ビューティー系		1851

		2020-11-07		フード系		16969

		2020-11-07		マスコミ系		43

		2020-11-07		医療・福祉系		11325

		2020-11-07		施設・サービス系		2561

		2020-11-07		講師・インストラクター		9820

		2020-11-07		販売・ファッション・レンタル		13827

		2020-11-07		軽作業・製造系		13357

		2020-11-07		配送・物流系		2937

		2020-11-08		エンターテインメント系		934

		2020-11-08		オフィス系		4557

		2020-11-08		デジタル・クリエイティブ系		224

		2020-11-08		ビューティー系		1851

		2020-11-08		フード系		16974

		2020-11-08		マスコミ系		43

		2020-11-08		医療・福祉系		11325

		2020-11-08		施設・サービス系		2561

		2020-11-08		講師・インストラクター		9820

		2020-11-08		販売・ファッション・レンタル		13832

		2020-11-08		軽作業・製造系		13395

		2020-11-08		配送・物流系		2937

		2020-11-09		エンターテインメント系		892

		2020-11-09		オフィス系		5535

		2020-11-09		デジタル・クリエイティブ系		1222

		2020-11-09		ビューティー系		1858

		2020-11-09		フード系		17059

		2020-11-09		マスコミ系		43

		2020-11-09		医療・福祉系		11632

		2020-11-09		施設・サービス系		2605

		2020-11-09		講師・インストラクター		9796

		2020-11-09		販売・ファッション・レンタル		13843

		2020-11-09		軽作業・製造系		15336

		2020-11-09		配送・物流系		2963

		2020-11-10		エンターテインメント系		898

		2020-11-10		オフィス系		5644

		2020-11-10		デジタル・クリエイティブ系		1221

		2020-11-10		ビューティー系		1858

		2020-11-10		フード系		17141

		2020-11-10		マスコミ系		43

		2020-11-10		医療・福祉系		11632

		2020-11-10		施設・サービス系		2593

		2020-11-10		講師・インストラクター		9799

		2020-11-10		販売・ファッション・レンタル		13968

		2020-11-10		軽作業・製造系		15226

		2020-11-10		配送・物流系		3271

		2020-11-11		エンターテインメント系		900

		2020-11-11		オフィス系		5643

		2020-11-11		デジタル・クリエイティブ系		1222

		2020-11-11		ビューティー系		1858

		2020-11-11		フード系		17165

		2020-11-11		マスコミ系		43

		2020-11-11		医療・福祉系		11598

		2020-11-11		施設・サービス系		2602

		2020-11-11		講師・インストラクター		9791

		2020-11-11		販売・ファッション・レンタル		13900

		2020-11-11		軽作業・製造系		15188

		2020-11-11		配送・物流系		3276

		2020-11-12		エンターテインメント系		899

		2020-11-12		オフィス系		5800

		2020-11-12		デジタル・クリエイティブ系		1224

		2020-11-12		ビューティー系		1858

		2020-11-12		フード系		17207

		2020-11-12		マスコミ系		43

		2020-11-12		医療・福祉系		11532

		2020-11-12		施設・サービス系		2621

		2020-11-12		講師・インストラクター		9789

		2020-11-12		販売・ファッション・レンタル		14171

		2020-11-12		軽作業・製造系		15146

		2020-11-12		配送・物流系		3258

		2020-11-13		エンターテインメント系		903

		2020-11-13		オフィス系		6134

		2020-11-13		デジタル・クリエイティブ系		1576

		2020-11-13		ビューティー系		1856

		2020-11-13		フード系		17209

		2020-11-13		マスコミ系		43

		2020-11-13		医療・福祉系		11599

		2020-11-13		施設・サービス系		2621

		2020-11-13		講師・インストラクター		9792

		2020-11-13		販売・ファッション・レンタル		13953

		2020-11-13		軽作業・製造系		17274

		2020-11-13		配送・物流系		3378

		2020-11-14		エンターテインメント系		903

		2020-11-14		オフィス系		6134

		2020-11-14		デジタル・クリエイティブ系		1575

		2020-11-14		ビューティー系		1856

		2020-11-14		フード系		17203

		2020-11-14		マスコミ系		43

		2020-11-14		医療・福祉系		11520

		2020-11-14		施設・サービス系		2616

		2020-11-14		講師・インストラクター		9773

		2020-11-14		販売・ファッション・レンタル		13944

		2020-11-14		軽作業・製造系		17275

		2020-11-14		配送・物流系		3378

		2020-11-15		エンターテインメント系		910

		2020-11-15		オフィス系		6136

		2020-11-15		デジタル・クリエイティブ系		1576

		2020-11-15		ビューティー系		1857

		2020-11-15		フード系		17380

		2020-11-15		マスコミ系		43

		2020-11-15		医療・福祉系		11520

		2020-11-15		施設・サービス系		2621

		2020-11-15		講師・インストラクター		9797

		2020-11-15		販売・ファッション・レンタル		13956

		2020-11-15		軽作業・製造系		17457

		2020-11-15		配送・物流系		3381

		2020-11-16		エンターテインメント系		899

		2020-11-16		オフィス系		6119

		2020-11-16		デジタル・クリエイティブ系		1577

		2020-11-16		ビューティー系		1862

		2020-11-16		フード系		17425

		2020-11-16		マスコミ系		43

		2020-11-16		医療・福祉系		12627

		2020-11-16		施設・サービス系		2645

		2020-11-16		講師・インストラクター		9831

		2020-11-16		販売・ファッション・レンタル		14032

		2020-11-16		軽作業・製造系		17608

		2020-11-16		配送・物流系		3471

		2020-11-17		エンターテインメント系		903

		2020-11-17		オフィス系		6174

		2020-11-17		デジタル・クリエイティブ系		6575

		2020-11-17		ビューティー系		1862

		2020-11-17		フード系		17278

		2020-11-17		マスコミ系		63

		2020-11-17		医療・福祉系		12495

		2020-11-17		施設・サービス系		2733

		2020-11-17		講師・インストラクター		9830

		2020-11-17		販売・ファッション・レンタル		14105

		2020-11-17		軽作業・製造系		18166

		2020-11-17		配送・物流系		3339

		2020-11-18		エンターテインメント系		893

		2020-11-18		オフィス系		6179

		2020-11-18		デジタル・クリエイティブ系		6572

		2020-11-18		ビューティー系		1870

		2020-11-18		フード系		17314

		2020-11-18		マスコミ系		63

		2020-11-18		医療・福祉系		12358

		2020-11-18		施設・サービス系		2736

		2020-11-18		講師・インストラクター		9833

		2020-11-18		販売・ファッション・レンタル		14737

		2020-11-18		軽作業・製造系		17740

		2020-11-18		配送・物流系		3350

		2020-11-19		エンターテインメント系		893

		2020-11-19		オフィス系		6152

		2020-11-19		デジタル・クリエイティブ系		6574

		2020-11-19		ビューティー系		1871

		2020-11-19		フード系		17643

		2020-11-19		マスコミ系		63

		2020-11-19		医療・福祉系		12941

		2020-11-19		施設・サービス系		2753

		2020-11-19		講師・インストラクター		9687

		2020-11-19		販売・ファッション・レンタル		14565

		2020-11-19		軽作業・製造系		19871

		2020-11-19		配送・物流系		3348

		2020-11-20		エンターテインメント系		888

		2020-11-20		オフィス系		6224

		2020-11-20		デジタル・クリエイティブ系		6576

		2020-11-20		ビューティー系		1870

		2020-11-20		フード系		17668

		2020-11-20		マスコミ系		63

		2020-11-20		医療・福祉系		13016

		2020-11-20		施設・サービス系		2755

		2020-11-20		講師・インストラクター		9671

		2020-11-20		販売・ファッション・レンタル		14677

		2020-11-20		軽作業・製造系		19716

		2020-11-20		配送・物流系		3360

		2020-11-21		エンターテインメント系		888

		2020-11-21		オフィス系		6223

		2020-11-21		デジタル・クリエイティブ系		6576

		2020-11-21		ビューティー系		1871

		2020-11-21		フード系		17672

		2020-11-21		マスコミ系		63

		2020-11-21		医療・福祉系		13016

		2020-11-21		施設・サービス系		2754

		2020-11-21		講師・インストラクター		9670

		2020-11-21		販売・ファッション・レンタル		14674

		2020-11-21		軽作業・製造系		19715

		2020-11-21		配送・物流系		3359

		2020-11-22		エンターテインメント系		885

		2020-11-22		オフィス系		6228

		2020-11-22		デジタル・クリエイティブ系		6576

		2020-11-22		ビューティー系		1871

		2020-11-22		フード系		17739

		2020-11-22		マスコミ系		63

		2020-11-22		医療・福祉系		13063

		2020-11-22		施設・サービス系		2753

		2020-11-22		講師・インストラクター		9670

		2020-11-22		販売・ファッション・レンタル		14674

		2020-11-22		軽作業・製造系		19875

		2020-11-22		配送・物流系		3346

		2020-11-23		エンターテインメント系		884

		2020-11-23		オフィス系		6200

		2020-11-23		デジタル・クリエイティブ系		6573

		2020-11-23		ビューティー系		1873

		2020-11-23		フード系		17740

		2020-11-23		マスコミ系		63

		2020-11-23		医療・福祉系		13063

		2020-11-23		施設・サービス系		2753

		2020-11-23		講師・インストラクター		9661

		2020-11-23		販売・ファッション・レンタル		14649

		2020-11-23		軽作業・製造系		19803

		2020-11-23		配送・物流系		3346

		2020-11-24		エンターテインメント系		883

		2020-11-24		オフィス系		6196

		2020-11-24		デジタル・クリエイティブ系		6532

		2020-11-24		ビューティー系		1877

		2020-11-24		フード系		17771

		2020-11-24		マスコミ系		60

		2020-11-24		医療・福祉系		13046

		2020-11-24		施設・サービス系		2763

		2020-11-24		講師・インストラクター		9648

		2020-11-24		販売・ファッション・レンタル		14689

		2020-11-24		軽作業・製造系		19320

		2020-11-24		配送・物流系		3349

		2020-11-25		エンターテインメント系		880

		2020-11-25		オフィス系		6371

		2020-11-25		デジタル・クリエイティブ系		6532

		2020-11-25		ビューティー系		1869

		2020-11-25		フード系		17831

		2020-11-25		マスコミ系		59

		2020-11-25		医療・福祉系		12996

		2020-11-25		施設・サービス系		2756

		2020-11-25		講師・インストラクター		9646

		2020-11-25		販売・ファッション・レンタル		14814

		2020-11-25		軽作業・製造系		19308

		2020-11-25		配送・物流系		3344

		2020-11-26		エンターテインメント系		878

		2020-11-26		オフィス系		6369

		2020-11-26		デジタル・クリエイティブ系		6531

		2020-11-26		ビューティー系		1870

		2020-11-26		フード系		17816

		2020-11-26		マスコミ系		60

		2020-11-26		医療・福祉系		12937

		2020-11-26		施設・サービス系		2758

		2020-11-26		講師・インストラクター		9753

		2020-11-26		販売・ファッション・レンタル		14922

		2020-11-26		軽作業・製造系		19219

		2020-11-26		配送・物流系		3335

		2020-11-27		エンターテインメント系		923

		2020-11-27		オフィス系		6320

		2020-11-27		デジタル・クリエイティブ系		6534

		2020-11-27		ビューティー系		1867

		2020-11-27		フード系		17849

		2020-11-27		マスコミ系		60

		2020-11-27		医療・福祉系		16954

		2020-11-27		施設・サービス系		2777

		2020-11-27		講師・インストラクター		9782

		2020-11-27		販売・ファッション・レンタル		14912

		2020-11-27		軽作業・製造系		20703

		2020-11-27		配送・物流系		3617

		2020-11-28		エンターテインメント系		922

		2020-11-28		オフィス系		6317

		2020-11-28		デジタル・クリエイティブ系		6534

		2020-11-28		ビューティー系		1866

		2020-11-28		フード系		17847

		2020-11-28		マスコミ系		60

		2020-11-28		医療・福祉系		16956

		2020-11-28		施設・サービス系		2790

		2020-11-28		講師・インストラクター		9781

		2020-11-28		販売・ファッション・レンタル		14907

		2020-11-28		軽作業・製造系		20658

		2020-11-28		配送・物流系		3587

		2020-11-29		エンターテインメント系		921

		2020-11-29		オフィス系		6316

		2020-11-29		デジタル・クリエイティブ系		6534

		2020-11-29		ビューティー系		1868

		2020-11-29		フード系		17845

		2020-11-29		マスコミ系		60

		2020-11-29		医療・福祉系		16956

		2020-11-29		施設・サービス系		2791

		2020-11-29		講師・インストラクター		9757

		2020-11-29		販売・ファッション・レンタル		14878

		2020-11-29		軽作業・製造系		20284

		2020-11-29		配送・物流系		3642

		2020-11-30		エンターテインメント系		948

		2020-11-30		オフィス系		6443

		2020-11-30		デジタル・クリエイティブ系		6594

		2020-11-30		ビューティー系		1873

		2020-11-30		フード系		20179

		2020-11-30		マスコミ系		61

		2020-11-30		医療・福祉系		16416

		2020-11-30		施設・サービス系		2783

		2020-11-30		講師・インストラクター		9677

		2020-11-30		販売・ファッション・レンタル		14780

		2020-11-30		軽作業・製造系		18543

		2020-11-30		配送・物流系		3318

		2020-12-01		エンターテインメント系		955

		2020-12-01		オフィス系		6452

		2020-12-01		デジタル・クリエイティブ系		6594

		2020-12-01		ビューティー系		1875

		2020-12-01		フード系		17672

		2020-12-01		マスコミ系		61

		2020-12-01		医療・福祉系		19021

		2020-12-01		施設・サービス系		2776

		2020-12-01		講師・インストラクター		9679

		2020-12-01		販売・ファッション・レンタル		15007

		2020-12-01		軽作業・製造系		18341

		2020-12-01		配送・物流系		3173

		2020-12-02		エンターテインメント系		954

		2020-12-02		オフィス系		6456

		2020-12-02		デジタル・クリエイティブ系		6595

		2020-12-02		ビューティー系		1896

		2020-12-02		フード系		17631

		2020-12-02		マスコミ系		62

		2020-12-02		医療・福祉系		19319

		2020-12-02		施設・サービス系		2773

		2020-12-02		講師・インストラクター		9676

		2020-12-02		販売・ファッション・レンタル		14930

		2020-12-02		軽作業・製造系		18656

		2020-12-02		配送・物流系		3165

		2020-12-03		エンターテインメント系		951

		2020-12-03		オフィス系		6477

		2020-12-03		デジタル・クリエイティブ系		6596

		2020-12-03		ビューティー系		1896

		2020-12-03		フード系		17811

		2020-12-03		マスコミ系		152

		2020-12-03		医療・福祉系		19298

		2020-12-03		施設・サービス系		2779

		2020-12-03		講師・インストラクター		9673

		2020-12-03		販売・ファッション・レンタル		14986

		2020-12-03		軽作業・製造系		18741

		2020-12-03		配送・物流系		3171

		2020-12-04		エンターテインメント系		950

		2020-12-04		オフィス系		6424

		2020-12-04		デジタル・クリエイティブ系		6587

		2020-12-04		ビューティー系		1898

		2020-12-04		フード系		17832

		2020-12-04		マスコミ系		151

		2020-12-04		医療・福祉系		19324

		2020-12-04		施設・サービス系		2788

		2020-12-04		講師・インストラクター		9571

		2020-12-04		販売・ファッション・レンタル		15610

		2020-12-04		軽作業・製造系		19204

		2020-12-04		配送・物流系		3386

		2020-12-05		エンターテインメント系		952

		2020-12-05		オフィス系		6425

		2020-12-05		デジタル・クリエイティブ系		6583

		2020-12-05		ビューティー系		1898

		2020-12-05		フード系		17814

		2020-12-05		マスコミ系		151

		2020-12-05		医療・福祉系		19324

		2020-12-05		施設・サービス系		2783

		2020-12-05		講師・インストラクター		9571

		2020-12-05		販売・ファッション・レンタル		15583

		2020-12-05		軽作業・製造系		19185

		2020-12-05		配送・物流系		3386

		2020-12-06		エンターテインメント系		952

		2020-12-06		オフィス系		6430

		2020-12-06		デジタル・クリエイティブ系		6583

		2020-12-06		ビューティー系		1898

		2020-12-06		フード系		17805

		2020-12-06		マスコミ系		151

		2020-12-06		医療・福祉系		19324

		2020-12-06		施設・サービス系		2781

		2020-12-06		講師・インストラクター		9571

		2020-12-06		販売・ファッション・レンタル		15584

		2020-12-06		軽作業・製造系		19076

		2020-12-06		配送・物流系		3389

		2020-12-07		エンターテインメント系		1024

		2020-12-07		オフィス系		6868

		2020-12-07		デジタル・クリエイティブ系		7223

		2020-12-07		ビューティー系		1892

		2020-12-07		フード系		17802

		2020-12-07		マスコミ系		153

		2020-12-07		医療・福祉系		19325

		2020-12-07		施設・サービス系		2777

		2020-12-07		講師・インストラクター		9531

		2020-12-07		販売・ファッション・レンタル		15473

		2020-12-07		軽作業・製造系		24685

		2020-12-07		配送・物流系		3493

		2020-12-08		エンターテインメント系		1072

		2020-12-08		オフィス系		7075

		2020-12-08		デジタル・クリエイティブ系		7251

		2020-12-08		ビューティー系		1908

		2020-12-08		フード系		17827

		2020-12-08		マスコミ系		153

		2020-12-08		医療・福祉系		19343

		2020-12-08		施設・サービス系		2769

		2020-12-08		講師・インストラクター		9526

		2020-12-08		販売・ファッション・レンタル		15917

		2020-12-08		軽作業・製造系		24744

		2020-12-08		配送・物流系		3557

		2020-12-09		エンターテインメント系		1070

		2020-12-09		オフィス系		7120

		2020-12-09		デジタル・クリエイティブ系		7256

		2020-12-09		ビューティー系		1956

		2020-12-09		フード系		17745

		2020-12-09		マスコミ系		152

		2020-12-09		医療・福祉系		19350

		2020-12-09		施設・サービス系		2760

		2020-12-09		講師・インストラクター		9513

		2020-12-09		販売・ファッション・レンタル		15939

		2020-12-09		軽作業・製造系		24746

		2020-12-09		配送・物流系		3550

		2020-12-10		エンターテインメント系		1078

		2020-12-10		オフィス系		7066

		2020-12-10		デジタル・クリエイティブ系		7256

		2020-12-10		ビューティー系		1958

		2020-12-10		フード系		17588

		2020-12-10		マスコミ系		151

		2020-12-10		医療・福祉系		19328

		2020-12-10		施設・サービス系		2759

		2020-12-10		講師・インストラクター		9504

		2020-12-10		販売・ファッション・レンタル		13422

		2020-12-10		軽作業・製造系		24705

		2020-12-10		配送・物流系		3432

		2020-12-11		エンターテインメント系		1078

		2020-12-11		オフィス系		6987

		2020-12-11		デジタル・クリエイティブ系		7225

		2020-12-11		ビューティー系		1952

		2020-12-11		フード系		17651

		2020-12-11		マスコミ系		151

		2020-12-11		医療・福祉系		19336

		2020-12-11		施設・サービス系		2756

		2020-12-11		講師・インストラクター		9509

		2020-12-11		販売・ファッション・レンタル		15954

		2020-12-11		軽作業・製造系		24695

		2020-12-11		配送・物流系		3494

		2020-12-12		エンターテインメント系		1077

		2020-12-12		オフィス系		6977

		2020-12-12		デジタル・クリエイティブ系		7225

		2020-12-12		ビューティー系		1952

		2020-12-12		フード系		17649

		2020-12-12		マスコミ系		151

		2020-12-12		医療・福祉系		19336

		2020-12-12		施設・サービス系		2756

		2020-12-12		講師・インストラクター		9473

		2020-12-12		販売・ファッション・レンタル		15948

		2020-12-12		軽作業・製造系		24704

		2020-12-12		配送・物流系		3494

		2020-12-13		エンターテインメント系		1077

		2020-12-13		オフィス系		6981

		2020-12-13		デジタル・クリエイティブ系		7226

		2020-12-13		ビューティー系		1951

		2020-12-13		フード系		17644

		2020-12-13		マスコミ系		151

		2020-12-13		医療・福祉系		19336

		2020-12-13		施設・サービス系		2756

		2020-12-13		講師・インストラクター		9474

		2020-12-13		販売・ファッション・レンタル		15946

		2020-12-13		軽作業・製造系		24689

		2020-12-13		配送・物流系		3515

		2020-12-14		エンターテインメント系		1079

		2020-12-14		オフィス系		6934

		2020-12-14		デジタル・クリエイティブ系		7267

		2020-12-14		ビューティー系		1951

		2020-12-14		フード系		18214

		2020-12-14		マスコミ系		148

		2020-12-14		医療・福祉系		19338

		2020-12-14		施設・サービス系		2780

		2020-12-14		講師・インストラクター		9804

		2020-12-14		販売・ファッション・レンタル		16088

		2020-12-14		軽作業・製造系		23935

		2020-12-14		配送・物流系		3670

		2020-12-15		エンターテインメント系		1095

		2020-12-15		オフィス系		6732

		2020-12-15		デジタル・クリエイティブ系		7268

		2020-12-15		ビューティー系		1949

		2020-12-15		フード系		18182

		2020-12-15		マスコミ系		148

		2020-12-15		医療・福祉系		19342

		2020-12-15		施設・サービス系		2785

		2020-12-15		講師・インストラクター		9807

		2020-12-15		販売・ファッション・レンタル		13804

		2020-12-15		軽作業・製造系		23676

		2020-12-15		配送・物流系		3706

		2020-12-16		エンターテインメント系		1101

		2020-12-16		オフィス系		6791

		2020-12-16		デジタル・クリエイティブ系		7269

		2020-12-16		ビューティー系		1949

		2020-12-16		フード系		18294

		2020-12-16		マスコミ系		148

		2020-12-16		医療・福祉系		19364

		2020-12-16		施設・サービス系		2780

		2020-12-16		講師・インストラクター		9835

		2020-12-16		販売・ファッション・レンタル		15585

		2020-12-16		軽作業・製造系		26666

		2020-12-16		配送・物流系		3679

		2020-12-17		エンターテインメント系		1109

		2020-12-17		オフィス系		6778

		2020-12-17		デジタル・クリエイティブ系		7268

		2020-12-17		ビューティー系		1948

		2020-12-17		フード系		18320

		2020-12-17		マスコミ系		148

		2020-12-17		医療・福祉系		19258

		2020-12-17		施設・サービス系		2808

		2020-12-17		講師・インストラクター		9882

		2020-12-17		販売・ファッション・レンタル		15887

		2020-12-17		軽作業・製造系		26701

		2020-12-17		配送・物流系		3675

		2020-12-18		エンターテインメント系		1094

		2020-12-18		オフィス系		6785

		2020-12-18		デジタル・クリエイティブ系		7302

		2020-12-18		ビューティー系		1960

		2020-12-18		フード系		18305

		2020-12-18		マスコミ系		148

		2020-12-18		医療・福祉系		16029

		2020-12-18		施設・サービス系		2808

		2020-12-18		講師・インストラクター		9879

		2020-12-18		販売・ファッション・レンタル		16105

		2020-12-18		軽作業・製造系		26606

		2020-12-18		配送・物流系		3783

		2020-12-19		エンターテインメント系		1093

		2020-12-19		オフィス系		6784

		2020-12-19		デジタル・クリエイティブ系		7302

		2020-12-19		ビューティー系		1960

		2020-12-19		フード系		18305

		2020-12-19		マスコミ系		148

		2020-12-19		医療・福祉系		16029

		2020-12-19		施設・サービス系		2828

		2020-12-19		講師・インストラクター		9879

		2020-12-19		販売・ファッション・レンタル		16055

		2020-12-19		軽作業・製造系		26600

		2020-12-19		配送・物流系		3728

		2020-12-20		エンターテインメント系		1093

		2020-12-20		オフィス系		6835

		2020-12-20		デジタル・クリエイティブ系		7302

		2020-12-20		ビューティー系		1960

		2020-12-20		フード系		18307

		2020-12-20		マスコミ系		148

		2020-12-20		医療・福祉系		16031

		2020-12-20		施設・サービス系		2830

		2020-12-20		講師・インストラクター		9879

		2020-12-20		販売・ファッション・レンタル		16060

		2020-12-20		軽作業・製造系		26594

		2020-12-20		配送・物流系		3779

		2020-12-21		エンターテインメント系		1088

		2020-12-21		オフィス系		5041

		2020-12-21		デジタル・クリエイティブ系		5516

		2020-12-21		ビューティー系		1960

		2020-12-21		フード系		18295

		2020-12-21		マスコミ系		148

		2020-12-21		医療・福祉系		13858

		2020-12-21		施設・サービス系		2825

		2020-12-21		講師・インストラクター		9808

		2020-12-21		販売・ファッション・レンタル		16052

		2020-12-21		軽作業・製造系		24447

		2020-12-21		配送・物流系		3726

		2020-12-22		エンターテインメント系		1085

		2020-12-22		オフィス系		6828

		2020-12-22		デジタル・クリエイティブ系		7303

		2020-12-22		ビューティー系		1959

		2020-12-22		フード系		18292

		2020-12-22		マスコミ系		148

		2020-12-22		医療・福祉系		13900

		2020-12-22		施設・サービス系		2822

		2020-12-22		講師・インストラクター		9808

		2020-12-22		販売・ファッション・レンタル		16077

		2020-12-22		軽作業・製造系		26196

		2020-12-22		配送・物流系		3716

		2020-12-23		エンターテインメント系		1087

		2020-12-23		オフィス系		6795

		2020-12-23		デジタル・クリエイティブ系		7303

		2020-12-23		ビューティー系		1960

		2020-12-23		フード系		18321

		2020-12-23		マスコミ系		148

		2020-12-23		医療・福祉系		13859

		2020-12-23		施設・サービス系		2845

		2020-12-23		講師・インストラクター		9721

		2020-12-23		販売・ファッション・レンタル		15881

		2020-12-23		軽作業・製造系		26272

		2020-12-23		配送・物流系		3717

		2020-12-24		エンターテインメント系		1091

		2020-12-24		オフィス系		6790

		2020-12-24		デジタル・クリエイティブ系		7304

		2020-12-24		ビューティー系		1959

		2020-12-24		フード系		18315

		2020-12-24		マスコミ系		148

		2020-12-24		医療・福祉系		8385

		2020-12-24		施設・サービス系		2838

		2020-12-24		講師・インストラクター		7280

		2020-12-24		販売・ファッション・レンタル		15927

		2020-12-24		軽作業・製造系		26214

		2020-12-24		配送・物流系		3669

		2020-12-25		エンターテインメント系		1089

		2020-12-25		オフィス系		6782

		2020-12-25		デジタル・クリエイティブ系		7306

		2020-12-25		ビューティー系		1959

		2020-12-25		フード系		18323

		2020-12-25		マスコミ系		148

		2020-12-25		医療・福祉系		7998

		2020-12-25		施設・サービス系		2836

		2020-12-25		講師・インストラクター		7404

		2020-12-25		販売・ファッション・レンタル		15864

		2020-12-25		軽作業・製造系		26249

		2020-12-25		配送・物流系		3612

		2020-12-26		エンターテインメント系		1090

		2020-12-26		オフィス系		6788

		2020-12-26		デジタル・クリエイティブ系		7306

		2020-12-26		ビューティー系		1955

		2020-12-26		フード系		18325

		2020-12-26		マスコミ系		148

		2020-12-26		医療・福祉系		7997

		2020-12-26		施設・サービス系		2837

		2020-12-26		講師・インストラクター		7405

		2020-12-26		販売・ファッション・レンタル		15809

		2020-12-26		軽作業・製造系		26248

		2020-12-26		配送・物流系		3612

		2020-12-27		エンターテインメント系		1089

		2020-12-27		オフィス系		6785

		2020-12-27		デジタル・クリエイティブ系		7304

		2020-12-27		ビューティー系		1950

		2020-12-27		フード系		17961

		2020-12-27		マスコミ系		148

		2020-12-27		医療・福祉系		7993

		2020-12-27		施設・サービス系		2849

		2020-12-27		講師・インストラクター		7424

		2020-12-27		販売・ファッション・レンタル		15797

		2020-12-27		軽作業・製造系		26481

		2020-12-27		配送・物流系		3537

		2020-12-28		エンターテインメント系		1089

		2020-12-28		オフィス系		6877

		2020-12-28		デジタル・クリエイティブ系		7303

		2020-12-28		ビューティー系		1950

		2020-12-28		フード系		17939

		2020-12-28		マスコミ系		148

		2020-12-28		医療・福祉系		5006

		2020-12-28		施設・サービス系		2911

		2020-12-28		講師・インストラクター		7425

		2020-12-28		販売・ファッション・レンタル		15657

		2020-12-28		軽作業・製造系		27040

		2020-12-28		配送・物流系		3555

		2020-12-29		エンターテインメント系		1089

		2020-12-29		オフィス系		6795

		2020-12-29		デジタル・クリエイティブ系		7303

		2020-12-29		ビューティー系		2374

		2020-12-29		フード系		17854

		2020-12-29		マスコミ系		148

		2020-12-29		医療・福祉系		4982

		2020-12-29		施設・サービス系		4709

		2020-12-29		講師・インストラクター		7424

		2020-12-29		販売・ファッション・レンタル		15649

		2020-12-29		軽作業・製造系		27008

		2020-12-29		配送・物流系		3555

		2020-12-30		エンターテインメント系		1089

		2020-12-30		オフィス系		6795

		2020-12-30		デジタル・クリエイティブ系		7303

		2020-12-30		ビューティー系		2374

		2020-12-30		フード系		17856

		2020-12-30		マスコミ系		148

		2020-12-30		医療・福祉系		4973

		2020-12-30		施設・サービス系		4711

		2020-12-30		講師・インストラクター		7424

		2020-12-30		販売・ファッション・レンタル		15640

		2020-12-30		軽作業・製造系		27028

		2020-12-30		配送・物流系		3554

		2020-12-31		エンターテインメント系		1089

		2020-12-31		オフィス系		6782

		2020-12-31		デジタル・クリエイティブ系		7304

		2020-12-31		ビューティー系		2374

		2020-12-31		フード系		19414

		2020-12-31		マスコミ系		148

		2020-12-31		医療・福祉系		8704

		2020-12-31		施設・サービス系		4710

		2020-12-31		講師・インストラクター		7420

		2020-12-31		販売・ファッション・レンタル		15479

		2020-12-31		軽作業・製造系		26972

		2020-12-31		配送・物流系		3542

		2021-01-01		エンターテインメント系		1089

		2021-01-01		オフィス系		6782

		2021-01-01		デジタル・クリエイティブ系		7303

		2021-01-01		ビューティー系		2374

		2021-01-01		フード系		19413

		2021-01-01		マスコミ系		148

		2021-01-01		医療・福祉系		8704

		2021-01-01		施設・サービス系		4710

		2021-01-01		講師・インストラクター		7420

		2021-01-01		販売・ファッション・レンタル		15481

		2021-01-01		軽作業・製造系		26971

		2021-01-01		配送・物流系		3542

		2021-01-02		エンターテインメント系		1090

		2021-01-02		オフィス系		6782

		2021-01-02		デジタル・クリエイティブ系		7302

		2021-01-02		ビューティー系		2383

		2021-01-02		フード系		19415

		2021-01-02		マスコミ系		148

		2021-01-02		医療・福祉系		8704

		2021-01-02		施設・サービス系		4709

		2021-01-02		講師・インストラクター		7420

		2021-01-02		販売・ファッション・レンタル		15479

		2021-01-02		軽作業・製造系		26974

		2021-01-02		配送・物流系		3542

		2021-01-03		エンターテインメント系		1090

		2021-01-03		オフィス系		6891

		2021-01-03		デジタル・クリエイティブ系		7304

		2021-01-03		ビューティー系		2383

		2021-01-03		フード系		19666

		2021-01-03		マスコミ系		148

		2021-01-03		医療・福祉系		9128

		2021-01-03		施設・サービス系		4708

		2021-01-03		講師・インストラクター		7420

		2021-01-03		販売・ファッション・レンタル		15500

		2021-01-03		軽作業・製造系		27895

		2021-01-03		配送・物流系		3590

		2021-01-04		エンターテインメント系		1086

		2021-01-04		オフィス系		6844

		2021-01-04		デジタル・クリエイティブ系		7302

		2021-01-04		ビューティー系		2379

		2021-01-04		フード系		19715

		2021-01-04		マスコミ系		147

		2021-01-04		医療・福祉系		16530

		2021-01-04		施設・サービス系		4713

		2021-01-04		講師・インストラクター		9884

		2021-01-04		販売・ファッション・レンタル		15518

		2021-01-04		軽作業・製造系		27971

		2021-01-04		配送・物流系		3586

		2021-01-05		エンターテインメント系		1094

		2021-01-05		オフィス系		6812

		2021-01-05		デジタル・クリエイティブ系		7440

		2021-01-05		ビューティー系		2381

		2021-01-05		フード系		19714

		2021-01-05		マスコミ系		146

		2021-01-05		医療・福祉系		19776

		2021-01-05		施設・サービス系		4682

		2021-01-05		講師・インストラクター		10509

		2021-01-05		販売・ファッション・レンタル		15437

		2021-01-05		軽作業・製造系		27935

		2021-01-05		配送・物流系		3313

		2021-01-06		エンターテインメント系		1117

		2021-01-06		オフィス系		6850

		2021-01-06		デジタル・クリエイティブ系		7437

		2021-01-06		ビューティー系		2381

		2021-01-06		フード系		19700

		2021-01-06		マスコミ系		53

		2021-01-06		医療・福祉系		19764

		2021-01-06		施設・サービス系		4709

		2021-01-06		講師・インストラクター		10546

		2021-01-06		販売・ファッション・レンタル		15711

		2021-01-06		軽作業・製造系		17692

		2021-01-06		配送・物流系		3325

		2021-01-07		エンターテインメント系		1119

		2021-01-07		オフィス系		6852

		2021-01-07		デジタル・クリエイティブ系		7438

		2021-01-07		ビューティー系		2388

		2021-01-07		フード系		19643

		2021-01-07		マスコミ系		53

		2021-01-07		医療・福祉系		19774

		2021-01-07		施設・サービス系		4707

		2021-01-07		講師・インストラクター		10584

		2021-01-07		販売・ファッション・レンタル		15738

		2021-01-07		軽作業・製造系		20476

		2021-01-07		配送・物流系		3291

		2021-01-08		エンターテインメント系		1111

		2021-01-08		オフィス系		6952

		2021-01-08		デジタル・クリエイティブ系		7435

		2021-01-08		ビューティー系		2385

		2021-01-08		フード系		19473

		2021-01-08		マスコミ系		53

		2021-01-08		医療・福祉系		19771

		2021-01-08		施設・サービス系		2905

		2021-01-08		講師・インストラクター		10597

		2021-01-08		販売・ファッション・レンタル		15715

		2021-01-08		軽作業・製造系		20525

		2021-01-08		配送・物流系		3749

		2021-01-09		エンターテインメント系		1110

		2021-01-09		オフィス系		6926

		2021-01-09		デジタル・クリエイティブ系		7434

		2021-01-09		ビューティー系		2385

		2021-01-09		フード系		19489

		2021-01-09		マスコミ系		53

		2021-01-09		医療・福祉系		19772

		2021-01-09		施設・サービス系		2912

		2021-01-09		講師・インストラクター		10652

		2021-01-09		販売・ファッション・レンタル		15708

		2021-01-09		軽作業・製造系		20524

		2021-01-09		配送・物流系		3749

		2021-01-10		エンターテインメント系		1110

		2021-01-10		オフィス系		6943

		2021-01-10		デジタル・クリエイティブ系		7433

		2021-01-10		ビューティー系		2385

		2021-01-10		フード系		19491

		2021-01-10		マスコミ系		53

		2021-01-10		医療・福祉系		19778

		2021-01-10		施設・サービス系		2915

		2021-01-10		講師・インストラクター		10651

		2021-01-10		販売・ファッション・レンタル		15705

		2021-01-10		軽作業・製造系		20415

		2021-01-10		配送・物流系		3763

		2021-01-11		エンターテインメント系		1108

		2021-01-11		オフィス系		6948

		2021-01-11		デジタル・クリエイティブ系		7433

		2021-01-11		ビューティー系		2385

		2021-01-11		フード系		19499

		2021-01-11		マスコミ系		53

		2021-01-11		医療・福祉系		19778

		2021-01-11		施設・サービス系		2914

		2021-01-11		講師・インストラクター		10655

		2021-01-11		販売・ファッション・レンタル		15723

		2021-01-11		軽作業・製造系		20507

		2021-01-11		配送・物流系		3698

		2021-01-12		エンターテインメント系		1112

		2021-01-12		オフィス系		6944

		2021-01-12		デジタル・クリエイティブ系		7463

		2021-01-12		ビューティー系		2384

		2021-01-12		フード系		19395

		2021-01-12		マスコミ系		52

		2021-01-12		医療・福祉系		19734

		2021-01-12		施設・サービス系		4718

		2021-01-12		講師・インストラクター		10633

		2021-01-12		販売・ファッション・レンタル		13746

		2021-01-12		軽作業・製造系		20443

		2021-01-12		配送・物流系		3689

		2021-01-13		エンターテインメント系		1110

		2021-01-13		オフィス系		6971

		2021-01-13		デジタル・クリエイティブ系		7464

		2021-01-13		ビューティー系		2381

		2021-01-13		フード系		19409

		2021-01-13		マスコミ系		53

		2021-01-13		医療・福祉系		19760

		2021-01-13		施設・サービス系		4722

		2021-01-13		講師・インストラクター		10652

		2021-01-13		販売・ファッション・レンタル		15690

		2021-01-13		軽作業・製造系		20521

		2021-01-13		配送・物流系		3751

		2021-01-14		エンターテインメント系		1110

		2021-01-14		オフィス系		6980

		2021-01-14		デジタル・クリエイティブ系		7465

		2021-01-14		ビューティー系		2342

		2021-01-14		フード系		19730

		2021-01-14		マスコミ系		53

		2021-01-14		医療・福祉系		19630

		2021-01-14		施設・サービス系		4709

		2021-01-14		講師・インストラクター		10651

		2021-01-14		販売・ファッション・レンタル		16003

		2021-01-14		軽作業・製造系		21000

		2021-01-14		配送・物流系		3752

		2021-01-15		エンターテインメント系		1110

		2021-01-15		オフィス系		7000

		2021-01-15		デジタル・クリエイティブ系		2002

		2021-01-15		ビューティー系		2336

		2021-01-15		フード系		19693

		2021-01-15		マスコミ系		39

		2021-01-15		医療・福祉系		19633

		2021-01-15		施設・サービス系		4709

		2021-01-15		講師・インストラクター		10656

		2021-01-15		販売・ファッション・レンタル		16074

		2021-01-15		軽作業・製造系		20984

		2021-01-15		配送・物流系		3770

		2021-01-16		エンターテインメント系		1110

		2021-01-16		オフィス系		7000

		2021-01-16		デジタル・クリエイティブ系		2002

		2021-01-16		ビューティー系		2336

		2021-01-16		フード系		19690

		2021-01-16		マスコミ系		39

		2021-01-16		医療・福祉系		19633

		2021-01-16		施設・サービス系		4704

		2021-01-16		講師・インストラクター		9123

		2021-01-16		販売・ファッション・レンタル		16072

		2021-01-16		軽作業・製造系		20980

		2021-01-16		配送・物流系		3764

		2021-01-17		エンターテインメント系		1112

		2021-01-17		オフィス系		6991

		2021-01-17		デジタル・クリエイティブ系		2004

		2021-01-17		ビューティー系		2328

		2021-01-17		フード系		19693

		2021-01-17		マスコミ系		39

		2021-01-17		医療・福祉系		19633

		2021-01-17		施設・サービス系		4703

		2021-01-17		講師・インストラクター		9242

		2021-01-17		販売・ファッション・レンタル		16118

		2021-01-17		軽作業・製造系		21423

		2021-01-17		配送・物流系		3737

		2021-01-18		エンターテインメント系		1103

		2021-01-18		オフィス系		6972

		2021-01-18		デジタル・クリエイティブ系		2004

		2021-01-18		ビューティー系		2331

		2021-01-18		フード系		19852

		2021-01-18		マスコミ系		38

		2021-01-18		医療・福祉系		19566

		2021-01-18		施設・サービス系		4724

		2021-01-18		講師・インストラクター		10496

		2021-01-18		販売・ファッション・レンタル		16139

		2021-01-18		軽作業・製造系		21195

		2021-01-18		配送・物流系		3562

		2021-01-19		エンターテインメント系		1106

		2021-01-19		オフィス系		6989

		2021-01-19		デジタル・クリエイティブ系		2005

		2021-01-19		ビューティー系		2330

		2021-01-19		フード系		19879

		2021-01-19		マスコミ系		38

		2021-01-19		医療・福祉系		19575

		2021-01-19		施設・サービス系		4717

		2021-01-19		講師・インストラクター		9907

		2021-01-19		販売・ファッション・レンタル		15588

		2021-01-19		軽作業・製造系		21028

		2021-01-19		配送・物流系		3562

		2021-01-20		エンターテインメント系		1103

		2021-01-20		オフィス系		6993

		2021-01-20		デジタル・クリエイティブ系		2003

		2021-01-20		ビューティー系		2331

		2021-01-20		フード系		17368

		2021-01-20		マスコミ系		38

		2021-01-20		医療・福祉系		19574

		2021-01-20		施設・サービス系		4712

		2021-01-20		講師・インストラクター		9948

		2021-01-20		販売・ファッション・レンタル		15536

		2021-01-20		軽作業・製造系		20977

		2021-01-20		配送・物流系		3562

		2021-01-21		エンターテインメント系		1113

		2021-01-21		オフィス系		7042

		2021-01-21		デジタル・クリエイティブ系		2004

		2021-01-21		ビューティー系		2327

		2021-01-21		フード系		17144

		2021-01-21		マスコミ系		38

		2021-01-21		医療・福祉系		19529

		2021-01-21		施設・サービス系		4704

		2021-01-21		講師・インストラクター		9868

		2021-01-21		販売・ファッション・レンタル		15974

		2021-01-21		軽作業・製造系		24217

		2021-01-21		配送・物流系		3573

		2021-01-22		エンターテインメント系		1123

		2021-01-22		オフィス系		7044

		2021-01-22		デジタル・クリエイティブ系		2002

		2021-01-22		ビューティー系		2306

		2021-01-22		フード系		17168

		2021-01-22		マスコミ系		38

		2021-01-22		医療・福祉系		19551

		2021-01-22		施設・サービス系		4718

		2021-01-22		講師・インストラクター		9899

		2021-01-22		販売・ファッション・レンタル		15885

		2021-01-22		軽作業・製造系		20412

		2021-01-22		配送・物流系		3474

		2021-01-23		エンターテインメント系		1117

		2021-01-23		オフィス系		7045

		2021-01-23		デジタル・クリエイティブ系		2002

		2021-01-23		ビューティー系		2314

		2021-01-23		フード系		17160

		2021-01-23		マスコミ系		38

		2021-01-23		医療・福祉系		19552

		2021-01-23		施設・サービス系		4722

		2021-01-23		講師・インストラクター		9908

		2021-01-23		販売・ファッション・レンタル		15876

		2021-01-23		軽作業・製造系		17325

		2021-01-23		配送・物流系		3473

		2021-01-24		エンターテインメント系		1117

		2021-01-24		オフィス系		7046

		2021-01-24		デジタル・クリエイティブ系		2002

		2021-01-24		ビューティー系		2314

		2021-01-24		フード系		17365

		2021-01-24		マスコミ系		38

		2021-01-24		医療・福祉系		19552

		2021-01-24		施設・サービス系		4712

		2021-01-24		講師・インストラクター		9908

		2021-01-24		販売・ファッション・レンタル		15881

		2021-01-24		軽作業・製造系		17198

		2021-01-24		配送・物流系		3389

		2021-01-25		エンターテインメント系		1117

		2021-01-25		オフィス系		7056

		2021-01-25		デジタル・クリエイティブ系		2003

		2021-01-25		ビューティー系		2310

		2021-01-25		フード系		17345

		2021-01-25		マスコミ系		39

		2021-01-25		医療・福祉系		12186

		2021-01-25		施設・サービス系		4708

		2021-01-25		講師・インストラクター		9902

		2021-01-25		販売・ファッション・レンタル		15823

		2021-01-25		軽作業・製造系		17390

		2021-01-25		配送・物流系		3396





MB職種別応募数（元データ）

		ym		e_cnt		v3_sales		spa		occupation		category1		category2

		2019-12		68		211859.340252256		3115.5785331214		CADオペレーター		デジタル・クリエイティブ系		デザイン関連

		2019-12		78		224422.671899529		2877.2137423017		CD・ビデオ販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		ＣＤ・ビデオ・書籍・レンタル

		2019-12		21		99905.7905400638		4757.4185971459		DTPオペレーター		デジタル・クリエイティブ系		デザイン関連

		2019-12		1		41.5648874935		41.5648874935		DTPデザイナー		デジタル・クリエイティブ系		デザイン関連

		2019-12		54		142277.431827348		2634.767256062		PCインストラクター		講師・インストラクター		インストラクター

		2019-12		16		95665.0381998953		5979.0648874935		Webディレクター		デジタル・クリエイティブ系		web関連

		2019-12		189		497091.872502815		2630.1157275281		Webデザイナー		デジタル・クリエイティブ系		web関連

		2019-12		222		547391.558202406		2465.7277396505		Webプログラマー		デジタル・クリエイティブ系		web関連

		2019-12		150		119518.444741085		796.7896316072		Webページの更新・運営		デジタル・クリエイティブ系		web関連

		2019-12		121		414039.830378273		3421.8167799857		web関連		デジタル・クリエイティブ系		web関連

		2019-12		2197		10895367.6050401		4959.202369158		アパレル販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		アパレル・雑貨・インテリア販売

		2019-12		110		236958.9502314		2154.1722748309		アミューズメントスタッフ		エンターテインメント系		イベント・アミューズメント施設

		2019-12		2		13839.072109067		6919.5360545335		イベントコンパニオン		エンターテインメント系		イベント・アミューズメント施設

		2019-12		255		1231355.20786711		4828.84395242		イベントスタッフ		エンターテインメント系		イベント・アミューズメント施設

		2019-12		472		2891898.37369089		6126.9033340909		インストアスタッフ		フード系		その他

		2019-12		139		893741.030604699		6429.7915870842		インストラクター		講師・インストラクター		インストラクター

		2019-12		36		184562.191755167		5126.7275487546		インテリア販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		アパレル・雑貨・インテリア販売

		2019-12		30		55444.514041011		1848.1504680337		エステティシャン		ビューティー系		エステ・セラピスト・マッサージ

		2019-12		35		66518.5918498168		1900.5311957091		エンターテインメント系		エンターテインメント系		その他

		2019-12		76		134290.643060308		1766.9821455304		オフィス系		オフィス系		その他

		2019-12		345		1117396.42746615		3238.8302245396		カウンタースタッフ		フード系		カフェ・喫茶店

		2019-12		269		1167634.57150725		4340.648964711		カフェ・喫茶店		フード系		カフェ・喫茶店

		2019-12		372		546966.582998592		1470.3402768779		カラオケスタッフ		エンターテインメント系		カラオケ・漫画喫茶

		2019-12		190		756112.049612882		3979.5371032257		ガソリンスタンドスタッフ		施設・サービス系		駅・空港・ガソリンスタンド

		2019-12		286		1127403.25383387		3941.9694189995		キッチンスタッフ		フード系		カフェ・喫茶店

		2019-12		468		2145807.99847553		4585.0598258024		キッチンスタッフ		フード系		ファーストフード

		2019-12		3374		13794614.6804424		4088.504647434		キッチンスタッフ		フード系		レストラン

		2019-12		1003		3379243.84948788		3369.1364401674		キッチンスタッフ		フード系		居酒屋・バー

		2019-12		1204		5795771.91828795		4813.7640517342		キッチンスタッフ		フード系		日本料理・中華料理・その他料理店

		2019-12		62		306503.610312206		4943.6066179388		キャンペーンスタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2019-12		92		198823.969649398		2161.1301048848		グラフィックデザイナー		デジタル・クリエイティブ系		デザイン関連

		2019-12		5		40982.6946624804		8196.5389324961		グループ指導		講師・インストラクター		塾・家庭教師

		2019-12		31		12414.2995307304		400.4612751849		ゲームクリエイター		デジタル・クリエイティブ系		ゲーム関連

		2019-12		121		414845.119832548		3428.4720647318		ゲームセンタースタッフ		エンターテインメント系		パチンコ・ゲームセンター・ボウリング

		2019-12		116		458650.895764969		3953.8870324566		ゲームテスター		デジタル・クリエイティブ系		ゲーム関連

		2019-12		5		100207.824437467		20041.5648874935		ゲーム販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2019-12		75		314906.505183339		4198.7534024445		ゲーム関連		デジタル・クリエイティブ系		ゲーム関連

		2019-12		6		249.3893249608		41.5648874935		コピーライター		デジタル・クリエイティブ系		その他

		2019-12		9		374.0839874411		41.5648874935		コンテンツプランナー		デジタル・クリエイティブ系		その他

		2019-12		215		1401467.42030782		6518.4531177108		コンビニスタッフ		販売・ファッション・レンタル		コンビニ・スーパー

		2019-12		31		201288.511512297		6493.1777907193		サーバー管理		デジタル・クリエイティブ系		システム関連

		2019-12		129		478004.919455829		3705.4644919056		システムエンジニア		デジタル・クリエイティブ系		システム関連

		2019-12		46		71148.3535192448		1546.7033373749		システム関連		デジタル・クリエイティブ系		システム関連

		2019-12		37		114205.569811141		3086.6370219227		ジムスタッフ		施設・サービス系		ジム・健康施設

		2019-12		88		507447.979764253		5766.4543155029		ジュエリーショップスタッフ		販売・ファッション・レンタル		アパレル・雑貨・インテリア販売

		2019-12		90		146998.773792737		1633.3197088082		スポーツインストラクター		講師・インストラクター		インストラクター

		2019-12		36		115355.451780855		3204.3181050238		スポーツ用品販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2019-12		114		704531.371452692		6180.099749585		スーパースタッフ		販売・ファッション・レンタル		コンビニ・スーパー

		2019-12		279		1822509.9076987		6532.293575981		セラピスト		ビューティー系		エステ・セラピスト・マッサージ

		2019-12		9		374.0839874411		41.5648874935		チューター		講師・インストラクター		塾・家庭教師

		2019-12		251		719854.107396623		2867.9446509826		テレフォンアポインター		オフィス系		電話・メール

		2019-12		10		14171.5912090147		1417.1591209015		テレフォンマーケティング		オフィス系		電話・メール

		2019-12		28		83452.6269623233		2980.4509629401		デザイン関連		デジタル・クリエイティブ系		デザイン関連

		2019-12		38		139139.240070672		3661.5589492282		デジタル・クリエイティブ系		デジタル・クリエイティブ系		その他

		2019-12		74		345671.358751858		4671.2345777278		デパートスタッフ		販売・ファッション・レンタル		デパート・量販店

		2019-12		27		51319.8193785306		1900.7340510567		デモンストレーター		販売・ファッション・レンタル		その他

		2019-12		1052		4393517.04710456		4176.3470029511		デリバリースタッフ		フード系		その他

		2019-12		45		154697.71398945		3437.7269775433		デリバリースタッフ		配送・物流系		その他

		2019-12		346		2099412.03158234		6067.6648311628		データ入力		オフィス系		その他

		2019-12		133		666915.701929407		5014.4037739053		ドラッグストアスタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2019-12		8		14243.4181696889		1780.4272712111		ネットワークエンジニア		デジタル・クリエイティブ系		システム関連

		2019-12		28		324295.528460622		11581.9831593079		バイク便スタッフ		配送・物流系		郵便・宅配便・バイク便・ 新聞配達

		2019-12		109		330259.533422354		3029.9039763519		バーテンダー		フード系		居酒屋・バー

		2019-12		1076		7748779.8137136		7201.4682283584		パチンコ店スタッフ		エンターテインメント系		パチンコ・ゲームセンター・ボウリング

		2019-12		47		276363.175190194		5880.0675572382		パン・ケーキ・お菓子		フード系		パン・ケーキ・お菓子

		2019-12		88		324298.23210369		3685.2071829965		ビューティー系		ビューティー系		その他

		2019-12		568		1095577.50988396		1928.8336441619		ファーストフード		フード系		ファーストフード

		2019-12		1		41.5648874935		41.5648874935		フラッシュ制作		デジタル・クリエイティブ系		web関連

		2019-12		38		188723.177341818		4966.399403732		フラワーショップスタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2019-12		400		1843568.12396004		4608.9203099001		フロアスタッフ		フード系		カフェ・喫茶店

		2019-12		238		1187074.99199312		4987.7100503913		フード系		フード系		その他

		2019-12		46		64040.0593929879		1392.1752041954		ペットショップスタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2019-12		295		1072269.88029262		3634.8131535343		ホテルスタッフ		施設・サービス系		ホテル・旅館・結婚式場

		2019-12		58		300904.682015139		5188.0117588817		ホームヘルパー		医療・福祉系		介護

		2019-12		1065		8960681.47288524		8413.7854205495		ホールスタッフ		フード系		ファーストフード

		2019-12		3373		13948072.3936149		4135.2126871079		ホールスタッフ		フード系		レストラン

		2019-12		1146		3593398.58273104		3135.6008575314		ホールスタッフ		フード系		居酒屋・バー

		2019-12		1275		6300697.4264376		4941.7234717158		ホールスタッフ		フード系		日本料理・中華料理・その他料理店

		2019-12		3		1273.6853305425		424.5617768475		ボウリングスタッフ		エンターテインメント系		パチンコ・ゲームセンター・ボウリング

		2019-12		109		347010.570775686		3183.5832181256		ポスティングスタッフ		軽作業・製造系		その他

		2019-12		31		31288.5115122972		1009.3068229773		マンションコンシェルジュ		施設・サービス系		その他

		2019-12		1		2823.0118921018		2823.0118921018		マージャン店スタッフ		エンターテインメント系		その他

		2019-12		50		481092.67976027		9621.8535952054		メイクアップスタッフ		ビューティー系		その他

		2019-12		7		290.9542124542		41.5648874935		メール処理		オフィス系		電話・メール

		2019-12		12		50498.7786499215		4208.2315541601		リゾートスタッフ		施設・サービス系		その他

		2019-12		165		1022893.90196626		6199.3569816137		レジスタッフ		販売・ファッション・レンタル		コンビニ・スーパー

		2019-12		107		455043.680816454		4252.7446805276		レストラン		フード系		レストラン

		2019-12		12		70498.7786499215		5874.8982208268		レンタル店スタッフ		販売・ファッション・レンタル		ＣＤ・ビデオ・書籍・レンタル

		2019-12		117		417098.572790121		3564.9450665822		ワゴンサービススタッフ		エンターテインメント系		パチンコ・ゲームセンター・ボウリング

		2019-12		787		3000767.0593568		3812.9187539476		一般事務		オフィス系		事務・受付・経理

		2019-12		135		450215.317501141		3334.9282777862		事務・受付・経理		オフィス系		事務・受付・経理

		2019-12		3		124.6946624804		41.5648874935		人事		オフィス系		その他

		2019-12		468		3572072.5620123		7632.6336795135		仕分けスタッフ		配送・物流系		梱包・仕分け・資材搬入

		2019-12		230		91437.8952905356		397.5560664806		企画営業		オフィス系		営業

		2019-12		62		149645.822763287		2413.6423026337		修理・メンテスタッフ		軽作業・製造系		その他

		2019-12		126		872606.017235635		6925.4445812352		倉庫スタッフ		軽作業・製造系		工事・倉庫・引っ越し

		2019-12		18		748.1679748823		41.5648874935		個人営業		オフィス系		営業

		2019-12		323		2595172.72801523		8034.5904892112		個別指導講師		講師・インストラクター		塾・家庭教師

		2019-12		56		145776.638854576		2603.1542652603		健康施設スタッフ		施設・サービス系		ジム・健康施設

		2019-12		97		386926.242961201		3988.9303398062		入出荷業務スタッフ		配送・物流系		在庫管理・入出荷業務

		2019-12		26		71080.6870748299		2733.8725798012		入浴介助		医療・福祉系		介護

		2019-12		29		19271.2375427127		664.5254325073		制作スタッフ		マスコミ系		編集・取材・撮影・制作

		2019-12		10		94882.2595499738		9488.2259549974		劇場スタッフ		エンターテインメント系		映画館・遊園地・劇場

		2019-12		15		66422.0263270281		4428.1350884685		加工スタッフ		軽作業・製造系		工場

		2019-12		59		565113.460683844		9578.1942488787		医療・福祉系		医療・福祉系		その他

		2019-12		5		207.8244374673		41.5648874935		医療施設事務		医療・福祉系		医療施設

		2019-12		18		14659.0670446235		814.3926135902		医療施設受付		医療・福祉系		医療施設

		2019-12		393		2278846.09612155		5798.5905753729		受付		オフィス系		事務・受付・経理

		2019-12		61		301996.66637462		4950.7650225347		品出しスタッフ		販売・ファッション・レンタル		コンビニ・スーパー

		2019-12		13		50540.3435374149		3887.7187336473		商品管理		オフィス系		その他

		2019-12		49		274683.811796454		5605.7920774787		営業		オフィス系		営業

		2019-12		244		1723972.21808589		7065.4599101881		営業アシスタント		オフィス系		営業

		2019-12		252		1997658.00297964		7927.2142975382		在庫管理スタッフ		配送・物流系		在庫管理・入出荷業務

		2019-12		131		1003384.06412987		7659.4203368693		宅配便スタッフ		配送・物流系		郵便・宅配便・バイク便・ 新聞配達

		2019-12		178		1550252.23089856		8709.2821960593		客室清掃スタッフ		施設・サービス系		ホテル・旅館・結婚式場

		2019-12		114		731339.70148765		6415.2605393654		家庭教師		講師・インストラクター		塾・家庭教師

		2019-12		128		607920.434154631		4749.3783918331		家電販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		デパート・量販店

		2019-12		74		223709.715175636		3023.1042591302		居酒屋・バー		フード系		居酒屋・バー

		2019-12		95		239525.09728453		2521.3168135214		工事スタッフ		軽作業・製造系		工事・倉庫・引っ越し

		2019-12		23		95955.9924123495		4171.9996701022		市場調査スタッフ		軽作業・製造系		その他

		2019-12		69		232278.112919132		3366.3494625961		幼児教育スタッフ		講師・インストラクター		その他

		2019-12		51		281351.909617477		5516.7041101466		建築・造園スタッフ		軽作業・製造系		その他

		2019-12		214		3138982.16622023		14668.140963646		引越しスタッフ		軽作業・製造系		工事・倉庫・引っ越し

		2019-12		280		1717909.68317867		6135.3917256381		惣菜屋スタッフ		フード系		その他

		2019-12		259		1497059.61767036		5780.1529639782		携帯電話販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2019-12		75		581461.707575834		7752.8227676778		撮影スタッフ		マスコミ系		編集・取材・撮影・制作

		2019-12		49		326983.973110394		6673.1423083754		新聞配達スタッフ		配送・物流系		郵便・宅配便・バイク便・ 新聞配達

		2019-12		65		332504.133785099		5115.4482120784		施術スタッフ		ビューティー系		エステ・セラピスト・マッサージ

		2019-12		367		1458780.63396372		3974.8791116178		施設・サービス系		施設・サービス系		その他

		2019-12		20		169824.608291012		8491.2304145506		施設管理員		施設・サービス系		その他

		2019-12		6		249.3893249608		41.5648874935		旅館スタッフ		施設・サービス系		ホテル・旅館・結婚式場

		2019-12		66		216103.313942503		3274.2926354925		日本料理・中華料理・その他料理店		フード系		日本料理・中華料理・その他料理店

		2019-12		26		81080.6870748299		3118.4879644165		書籍販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		ＣＤ・ビデオ・書籍・レンタル

		2019-12		132		661290.949081204		5009.7799172819		梱包スタッフ		配送・物流系		梱包・仕分け・資材搬入

		2019-12		265		2039235.80209911		7695.2294418834		検査スタッフ		軽作業・製造系		工場

		2019-12		41		319856.636981774		7801.3813897994		機械オペレーション		軽作業・製造系		その他

		2019-12		5		29874.6658412886		5974.9331682577		歯科助手		医療・福祉系		看護師・歯科助手

		2019-12		50		126182.438672653		2523.6487734531		法人営業		オフィス系		営業

		2019-12		4		65166.2595499738		16291.5648874935		洗い場スタッフ		フード系		カフェ・喫茶店

		2019-12		4		60166.2595499738		15041.5648874935		洗い場スタッフ		フード系		ファーストフード

		2019-12		75		313788.591147934		4183.8478819724		洗い場スタッフ		フード系		レストラン

		2019-12		48		1995.114599686		41.5648874935		洗い場スタッフ		フード系		居酒屋・バー

		2019-12		46		274267.99192477		5962.3476505385		洗い場スタッフ		フード系		日本料理・中華料理・その他料理店

		2019-12		670		3365268.81512698		5022.7892763089		清掃スタッフ		軽作業・製造系		警備・車両誘導・清掃・点検

		2019-12		281		711037.00607672		2530.3808045435		漫画喫茶スタッフ		エンターテインメント系		カラオケ・漫画喫茶

		2019-12		30		74262.7269107672		2475.4242303589		点検スタッフ		軽作業・製造系		警備・車両誘導・清掃・点検

		2019-12		8		22274.2542124542		2784.2817765568		理髪師		ビューティー系		美容師・理髪師

		2019-12		53		417202.939037153		7871.7535667387		看護師		医療・福祉系		看護師・歯科助手

		2019-12		18		52107.0564944926		2894.8364719163		空港スタッフ		施設・サービス系		駅・空港・ガソリンスタンド

		2019-12		166		1466009.66538496		8831.3835264154		組立スタッフ		軽作業・製造系		工場

		2019-12		68		206076.100186033		3030.5308850887		経理		オフィス系		事務・受付・経理

		2019-12		52		258622.364787477		4973.5070151438		結婚式場スタッフ		施設・サービス系		ホテル・旅館・結婚式場

		2019-12		220		949795.723395439		4317.2532881611		給食スタッフ		フード系		その他

		2019-12		4		16077.1586197151		4019.2896549288		総務		オフィス系		その他

		2019-12		20		831.2977498692		41.5648874935		編集スタッフ		マスコミ系		編集・取材・撮影・制作

		2019-12		45		344381.503278366		7652.9222950748		美容師		ビューティー系		美容師・理髪師

		2019-12		6		7282.317227662		1213.7195379437		翻訳		オフィス系		その他

		2019-12		195		1853344.64818751		9504.3315291667		老人介護施設スタッフ		医療・福祉系		介護

		2019-12		11		84490.1416651292		7680.9219695572		自動車・バイク販売		販売・ファッション・レンタル		その他

		2019-12		70		145975.397929945		2085.3628275706		英語講師		講師・インストラクター		語学講師

		2019-12		160		656013.475273833		4100.0842204615		製造スタッフ		フード系		パン・ケーキ・お菓子

		2019-12		635		4635624.78785757		7300.1965163111		製造スタッフ		軽作業・製造系		工場

		2019-12		34		1413.2061747776		41.5648874935		講師・インストラクター		講師・インストラクター		その他

		2019-12		706		7666893.23678291		10859.6221484177		警備スタッフ		軽作業・製造系		警備・車両誘導・清掃・点検

		2019-12		231		1036354.86716697		4486.3847063505		販売スタッフ		フード系		パン・ケーキ・お菓子

		2019-12		389		1608100.0274363		4133.9332324841		販売・ファッション・レンタル		販売・ファッション・レンタル		その他

		2019-12		74		102668.681666513		1387.414617115		資材搬入スタッフ		配送・物流系		梱包・仕分け・資材搬入

		2019-12		232		2902153.66369122		12509.2830331518		車両誘導スタッフ		軽作業・製造系		警備・車両誘導・清掃・点検

		2019-12		225		1266893.85232002		5630.6393436445		軽作業・製造系		軽作業・製造系		その他

		2019-12		19		188837.666666667		9938.8245614035		遊園地スタッフ		エンターテインメント系		映画館・遊園地・劇場

		2019-12		12		498.7786499215		41.5648874935		郵便スタッフ		配送・物流系		郵便・宅配便・バイク便・ 新聞配達

		2019-12		241		1353468.7624733		5616.0529563208		配送・物流系		配送・物流系		その他

		2019-12		138		752909.196052377		5455.86373951		量販店スタッフ		販売・ファッション・レンタル		デパート・量販店

		2019-12		170		1199103.99998717		7053.552941101		集団授業講師		講師・インストラクター		塾・家庭教師

		2019-12		777		3402597.98673739		4379.147988079		雑貨販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		アパレル・雑貨・インテリア販売

		2019-12		53		171001.815708101		3226.4493529831		電話・メール		オフィス系		電話・メール

		2019-12		451		2762449.54116794		6125.1652797515		電話受付スタッフ		オフィス系		電話・メール

		2019-12		1		9074.4927901947		9074.4927901947		香水販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		アパレル・雑貨・インテリア販売

		2020-01		89		13513.0279351323		151.831774552		CADオペレーター		デジタル・クリエイティブ系		デザイン関連

		2020-01		160		786303.664547033		4914.397903419		CD・ビデオ販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		ＣＤ・ビデオ・書籍・レンタル

		2020-01		30		100504.155224781		3350.1385074927		DTPオペレーター		デジタル・クリエイティブ系		デザイン関連

		2020-01		16		815.9654807733		50.9978425483		DTPデザイナー		デジタル・クリエイティブ系		デザイン関連

		2020-01		61		217085.088343779		3558.7719400619		PCインストラクター		講師・インストラクター		インストラクター

		2020-01		23		26095.610223604		1134.5917488524		Webディレクター		デジタル・クリエイティブ系		web関連

		2020-01		182		224199.155961238		1231.8634942925		Webデザイナー		デジタル・クリエイティブ系		web関連

		2020-01		207		589624.750445578		2848.4287461139		Webプログラマー		デジタル・クリエイティブ系		web関連

		2020-01		167		238797.563412486		1429.9255294161		Webページの更新・運営		デジタル・クリエイティブ系		web関連

		2020-01		104		392149.095315011		3770.664378029		web関連		デジタル・クリエイティブ系		web関連

		2020-01		2691		13419424.4268529		4986.7797944455		アパレル販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		アパレル・雑貨・インテリア販売

		2020-01		133		516289.628440452		3881.8769055673		アミューズメントスタッフ		エンターテインメント系		イベント・アミューズメント施設

		2020-01		3		21935.71286955		7311.90428985		イベントコンパニオン		エンターテインメント系		イベント・アミューズメント施設

		2020-01		698		3067585.9529095		4394.8222821053		イベントスタッフ		エンターテインメント系		イベント・アミューズメント施設

		2020-01		656		4891377.65174129		7456.3683715568		インストアスタッフ		フード系		その他

		2020-01		164		1093656.74075266		6668.638663126		インストラクター		講師・インストラクター		インストラクター

		2020-01		52		314574.547657506		6049.5105318751		インテリア販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		アパレル・雑貨・インテリア販売

		2020-01		42		247141.90938703		5884.3311758817		エステティシャン		ビューティー系		エステ・セラピスト・マッサージ

		2020-01		46		19182.6105729233		417.0132733244		エンターテインメント系		エンターテインメント系		その他

		2020-01		92		374608.157982034		4071.8278041526		オフィス系		オフィス系		その他

		2020-01		433		1622548.89541409		3747.2260864067		カウンタースタッフ		フード系		カフェ・喫茶店

		2020-01		272		993515.112234862		3652.6290890988		カフェ・喫茶店		フード系		カフェ・喫茶店

		2020-01		512		924268.68162537		1805.2122687995		カラオケスタッフ		エンターテインメント系		カラオケ・漫画喫茶

		2020-01		289		1902733.61368059		6583.8533345349		ガソリンスタンドスタッフ		施設・サービス系		駅・空港・ガソリンスタンド

		2020-01		361		1111191.58012113		3078.0930197261		キッチンスタッフ		フード系		カフェ・喫茶店

		2020-01		461		1708666.72348592		3706.4354088632		キッチンスタッフ		フード系		ファーストフード

		2020-01		4051		18574034.4296766		4585.04922974		キッチンスタッフ		フード系		レストラン

		2020-01		1235		4343475.39939491		3516.9841290647		キッチンスタッフ		フード系		居酒屋・バー

		2020-01		1243		7273774.66731299		5851.7897564867		キッチンスタッフ		フード系		日本料理・中華料理・その他料理店

		2020-01		59		238040.86462324		4034.5909258176		キャンペーンスタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-01		78		92952.0516671006		1191.692970091		グラフィックデザイナー		デジタル・クリエイティブ系		デザイン関連

		2020-01		8		14929.79563499		1866.2244543737		グループ指導		講師・インストラクター		塾・家庭教師

		2020-01		23		7192.8398258478		312.7321663412		ゲームクリエイター		デジタル・クリエイティブ系		ゲーム関連

		2020-01		164		1183363.64617793		7215.6319888898		ゲームセンタースタッフ		エンターテインメント系		パチンコ・ゲームセンター・ボウリング

		2020-01		114		405973.679948013		3561.1726311229		ゲームテスター		デジタル・クリエイティブ系		ゲーム関連

		2020-01		6		70305.98705529		11717.664509215		ゲーム販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-01		80		238277.238030282		2978.4654753785		ゲーム関連		デジタル・クリエイティブ系		ゲーム関連

		2020-01		14		190713.969795677		13622.4264139769		コピーライター		デジタル・クリエイティブ系		その他

		2020-01		5		254.9892127417		50.9978425483		コンテンツプランナー		デジタル・クリエイティブ系		その他

		2020-01		245		1365742.03225166		5574.4572744966		コンビニスタッフ		販売・ファッション・レンタル		コンビニ・スーパー

		2020-01		8		407.9827403866		50.9978425483		サーバー管理		デジタル・クリエイティブ系		システム関連

		2020-01		108		156424.869253129		1448.3784190104		システムエンジニア		デジタル・クリエイティブ系		システム関連

		2020-01		46		195845.604100568		4257.5131326211		システム関連		デジタル・クリエイティブ系		システム関連

		2020-01		69		294535.866237996		4268.6357425797		ジムスタッフ		施設・サービス系		ジム・健康施設

		2020-01		92		334263.217678246		3633.2958443288		ジュエリーショップスタッフ		販売・ファッション・レンタル		アパレル・雑貨・インテリア販売

		2020-01		86		649958.88173949		7557.6614155755		スポーツインストラクター		講師・インストラクター		インストラクター

		2020-01		57		591327.949424019		10374.1745512986		スポーツ用品販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-01		157		1141708.69537331		7272.0299068364		スーパースタッフ		販売・ファッション・レンタル		コンビニ・スーパー

		2020-01		494		4685849.0236743		9485.5243394217		セラピスト		ビューティー系		エステ・セラピスト・マッサージ

		2020-01		9		458.980582935		50.9978425483		チューター		講師・インストラクター		塾・家庭教師

		2020-01		325		1461023.06803484		4495.4555939534		テレフォンアポインター		オフィス系		電話・メール

		2020-01		19		106523.593427432		5606.5049172332		テレフォンマーケティング		オフィス系		電話・メール

		2020-01		23		107955.669720517		4693.7247704572		デザイン関連		デジタル・クリエイティブ系		デザイン関連

		2020-01		58		338410.603178317		5834.66557204		デジタル・クリエイティブ系		デジタル・クリエイティブ系		その他

		2020-01		89		777435.14721646		8735.2263732186		デパートスタッフ		販売・ファッション・レンタル		デパート・量販店

		2020-01		38		109731.677603483		2887.6757264074		デモンストレーター		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-01		1229		6137753.1745399		4994.1034780634		デリバリースタッフ		フード系		その他

		2020-01		24		128198.168169491		5341.5903403954		デリバリースタッフ		配送・物流系		その他

		2020-01		391		2706025.5142857		6920.7813664596		データ入力		オフィス系		その他

		2020-01		129		676306.628611593		5242.6870435007		ドラッグストアスタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-01		5		22576.2156334275		4515.2431266855		ネットワークエンジニア		デジタル・クリエイティブ系		システム関連

		2020-01		22		204018.832329386		9273.5832876994		バイク便スタッフ		配送・物流系		郵便・宅配便・バイク便・ 新聞配達

		2020-01		142		183361.03032528		1291.2748614456		バーテンダー		フード系		居酒屋・バー

		2020-01		1545		13421463.6816498		8687.0315091584		パチンコ店スタッフ		エンターテインメント系		パチンコ・ゲームセンター・ボウリング

		2020-01		20		141556.794008804		7077.8397004402		パン・ケーキ・お菓子		フード系		パン・ケーキ・お菓子

		2020-01		75		318946.623332882		4252.6216444384		ビューティー系		ビューティー系		その他

		2020-01		609		992240.876840506		1629.2953642701		ファーストフード		フード系		ファーストフード

		2020-01		2		80101.9956850967		40050.9978425483		フラッシュ制作		デジタル・クリエイティブ系		web関連

		2020-01		47		374334.820149235		7964.5706414731		フラワーショップスタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-01		529		2566698.39080765		4851.9818351752		フロアスタッフ		フード系		カフェ・喫茶店

		2020-01		293		1641094.85179307		5601.0063201129		フード系		フード系		その他

		2020-01		74		43773.8403485765		591.5383830889		ペットショップスタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-01		452		1894348.96583799		4191.0375350398		ホテルスタッフ		施設・サービス系		ホテル・旅館・結婚式場

		2020-01		138		718210.424533767		5204.4233661867		ホームヘルパー		医療・福祉系		介護

		2020-01		847		7724810.51698022		9120.2013187488		ホールスタッフ		フード系		ファーストフード

		2020-01		4079		18952392.2362992		4646.3329826671		ホールスタッフ		フード系		レストラン

		2020-01		1516		6031233.71927794		3978.3863583628		ホールスタッフ		フード系		居酒屋・バー

		2020-01		1458		8966641.35311106		6149.9597757963		ホールスタッフ		フード系		日本料理・中華料理・その他料理店

		2020-01		6		80305.98705529		13384.3311758817		ボウリングスタッフ		エンターテインメント系		パチンコ・ゲームセンター・ボウリング

		2020-01		29		463029.468985938		15966.5334133082		ポスティングスタッフ		軽作業・製造系		その他

		2020-01		2		101.9956850967		50.9978425483		マスコミ系		マスコミ系		その他

		2020-01		33		61682.9288040949		1869.1796607302		マンションコンシェルジュ		施設・サービス系		その他

		2020-01		1		50.9978425483		50.9978425483		マージャン店スタッフ		エンターテインメント系		その他

		2020-01		58		348623.561513133		6010.7510605712		メイクアップスタッフ		ビューティー系		その他

		2020-01		13		30662.9719531283		2358.6901502406		メール処理		オフィス系		電話・メール

		2020-01		14		196733.859242913		14052.4185173509		リゾートスタッフ		施設・サービス系		その他

		2020-01		181		1128950.20389777		6237.2939441866		レジスタッフ		販売・ファッション・レンタル		コンビニ・スーパー

		2020-01		138		692379.063381972		5017.2395897244		レストラン		フード系		レストラン

		2020-01		22		1121.9525360633		50.9978425483		レンタル店スタッフ		販売・ファッション・レンタル		ＣＤ・ビデオ・書籍・レンタル

		2020-01		156		797371.207902703		5111.3538968122		ワゴンサービススタッフ		エンターテインメント系		パチンコ・ゲームセンター・ボウリング

		2020-01		876		4355173.35616145		4971.6590823761		一般事務		オフィス系		事務・受付・経理

		2020-01		130		754814.941259398		5806.2687789184		事務・受付・経理		オフィス系		事務・受付・経理

		2020-01		6		305.98705529		50.9978425483		人事		オフィス系		その他

		2020-01		550		4692040.85245356		8530.9833680974		仕分けスタッフ		配送・物流系		梱包・仕分け・資材搬入

		2020-01		21		96070.9546935149		4574.8073663578		企画営業		オフィス系		営業

		2020-01		55		353760.889311976		6432.0161693087		修理・メンテスタッフ		軽作業・製造系		その他

		2020-01		115		709839.397785873		6172.5165024858		倉庫スタッフ		軽作業・製造系		工事・倉庫・引っ越し

		2020-01		53		5801.2665510385		109.4578594536		個人営業		オフィス系		営業

		2020-01		343		2518701.95370222		7343.1543839715		個別指導講師		講師・インストラクター		塾・家庭教師

		2020-01		47		208542.198961592		4437.0680630126		健康施設スタッフ		施設・サービス系		ジム・健康施設

		2020-01		82		416842.736655509		5083.448007994		入出荷業務スタッフ		配送・物流系		在庫管理・入出荷業務

		2020-01		50		52549.8921274165		1050.9978425483		入浴介助		医療・福祉系		介護

		2020-01		41		58910.4511827972		1436.8402727511		制作スタッフ		マスコミ系		編集・取材・撮影・制作

		2020-01		18		61148.6977673883		3397.149875966		劇場スタッフ		エンターテインメント系		映画館・遊園地・劇場

		2020-01		32		249244.101365173		7788.8781676616		加工スタッフ		軽作業・製造系		工場

		2020-01		49		289070.84415905		5899.4049828378		医療・福祉系		医療・福祉系		その他

		2020-01		5		254.9892127417		50.9978425483		医療施設事務		医療・福祉系		医療施設

		2020-01		19		8229.8654557199		433.1508134589		医療施設受付		医療・福祉系		医療施設

		2020-01		449		2433618.42890596		5420.0855877638		受付		オフィス系		事務・受付・経理

		2020-01		77		392094.502814461		5092.1364001878		品出しスタッフ		販売・ファッション・レンタル		コンビニ・スーパー

		2020-01		14		131949.096191309		9424.9354422364		商品管理		オフィス系		その他

		2020-01		56		407021.034303097		7268.2327554124		営業		オフィス系		営業

		2020-01		303		2507758.37513099		8276.4302809604		営業アシスタント		オフィス系		営業

		2020-01		314		2513115.99301167		8003.5541178716		在庫管理スタッフ		配送・物流系		在庫管理・入出荷業務

		2020-01		174		1827546.32748489		10503.1398131316		宅配便スタッフ		配送・物流系		郵便・宅配便・バイク便・ 新聞配達

		2020-01		159		1149760.82814902		7231.2001770379		客室清掃スタッフ		施設・サービス系		ホテル・旅館・結婚式場

		2020-01		108		771496.922965023		7143.4900274539		家庭教師		講師・インストラクター		塾・家庭教師

		2020-01		148		707922.781077669		4783.2620343086		家電販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		デパート・量販店

		2020-01		96		290823.1342592		3029.4076485333		居酒屋・バー		フード系		居酒屋・バー

		2020-01		101		170558.795042091		1688.7009410108		工事スタッフ		軽作業・製造系		工事・倉庫・引っ越し

		2020-01		10		39539.8125963376		3953.9812596338		市場調査スタッフ		軽作業・製造系		その他

		2020-01		67		391437.087574224		5842.3445906601		幼児教育スタッフ		講師・インストラクター		その他

		2020-01		58		388049.074417133		6690.501283054		建築・造園スタッフ		軽作業・製造系		その他

		2020-01		200		1921700.52916132		9608.5026458066		引越しスタッフ		軽作業・製造系		工事・倉庫・引っ越し

		2020-01		323		1978894.10176165		6126.6071261971		惣菜屋スタッフ		フード系		その他

		2020-01		362		2348449.16384217		6487.4286293983		携帯電話販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-01		99		746881.22937228		7544.2548421442		撮影スタッフ		マスコミ系		編集・取材・撮影・制作

		2020-01		75		1161796.16942891		15490.6155923855		新聞配達スタッフ		配送・物流系		郵便・宅配便・バイク便・ 新聞配達

		2020-01		50		129020.241142087		2580.4048228417		施術スタッフ		ビューティー系		エステ・セラピスト・マッサージ

		2020-01		582		1638630.96838834		2815.517127815		施設・サービス系		施設・サービス系		その他

		2020-01		23		15064.2265687462		654.9663725542		施設管理員		施設・サービス系		その他

		2020-01		22		111121.952536063		5050.9978425483		旅館スタッフ		施設・サービス系		ホテル・旅館・結婚式場

		2020-01		74		661568.94923209		8940.1209355688		日本料理・中華料理・その他料理店		フード系		日本料理・中華料理・その他料理店

		2020-01		2		30101.9956850967		15050.9978425483		映画館スタッフ		エンターテインメント系		映画館・遊園地・劇場

		2020-01		66		356699.275826977		5404.5344822269		書籍販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		ＣＤ・ビデオ・書籍・レンタル

		2020-01		133		851800.916777181		6404.518171257		梱包スタッフ		配送・物流系		梱包・仕分け・資材搬入

		2020-01		300		2266647.86218195		7555.4928739398		検査スタッフ		軽作業・製造系		工場

		2020-01		12		91354.1735938881		7612.8477994907		機械オペレーション		軽作業・製造系		その他

		2020-01		2		9076.2156334275		4538.1078167137		歯科助手		医療・福祉系		看護師・歯科助手

		2020-01		62		378432.717408916		6103.7535065954		法人営業		オフィス系		営業

		2020-01		9		458.980582935		50.9978425483		洗い場スタッフ		フード系		カフェ・喫茶店

		2020-01		2		101.9956850967		50.9978425483		洗い場スタッフ		フード系		ファーストフード

		2020-01		84		276936.947628262		3296.868424146		洗い場スタッフ		フード系		レストラン

		2020-01		46		117345.900757223		2550.9978425483		洗い場スタッフ		フード系		居酒屋・バー

		2020-01		63		326360.253132168		5180.3214782884		洗い場スタッフ		フード系		日本料理・中華料理・その他料理店

		2020-01		796		5150290.96798287		6470.2147838981		清掃スタッフ		軽作業・製造系		警備・車両誘導・清掃・点検

		2020-01		271		743382.405131154		2743.108506019		漫画喫茶スタッフ		エンターテインメント系		カラオケ・漫画喫茶

		2020-01		26		113214.97041407		4354.4219390027		点検スタッフ		軽作業・製造系		警備・車両誘導・清掃・点検

		2020-01		10		12484.1983738141		1248.4198373814		理髪師		ビューティー系		美容師・理髪師

		2020-01		59		207879.972452006		3523.3893635933		看護師		医療・福祉系		看護師・歯科助手

		2020-01		3		152.993527645		50.9978425483		秘書		オフィス系		その他

		2020-01		21		93595.1472989551		4456.9117761407		空港スタッフ		施設・サービス系		駅・空港・ガソリンスタンド

		2020-01		170		1515630.78709768		8915.4752182217		組立スタッフ		軽作業・製造系		工場

		2020-01		90		466655.234985171		5185.0581665019		経理		オフィス系		事務・受付・経理

		2020-01		69		344393.056808099		4991.2037218565		結婚式場スタッフ		施設・サービス系		ホテル・旅館・結婚式場

		2020-01		262		1451093.63442434		5538.5253222303		給食スタッフ		フード系		その他

		2020-01		1		7311.90428985		7311.90428985		総務		オフィス系		その他

		2020-01		24		29026.5570103011		1209.4398754292		編集スタッフ		マスコミ系		編集・取材・撮影・制作

		2020-01		57		554740.720019084		9732.2933336681		美容師		ビューティー系		美容師・理髪師

		2020-01		11		95560.9762680316		8687.361478912		翻訳		オフィス系		その他

		2020-01		187		1266347.01132375		6771.9091514639		老人介護施設スタッフ		医療・福祉系		介護

		2020-01		17		93763.8431166449		5515.520183332		自動車・バイク販売		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-01		120		239068.181002461		1992.2348416872		英語講師		講師・インストラクター		語学講師

		2020-01		169		679601.892452087		4021.3129730893		製造スタッフ		フード系		パン・ケーキ・お菓子

		2020-01		714		4610240.72164906		6456.91977822		製造スタッフ		軽作業・製造系		工場

		2020-01		61		222085.088343779		3640.7391531767		講師・インストラクター		講師・インストラクター		その他

		2020-01		992		9573778.85762379		9650.9867516369		警備スタッフ		軽作業・製造系		警備・車両誘導・清掃・点検

		2020-01		305		1251626.97918518		4103.6950137219		販売スタッフ		フード系		パン・ケーキ・お菓子

		2020-01		478		1920742.13832548		4018.2889923127		販売・ファッション・レンタル		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-01		93		643958.482184054		6924.2847546673		資材搬入スタッフ		配送・物流系		梱包・仕分け・資材搬入

		2020-01		394		3496527.50315779		8874.4352872025		車両誘導スタッフ		軽作業・製造系		警備・車両誘導・清掃・点検

		2020-01		284		1972054.36667423		6943.8534037825		軽作業・製造系		軽作業・製造系		その他

		2020-01		1		50.9978425483		50.9978425483		遊園地スタッフ		エンターテインメント系		映画館・遊園地・劇場

		2020-01		5		254.9892127417		50.9978425483		郵便スタッフ		配送・物流系		郵便・宅配便・バイク便・ 新聞配達

		2020-01		528		2619774.87881409		4961.6948462388		配送・物流系		配送・物流系		その他

		2020-01		201		1469974.24214756		7313.3046873013		量販店スタッフ		販売・ファッション・レンタル		デパート・量販店

		2020-01		180		1502106.36349497		8345.0353527498		集団授業講師		講師・インストラクター		塾・家庭教師

		2020-01		986		5544736.69160854		5623.4652044711		雑貨販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		アパレル・雑貨・インテリア販売

		2020-01		70		187693.429014664		2681.3347002095		電話・メール		オフィス系		電話・メール

		2020-01		585		4012849.09708984		6859.5711061365		電話受付スタッフ		オフィス系		電話・メール

		2020-01		1		50.9978425483		50.9978425483		香水販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		アパレル・雑貨・インテリア販売

		2020-02		73		543926.578735397		7451.0490237726		CADオペレーター		デジタル・クリエイティブ系		デザイン関連

		2020-02		116		396161.003733984		3415.1810666723		CD・ビデオ販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		ＣＤ・ビデオ・書籍・レンタル

		2020-02		16		629.1198141628		39.3199883852		DTPオペレーター		デジタル・クリエイティブ系		デザイン関連

		2020-02		8		314.5599070814		39.3199883852		DTPデザイナー		デジタル・クリエイティブ系		デザイン関連

		2020-02		55		362162.599361185		6584.7745338397		PCインストラクター		講師・インストラクター		インストラクター

		2020-02		19		747.0797793184		39.3199883852		Webディレクター		デジタル・クリエイティブ系		web関連

		2020-02		147		5780.038292621		39.3199883852		Webデザイナー		デジタル・クリエイティブ系		web関連

		2020-02		179		478522.355257535		2673.3092472488		Webプログラマー		デジタル・クリエイティブ系		web関連

		2020-02		119		43993.3318275658		369.6918640972		Webページの更新・運営		デジタル・クリエイティブ系		web関連

		2020-02		112		321864.518710755		2873.7903456317		web関連		デジタル・クリエイティブ系		web関連

		2020-02		1788		8722474.05908019		4878.3411963536		アパレル販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		アパレル・雑貨・インテリア販売

		2020-02		93		460030.558263475		4946.565142618		アミューズメントスタッフ		エンターテインメント系		イベント・アミューズメント施設

		2020-02		3		22339.104385278		7446.368128426		イベントコンパニオン		エンターテインメント系		イベント・アミューズメント施設

		2020-02		444		2747345.39192387		6187.7148466754		イベントスタッフ		エンターテインメント系		イベント・アミューズメント施設

		2020-02		559		2940812.50408959		5260.8452667077		インストアスタッフ		フード系		その他

		2020-02		82		375302.569214858		4576.8606001812		インストラクター		講師・インストラクター		インストラクター

		2020-02		68		218651.476189226		3215.4628851357		インテリア販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		アパレル・雑貨・インテリア販売

		2020-02		25		103279.5408861		4131.181635444		エステティシャン		ビューティー系		エステ・セラピスト・マッサージ

		2020-02		78		98089.8027793761		1257.5615740946		エンターテインメント系		エンターテインメント系		その他

		2020-02		112		307075.163853905		2741.7425344099		オフィス系		オフィス系		その他

		2020-02		404		1521430.19000163		3765.9163118852		カウンタースタッフ		フード系		カフェ・喫茶店

		2020-02		252		753089.417024136		2988.4500675561		カフェ・喫茶店		フード系		カフェ・喫茶店

		2020-02		434		780851.024627424		1799.1959092798		カラオケスタッフ		エンターテインメント系		カラオケ・漫画喫茶

		2020-02		231		1117910.25691643		4839.4383416296		ガソリンスタンドスタッフ		施設・サービス系		駅・空港・ガソリンスタンド

		2020-02		308		787368.733219551		2556.3919909726		キッチンスタッフ		フード系		カフェ・喫茶店

		2020-02		308		1372400.38212109		4455.8453964971		キッチンスタッフ		フード系		ファーストフード

		2020-02		3195		12819865.9248097		4012.4775977495		キッチンスタッフ		フード系		レストラン

		2020-02		1019		3751930.97460269		3681.973478511		キッチンスタッフ		フード系		居酒屋・バー

		2020-02		1167		7521913.15357962		6445.5125566235		キッチンスタッフ		フード系		日本料理・中華料理・その他料理店

		2020-02		87		476489.120234304		5476.8864394748		キャンペーンスタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-02		78		123066.959094044		1577.7815268467		グラフィックデザイナー		デジタル・クリエイティブ系		デザイン関連

		2020-02		3		117.9599651555		39.3199883852		グループ指導		講師・インストラクター		塾・家庭教師

		2020-02		36		129787.848993631		3605.2180276009		ゲームクリエイター		デジタル・クリエイティブ系		ゲーム関連

		2020-02		120		434718.398606221		3622.6533217185		ゲームセンタースタッフ		エンターテインメント系		パチンコ・ゲームセンター・ボウリング

		2020-02		91		485305.308479165		5333.0253679029		ゲームテスター		デジタル・クリエイティブ系		ゲーム関連

		2020-02		5		80196.5999419259		16039.3199883852		ゲーム販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-02		66		312609.875073094		4736.5132586832		ゲーム関連		デジタル・クリエイティブ系		ゲーム関連

		2020-02		11		95432.519872237		8675.6836247488		コピーライター		デジタル・クリエイティブ系		その他

		2020-02		6		235.9199303111		39.3199883852		コンテンツプランナー		デジタル・クリエイティブ系		その他

		2020-02		173		1143143.08184794		6607.7634788898		コンビニスタッフ		販売・ファッション・レンタル		コンビニ・スーパー

		2020-02		10		190393.199883852		19039.3199883852		サーバー管理		デジタル・クリエイティブ系		システム関連

		2020-02		137		326870.915745358		2385.9190930318		システムエンジニア		デジタル・クリエイティブ系		システム関連

		2020-02		69		400245.117409963		5800.6538755067		システム関連		デジタル・クリエイティブ系		システム関連

		2020-02		37		61663.4677799813		1666.5802102698		ジムスタッフ		施設・サービス系		ジム・健康施設

		2020-02		85		420259.264327172		4944.2266391432		ジュエリーショップスタッフ		販売・ファッション・レンタル		アパレル・雑貨・インテリア販売

		2020-02		56		318731.814390483		5691.6395426872		スポーツインストラクター		講師・インストラクター		インストラクター

		2020-02		41		310761.386675018		7579.5460164639		スポーツ用品販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-02		171		1543149.91712164		9024.2685211792		スーパースタッフ		販売・ファッション・レンタル		コンビニ・スーパー

		2020-02		343		3147880.17790409		9177.4932300411		セラピスト		ビューティー系		エステ・セラピスト・マッサージ

		2020-02		6		235.9199303111		39.3199883852		チューター		講師・インストラクター		塾・家庭教師

		2020-02		241		675947.255758222		2804.760397337		テレフォンアポインター		オフィス系		電話・メール

		2020-02		18		62644.0529612877		3480.225164516		テレフォンマーケティング		オフィス系		電話・メール

		2020-02		18		707.7597909332		39.3199883852		デザイン関連		デジタル・クリエイティブ系		デザイン関連

		2020-02		20		75786.3997677035		3789.3199883852		デジタル・クリエイティブ系		デジタル・クリエイティブ系		その他

		2020-02		48		330069.770856143		6876.453559503		デパートスタッフ		販売・ファッション・レンタル		デパート・量販店

		2020-02		21		20825.7197560887		991.7009407661		デモンストレーター		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-02		988		3442162.6388663		3483.9702822533		デリバリースタッフ		フード系		その他

		2020-02		79		575512.317956044		7284.9660500765		デリバリースタッフ		配送・物流系		その他

		2020-02		334		2268739.95804377		6792.6346049214		データ入力		オフィス系		その他

		2020-02		180		1264517.78020393		7025.0987789107		ドラッグストアスタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-02		7		9196.5999419259		1313.7999917037		ネットワークエンジニア		デジタル・クリエイティブ系		システム関連

		2020-02		17		144699.118904521		8511.7128767365		バイク便スタッフ		配送・物流系		郵便・宅配便・バイク便・ 新聞配達

		2020-02		74		194799.302669915		2632.4230090529		バーテンダー		フード系		居酒屋・バー

		2020-02		1170		10571723.9155967		9035.661466322		パチンコ店スタッフ		エンターテインメント系		パチンコ・ゲームセンター・ボウリング

		2020-02		12		159981.598122641		13331.7998435535		パン・ケーキ・お菓子		フード系		パン・ケーキ・お菓子

		2020-02		1		39.3199883852		39.3199883852		ビューティーアドバイザリースタッフ		施設・サービス系		ジム・健康施設

		2020-02		52		157250.127898371		3024.0409211225		ビューティー系		ビューティー系		その他

		2020-02		558		1049465.07495418		1880.761783072		ファーストフード		フード系		ファーストフード

		2020-02		21		825.7197560887		39.3199883852		フラワーショップスタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-02		458		1716862.37853985		3748.6078134058		フロアスタッフ		フード系		カフェ・喫茶店

		2020-02		258		1269710.05967193		4921.3568204338		フード系		フード系		その他

		2020-02		49		41926.6794308737		855.6465189974		ペットショップスタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-02		303		853113.608434745		2815.556463481		ホテルスタッフ		施設・サービス系		ホテル・旅館・結婚式場

		2020-02		88		614463.434974554		6982.5390338017		ホームヘルパー		医療・福祉系		介護

		2020-02		861		13232269.5412247		15368.4895949183		ホールスタッフ		フード系		ファーストフード

		2020-02		3208		13226463.7739462		4122.9625230505		ホールスタッフ		フード系		レストラン

		2020-02		1230		4428313.3262506		3600.2547367891		ホールスタッフ		フード系		居酒屋・バー

		2020-02		1157		7748552.00086105		6697.1063101651		ホールスタッフ		フード系		日本料理・中華料理・その他料理店

		2020-02		4		157.2799535407		39.3199883852		ボウリングスタッフ		エンターテインメント系		パチンコ・ゲームセンター・ボウリング

		2020-02		16		216441.878985824		13527.617436614		ポスティングスタッフ		軽作業・製造系		その他

		2020-02		4		2453.8211300113		613.4552825028		マスコミ系		マスコミ系		その他

		2020-02		39		31533.4795470219		808.5507576159		マンションコンシェルジュ		施設・サービス系		その他

		2020-02		39		134408.934031049		3446.3829238731		メイクアップスタッフ		ビューティー系		その他

		2020-02		10		30393.1998838518		3039.3199883852		メール処理		オフィス系		電話・メール

		2020-02		12		160471.839860622		13372.6533217185		リゾートスタッフ		施設・サービス系		その他

		2020-02		171		1220395.22736367		7136.8141951092		レジスタッフ		販売・ファッション・レンタル		コンビニ・スーパー

		2020-02		92		680245.761984582		7393.9756737454		レストラン		フード系		レストラン

		2020-02		7		7378.9199303111		1054.1314186159		レンタル店スタッフ		販売・ファッション・レンタル		ＣＤ・ビデオ・書籍・レンタル

		2020-02		136		821870.307202481		6043.1640235477		ワゴンサービススタッフ		エンターテインメント系		パチンコ・ゲームセンター・ボウリング

		2020-02		860		3935915.49284626		4576.6459219142		一般事務		オフィス系		事務・受付・経理

		2020-02		98		91687.18523936		935.5835228506		事務・受付・経理		オフィス系		事務・受付・経理

		2020-02		5		196.5999419259		39.3199883852		人事		オフィス系		その他

		2020-02		404		3387786.78943217		8385.6108649311		仕分けスタッフ		配送・物流系		梱包・仕分け・資材搬入

		2020-02		14		550.4798373925		39.3199883852		企画営業		オフィス系		営業

		2020-02		66		455234.64054054		6897.4945536446		修理・メンテスタッフ		軽作業・製造系		その他

		2020-02		110		459269.61309846		4175.1783008951		倉庫スタッフ		軽作業・製造系		工事・倉庫・引っ越し

		2020-02		56		242732.023525115		4334.5004200913		個人営業		オフィス系		営業

		2020-02		315		2254169.18626646		7156.0926548141		個別指導講師		講師・インストラクター		塾・家庭教師

		2020-02		34		268584.533007906		7899.5450884678		健康施設スタッフ		施設・サービス系		ジム・健康施設

		2020-02		91		345224.622103687		3793.6771659746		入出荷業務スタッフ		配送・物流系		在庫管理・入出荷業務

		2020-02		56		409938.217796913		7320.325317802		入浴介助		医療・福祉系		介護

		2020-02		23		155160.744853186		6746.1193414428		制作スタッフ		マスコミ系		編集・取材・撮影・制作

		2020-02		11		35790.3199883852		3253.6654534896		劇場スタッフ		エンターテインメント系		映画館・遊園地・劇場

		2020-02		31		213725.299174279		6894.3644894929		加工スタッフ		軽作業・製造系		工場

		2020-02		45		9176.4476173738		203.9210581639		医療・福祉系		医療・福祉系		その他

		2020-02		8		7721.6080471222		965.2010058903		医療施設事務		医療・福祉系		医療施設

		2020-02		19		17184.8070213318		904.4635274385		医療施設受付		医療・福祉系		医療施設

		2020-02		389		1979186.42741268		5087.8828468192		受付		オフィス系		事務・受付・経理

		2020-02		75		510005.392547685		6800.0719006358		品出しスタッフ		販売・ファッション・レンタル		コンビニ・スーパー

		2020-02		15		49788.5189625947		3319.2345975063		商品管理		オフィス系		その他

		2020-02		48		242359.301136176		5049.1521070037		営業		オフィス系		営業

		2020-02		254		1892498.2505247		7450.7805138768		営業アシスタント		オフィス系		営業

		2020-02		210		1304031.8820929		6209.6756290138		在庫管理スタッフ		配送・物流系		在庫管理・入出荷業務

		2020-02		342		3259503.80419526		9530.7128777639		宅配便スタッフ		配送・物流系		郵便・宅配便・バイク便・ 新聞配達

		2020-02		116		608449.879566927		5245.2575824735		客室清掃スタッフ		施設・サービス系		ホテル・旅館・結婚式場

		2020-02		108		753420.202215448		6976.1129834764		家庭教師		講師・インストラクター		塾・家庭教師

		2020-02		120		553106.603766166		4609.2216980514		家電販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		デパート・量販店

		2020-02		64		313753.130378474		4902.3926621637		居酒屋・バー		フード系		居酒屋・バー

		2020-02		104		507590.650800131		4880.6793346166		工事スタッフ		軽作業・製造系		工事・倉庫・引っ越し

		2020-02		10		71875.9057662047		7187.5905766205		市場調査スタッフ		軽作業・製造系		その他

		2020-02		76		818061.685716786		10763.9695489051		幼児教育スタッフ		講師・インストラクター		その他

		2020-02		55		227493.585951948		4136.2470173082		建築・造園スタッフ		軽作業・製造系		その他

		2020-02		184		3430858.88271653		18645.9721886768		引越しスタッフ		軽作業・製造系		工事・倉庫・引っ越し

		2020-02		321		2072277.60478082		6455.6934728375		惣菜屋スタッフ		フード系		その他

		2020-02		318		1926256.26227814		6057.4096298055		携帯電話販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-02		79		441885.526141252		5593.4876726741		撮影スタッフ		マスコミ系		編集・取材・撮影・制作

		2020-02		39		586473.740688681		15037.7882227867		新聞配達スタッフ		配送・物流系		郵便・宅配便・バイク便・ 新聞配達

		2020-02		42		187196.677456285		4457.0637489592		施術スタッフ		ビューティー系		エステ・セラピスト・マッサージ

		2020-02		441		2011444.33017183		4561.0982543579		施設・サービス系		施設・サービス系		その他

		2020-02		20		97254.8061116896		4862.7403055845		施設管理員		施設・サービス系		その他

		2020-02		11		432.5198722369		39.3199883852		旅館スタッフ		施設・サービス系		ホテル・旅館・結婚式場

		2020-02		67		715958.4629414		10685.9472080806		日本料理・中華料理・その他料理店		フード系		日本料理・中華料理・その他料理店

		2020-02		2		78.6399767704		39.3199883852		映画館スタッフ		エンターテインメント系		映画館・遊園地・劇場

		2020-02		57		162901.439512177		2857.9199914417		書籍販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		ＣＤ・ビデオ・書籍・レンタル

		2020-02		142		595855.599944493		4196.1661967922		梱包スタッフ		配送・物流系		梱包・仕分け・資材搬入

		2020-02		228		1765788.28850244		7744.6854758879		検査スタッフ		軽作業・製造系		工場

		2020-02		5		10227.2790438985		2045.4558087797		機械オペレーション		軽作業・製造系		その他

		2020-02		7		111336.598122641		15905.2283032345		歯科助手		医療・福祉系		看護師・歯科助手

		2020-02		50		47458.9996641262		949.1799932825		法人営業		オフィス系		営業

		2020-02		3		117.9599651555		39.3199883852		洗い場スタッフ		フード系		カフェ・喫茶店

		2020-02		3		117.9599651555		39.3199883852		洗い場スタッフ		フード系		ファーストフード

		2020-02		85		754236.838307271		8873.3745683208		洗い場スタッフ		フード系		レストラン

		2020-02		22		51539.7197560887		2342.7145343677		洗い場スタッフ		フード系		居酒屋・バー

		2020-02		38		196383.783088048		5167.9942917908		洗い場スタッフ		フード系		日本料理・中華料理・その他料理店

		2020-02		644		3451379.21434856		5359.2844943301		清掃スタッフ		軽作業・製造系		警備・車両誘導・清掃・点検

		2020-02		196		516884.653391467		2637.1665989361		漫画喫茶スタッフ		エンターテインメント系		カラオケ・漫画喫茶

		2020-02		27		156979.707457322		5814.0632391601		点検スタッフ		軽作業・製造系		警備・車両誘導・清掃・点検

		2020-02		7		275.2399186962		39.3199883852		理髪師		ビューティー系		美容師・理髪師

		2020-02		64		618915.307582295		9670.5516809734		看護師		医療・福祉系		看護師・歯科助手

		2020-02		1		39.3199883852		39.3199883852		秘書		オフィス系		その他

		2020-02		9		34133.283861492		3792.5870957213		空港スタッフ		施設・サービス系		駅・空港・ガソリンスタンド

		2020-02		96		837751.303836456		8726.5760816297		組立スタッフ		軽作業・製造系		工場

		2020-02		71		490646.719597751		6910.5171774331		経理		オフィス系		事務・受付・経理

		2020-02		56		274885.079407364		4908.6621322744		結婚式場スタッフ		施設・サービス系		ホテル・旅館・結婚式場

		2020-02		246		2233110.42359131		9077.6846487451		給食スタッフ		フード系		その他

		2020-02		2		78.6399767704		39.3199883852		総務		オフィス系		その他

		2020-02		14		37440.1033668042		2674.2930976289		編集スタッフ		マスコミ系		編集・取材・撮影・制作

		2020-02		51		185404.147733288		3635.3754457507		美容師		ビューティー系		美容師・理髪師

		2020-02		4		95157.2799535407		23789.3199883852		翻訳		オフィス系		その他

		2020-02		84		535537.246715647		6375.4434132815		老人介護施設スタッフ		医療・福祉系		介護

		2020-02		12		262533.198064567		21877.7665053806		自動車・バイク販売		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-02		90		173569.478056639		1928.5497561849		英語講師		講師・インストラクター		語学講師

		2020-02		147		623610.564247097		4242.2487363748		製造スタッフ		フード系		パン・ケーキ・お菓子

		2020-02		482		3061571.32939203		6351.8077373279		製造スタッフ		軽作業・製造系		工場

		2020-02		45		125861.436783251		2796.9208174056		講師・インストラクター		講師・インストラクター		その他

		2020-02		948		9201068.98022523		9705.7689664823		警備スタッフ		軽作業・製造系		警備・車両誘導・清掃・点検

		2020-02		215		996866.323757389		4636.5875523599		販売スタッフ		フード系		パン・ケーキ・お菓子

		2020-02		391		1507792.95072071		3856.2479558075		販売・ファッション・レンタル		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-02		131		425545.397990464		3248.438152599		資材搬入スタッフ		配送・物流系		梱包・仕分け・資材搬入

		2020-02		487		4925225.89318967		10113.4001913546		車両誘導スタッフ		軽作業・製造系		警備・車両誘導・清掃・点検

		2020-02		269		1631089.09345904		6063.5282284723		軽作業・製造系		軽作業・製造系		その他

		2020-02		5		196.5999419259		39.3199883852		郵便スタッフ		配送・物流系		郵便・宅配便・バイク便・ 新聞配達

		2020-02		359		1711843.03562519		4768.3650017415		配送・物流系		配送・物流系		その他

		2020-02		143		1287592.70685932		9004.144803212		量販店スタッフ		販売・ファッション・レンタル		デパート・量販店

		2020-02		162		1117419.47957878		6897.651108511		集団授業講師		講師・インストラクター		塾・家庭教師

		2020-02		759		3960122.83751374		5217.5531456044		雑貨販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		アパレル・雑貨・インテリア販売

		2020-02		55		185515.432964584		3373.0078720833		電話・メール		オフィス系		電話・メール

		2020-02		432		2782773.44806903		6441.6052038635		電話受付スタッフ		オフィス系		電話・メール

		2020-02		4		36279.9963614312		9069.9990903578		香水販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		アパレル・雑貨・インテリア販売

		2020-03		160		1116877.59773667		6980.4849858542		CADオペレーター		デジタル・クリエイティブ系		デザイン関連

		2020-03		152		472462.881823834		3108.3084330515		CD・ビデオ販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		ＣＤ・ビデオ・書籍・レンタル

		2020-03		40		211963.91626943		5299.0979067358		DTPオペレーター		デジタル・クリエイティブ系		デザイン関連

		2020-03		19		120932.860227979		6364.88738042		DTPデザイナー		デジタル・クリエイティブ系		デザイン関連

		2020-03		91		236600.038700235		2600.0004252773		PCインストラクター		講師・インストラクター		インストラクター

		2020-03		42		2062.1120829015		49.0979067358		Webディレクター		デジタル・クリエイティブ系		web関連

		2020-03		260		285103.079132541		1096.5503043559		Webデザイナー		デジタル・クリエイティブ系		web関連

		2020-03		298		237450.293731072		796.8130662117		Webプログラマー		デジタル・クリエイティブ系		web関連

		2020-03		149		83695.3235302245		561.7135807398		Webページの更新・運営		デジタル・クリエイティブ系		web関連

		2020-03		166		493150.252518135		2970.7846537237		web関連		デジタル・クリエイティブ系		web関連

		2020-03		2685		10058887.9875036		3746.326997208		アパレル販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		アパレル・雑貨・インテリア販売

		2020-03		180		453395.928471398		2518.8662692856		アミューズメントスタッフ		エンターテインメント系		イベント・アミューズメント施設

		2020-03		3		25028.0346766635		8342.6782255545		イベントコンパニオン		エンターテインメント系		イベント・アミューズメント施設

		2020-03		398		2547175.2696917		6399.937863547		イベントスタッフ		エンターテインメント系		イベント・アミューズメント施設

		2020-03		761		4545091.77488416		5972.5253283629		インストアスタッフ		フード系		その他

		2020-03		105		475005.088829198		4523.8579888495		インストラクター		講師・インストラクター		インストラクター

		2020-03		74		190532.48175784		2574.7632669978		インテリア販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		アパレル・雑貨・インテリア販売

		2020-03		52		94298.4128196515		1813.4310157625		エステティシャン		ビューティー系		エステ・セラピスト・マッサージ

		2020-03		61		127994.972310881		2098.2782346046		エンターテインメント系		エンターテインメント系		その他

		2020-03		174		1405643.88366451		8078.4131245087		オフィス系		オフィス系		その他

		2020-03		657		1728117.65642421		2630.3160676167		カウンタースタッフ		フード系		カフェ・喫茶店

		2020-03		349		1362175.02610757		3903.0803040331		カフェ・喫茶店		フード系		カフェ・喫茶店

		2020-03		558		560452.805332087		1004.3957084804		カラオケスタッフ		エンターテインメント系		カラオケ・漫画喫茶

		2020-03		305		1368822.73252462		4487.9433853266		ガソリンスタンドスタッフ		施設・サービス系		駅・空港・ガソリンスタンド

		2020-03		420		872589.385626975		2077.5937753023		キッチンスタッフ		フード系		カフェ・喫茶店

		2020-03		369		896766.086037997		2430.2603957669		キッチンスタッフ		フード系		ファーストフード

		2020-03		5016		21506128.5007796		4287.5056819736		キッチンスタッフ		フード系		レストラン

		2020-03		1712		4952579.39288984		2892.8617949123		キッチンスタッフ		フード系		居酒屋・バー

		2020-03		1517		7723318.95947456		5091.1792745383		キッチンスタッフ		フード系		日本料理・中華料理・その他料理店

		2020-03		125		857684.572649191		6861.4765811935		キャンペーンスタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-03		116		175695.357181347		1514.6151481151		グラフィックデザイナー		デジタル・クリエイティブ系		デザイン関連

		2020-03		14		88731.4137567278		6337.9581254806		グループ指導		講師・インストラクター		塾・家庭教師

		2020-03		49		15912.1904648777		324.7385809159		ゲームクリエイター		デジタル・クリエイティブ系		ゲーム関連

		2020-03		140		541873.706943005		3870.5264781643		ゲームセンタースタッフ		エンターテインメント系		パチンコ・ゲームセンター・ボウリング

		2020-03		238		939109.827414733		3945.8396109863		ゲームテスター		デジタル・クリエイティブ系		ゲーム関連

		2020-03		5		245.4895336788		49.0979067358		ゲーム販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-03		205		659510.771373283		3217.125714016		ゲーム関連		デジタル・クリエイティブ系		ゲーム関連

		2020-03		26		191276.54557513		7356.7902144281		コピーライター		デジタル・クリエイティブ系		その他

		2020-03		2		98.1958134715		49.0979067358		コンテンツプランナー		デジタル・クリエイティブ系		その他

		2020-03		185		1348644.03655174		7289.9677651445		コンビニスタッフ		販売・ファッション・レンタル		コンビニ・スーパー

		2020-03		9		441.8811606218		49.0979067358		サーバー管理		デジタル・クリエイティブ系		システム関連

		2020-03		202		32692.8516220127		161.845800109		システムエンジニア		デジタル・クリエイティブ系		システム関連

		2020-03		103		25057.0843937824		243.2726640173		システム関連		デジタル・クリエイティブ系		システム関連

		2020-03		67		102424.572310881		1528.7249598639		ジムスタッフ		施設・サービス系		ジム・健康施設

		2020-03		112		475958.010800189		4249.6250964303		ジュエリーショップスタッフ		販売・ファッション・レンタル		アパレル・雑貨・インテリア販売

		2020-03		138		430277.49739808		3117.9528796962		スポーツインストラクター		講師・インストラクター		インストラクター

		2020-03		80		478754.665996737		5984.4333249592		スポーツ用品販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-03		156		801791.248234248		5139.6874886811		スーパースタッフ		販売・ファッション・レンタル		コンビニ・スーパー

		2020-03		466		3764562.35215291		8078.4599831608		セラピスト		ビューティー系		エステ・セラピスト・マッサージ

		2020-03		6		294.5874404145		49.0979067358		チューター		講師・インストラクター		塾・家庭教師

		2020-03		347		1219066.05952683		3513.158672988		テレフォンアポインター		オフィス系		電話・メール

		2020-03		34		24917.4311730434		732.8656227366		テレフォンマーケティング		オフィス系		電話・メール

		2020-03		56		162749.482777202		2906.2407638786		デザイン関連		デジタル・クリエイティブ系		デザイン関連

		2020-03		34		246669.328829016		7254.9802596769		デジタル・クリエイティブ系		デジタル・クリエイティブ系		その他

		2020-03		64		191372.695821516		2990.1983722112		デパートスタッフ		販売・ファッション・レンタル		デパート・量販店

		2020-03		21		53295.3144160143		2537.8721150483		デモンストレーター		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-03		1435		6004380.80621421		4184.2374956197		デリバリースタッフ		フード系		その他

		2020-03		116		1360766.38240343		11730.7446758916		デリバリースタッフ		配送・物流系		その他

		2020-03		658		4249976.21972985		6458.9304251213		データ入力		オフィス系		その他

		2020-03		156		972658.979946565		6234.9934611959		ドラッグストアスタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-03		21		14762.0874404145		702.9565447816		ネットワークエンジニア		デジタル・クリエイティブ系		システム関連

		2020-03		29		124732.140732328		4301.1083011147		バイク便スタッフ		配送・物流系		郵便・宅配便・バイク便・ 新聞配達

		2020-03		145		191028.14672544		1317.4354946582		バーテンダー		フード系		居酒屋・バー

		2020-03		1915		17859649.1064289		9326.1875229393		パチンコ店スタッフ		エンターテインメント系		パチンコ・ゲームセンター・ボウリング

		2020-03		23		78585.7697496556		3416.7725978111		パン・ケーキ・お菓子		フード系		パン・ケーキ・お菓子

		2020-03		67		331634.70127368		4949.7716608012		ビューティー系		ビューティー系		その他

		2020-03		1088		2079327.21782129		1911.1463399093		ファーストフード		フード系		ファーストフード

		2020-03		40		158431.817863524		3960.7954465881		フラワーショップスタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-03		640		1997009.87378789		3120.3279277936		フロアスタッフ		フード系		カフェ・喫茶店

		2020-03		404		2223462.81141494		5503.620820334		フード系		フード系		その他

		2020-03		60		122945.874404145		2049.0979067357		ペットショップスタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-03		499		1209377.08399174		2423.6013707249		ホテルスタッフ		施設・サービス系		ホテル・旅館・結婚式場

		2020-03		52		143448.553224887		2758.6260235555		ホームヘルパー		医療・福祉系		介護

		2020-03		1109		14168462.8934409		12775.8907966104		ホールスタッフ		フード系		ファーストフード

		2020-03		5094		22222466.4131701		4362.4786833863		ホールスタッフ		フード系		レストラン

		2020-03		2049		5675423.27339372		2769.8503042429		ホールスタッフ		フード系		居酒屋・バー

		2020-03		1558		8175135.13146243		5247.1984155728		ホールスタッフ		フード系		日本料理・中華料理・その他料理店

		2020-03		9		3607.283253886		400.8092504318		ボウリングスタッフ		エンターテインメント系		パチンコ・ゲームセンター・ボウリング

		2020-03		51		614323.613468366		12045.5610483993		ポスティングスタッフ		軽作業・製造系		その他

		2020-03		4		8300.2274478385		2075.0568619596		マスコミ系		マスコミ系		その他

		2020-03		64		63142.2660310881		986.5979067358		マンションコンシェルジュ		施設・サービス系		その他

		2020-03		1		49.0979067358		49.0979067358		マージャン店スタッフ		エンターテインメント系		その他

		2020-03		70		452835.704318793		6469.0814902685		メイクアップスタッフ		ビューティー系		その他

		2020-03		14		30687.3706943005		2191.9550495929		メール処理		オフィス系		電話・メール

		2020-03		13		60638.2727875648		4664.4825221204		リゾートスタッフ		施設・サービス系		その他

		2020-03		232		1892987.83890817		8159.4303401214		レジスタッフ		販売・ファッション・レンタル		コンビニ・スーパー

		2020-03		154		821387.749073203		5333.6866822935		レストラン		フード系		レストラン

		2020-03		14		120687.370694301		8620.5264781643		レンタル店スタッフ		販売・ファッション・レンタル		ＣＤ・ビデオ・書籍・レンタル

		2020-03		171		1040485.9044834		6084.7128917158		ワゴンサービススタッフ		エンターテインメント系		パチンコ・ゲームセンター・ボウリング

		2020-03		1246		5129708.95057311		4116.9413728516		一般事務		オフィス系		事務・受付・経理

		2020-03		190		454497.673107518		2392.0930163554		事務・受付・経理		オフィス系		事務・受付・経理

		2020-03		4		196.391626943		49.0979067358		人事		オフィス系		その他

		2020-03		573		4941872.37337985		8624.5591158462		仕分けスタッフ		配送・物流系		梱包・仕分け・資材搬入

		2020-03		20		43200.3224724173		2160.0161236209		企画営業		オフィス系		営業

		2020-03		90		551985.553282165		6133.1728142463		修理・メンテスタッフ		軽作業・製造系		その他

		2020-03		102		653024.288596133		6402.1989078052		倉庫スタッフ		軽作業・製造系		工事・倉庫・引っ越し

		2020-03		44		153980.65815467		3499.5604126061		個人営業		オフィス系		営業

		2020-03		599		4653208.11671701		7768.2940178915		個別指導講師		講師・インストラクター		塾・家庭教師

		2020-03		63		277231.177956661		4400.494888201		健康施設スタッフ		施設・サービス系		ジム・健康施設

		2020-03		71		607106.628721779		8550.7975876307		入出荷業務スタッフ		配送・物流系		在庫管理・入出荷業務

		2020-03		45		152209.405803109		3382.4312400691		入浴介助		医療・福祉系		介護

		2020-03		49		151205.79126943		3085.8324748863		制作スタッフ		マスコミ系		編集・取材・撮影・制作

		2020-03		11		44156.6451327222		4014.2404666111		劇場スタッフ		エンターテインメント系		映画館・遊園地・劇場

		2020-03		34		197540.935205391		5810.0275060409		加工スタッフ		軽作業・製造系		工場

		2020-03		83		558018.669916682		6723.1165050203		医療・福祉系		医療・福祉系		その他

		2020-03		4		9240.4346893702		2310.1086723426		医療施設事務		医療・福祉系		医療施設

		2020-03		38		162401.518114287		4273.7241609023		医療施設受付		医療・福祉系		医療施設

		2020-03		662		3342870.68301081		5049.6535997142		受付		オフィス系		事務・受付・経理

		2020-03		118		754103.251733577		6390.7055231659		品出しスタッフ		販売・ファッション・レンタル		コンビニ・スーパー

		2020-03		17		4609.7203539259		271.1600208192		商品管理		オフィス系		その他

		2020-03		63		231324.765297188		3671.8216713839		営業		オフィス系		営業

		2020-03		462		3068458.44034106		6641.6849358032		営業アシスタント		オフィス系		営業

		2020-03		217		1686740.93093714		7772.999681738		在庫管理スタッフ		配送・物流系		在庫管理・入出荷業務

		2020-03		291		2995466.77148197		10293.7002456425		宅配便スタッフ		配送・物流系		郵便・宅配便・バイク便・ 新聞配達

		2020-03		129		462309.928568419		3583.7978958792		客室清掃スタッフ		施設・サービス系		ホテル・旅館・結婚式場

		2020-03		53		171164.639179932		3229.521493961		家庭教師		講師・インストラクター		塾・家庭教師

		2020-03		196		967737.058124171		4937.4339700213		家電販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		デパート・量販店

		2020-03		120		501937.983294604		4182.816527455		居酒屋・バー		フード系		居酒屋・バー

		2020-03		191		1543108.54543306		8079.1023321103		工事スタッフ		軽作業・製造系		工事・倉庫・引っ越し

		2020-03		15		736.4686010363		49.0979067358		市場調査スタッフ		軽作業・製造系		その他

		2020-03		110		1038997.97842872		9445.4361675338		幼児教育スタッフ		講師・インストラクター		その他

		2020-03		33		57203.0883210082		1733.4269188184		建築・造園スタッフ		軽作業・製造系		その他

		2020-03		55		483291.538684483		8787.1188851724		引越しスタッフ		軽作業・製造系		工事・倉庫・引っ越し

		2020-03		600		2515439.6385846		4192.399397641		惣菜屋スタッフ		フード系		その他

		2020-03		594		3566073.78166111		6003.4912149177		携帯電話販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-03		103		491667.313249504		4773.4690606748		撮影スタッフ		マスコミ系		編集・取材・撮影・制作

		2020-03		63		638114.98896288		10128.8093486171		新聞配達スタッフ		配送・物流系		郵便・宅配便・バイク便・ 新聞配達

		2020-03		92		247183.979989723		2686.7823911926		施術スタッフ		ビューティー系		エステ・セラピスト・マッサージ

		2020-03		719		3095663.01184206		4305.5118384451		施設・サービス系		施設・サービス系		その他

		2020-03		34		24057.273984707		707.5668819031		施設管理員		施設・サービス系		その他

		2020-03		13		638.2727875648		49.0979067358		旅館スタッフ		施設・サービス系		ホテル・旅館・結婚式場

		2020-03		90		390883.243850717		4343.1471538969		日本料理・中華料理・その他料理店		フード系		日本料理・中華料理・その他料理店

		2020-03		2		98.1958134715		49.0979067358		映画館スタッフ		エンターテインメント系		映画館・遊園地・劇場

		2020-03		85		342980.731637102		4035.0674310247		書籍販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		ＣＤ・ビデオ・書籍・レンタル

		2020-03		155		1013275.26768974		6537.2597915467		梱包スタッフ		配送・物流系		梱包・仕分け・資材搬入

		2020-03		389		3020003.28707111		7763.5045940132		検査スタッフ		軽作業・製造系		工場

		2020-03		11		62170.237441921		5651.8397674474		機械オペレーション		軽作業・製造系		その他

		2020-03		22		24212.2831354683		1100.5583243395		歯科助手		医療・福祉系		看護師・歯科助手

		2020-03		91		368188.738496711		4046.0300933705		法人営業		オフィス系		営業

		2020-03		8		75392.783253886		9424.0979067357		洗い場スタッフ		フード系		カフェ・喫茶店

		2020-03		3		60147.2937202073		20049.0979067358		洗い場スタッフ		フード系		ファーストフード

		2020-03		122		560371.819254686		4593.2116332351		洗い場スタッフ		フード系		レストラン

		2020-03		37		41816.6225492228		1130.1789878168		洗い場スタッフ		フード系		居酒屋・バー

		2020-03		47		196003.739149329		4170.2923223262		洗い場スタッフ		フード系		日本料理・中華料理・その他料理店

		2020-03		904		5445398.33696155		6023.6707267274		清掃スタッフ		軽作業・製造系		警備・車両誘導・清掃・点検

		2020-03		266		704608.821599127		2648.9053443576		漫画喫茶スタッフ		エンターテインメント系		カラオケ・漫画喫茶

		2020-03		45		84886.8025472987		1886.37338994		点検スタッフ		軽作業・製造系		警備・車両誘導・清掃・点検

		2020-03		6		92338.6305028418		15389.7717504736		理髪師		ビューティー系		美容師・理髪師

		2020-03		65		592822.024405651		9120.33883701		看護師		医療・福祉系		看護師・歯科助手

		2020-03		6		294.5874404145		49.0979067358		秘書		オフィス系		その他

		2020-03		6		37368.4934957243		6228.0822492874		空港スタッフ		施設・サービス系		駅・空港・ガソリンスタンド

		2020-03		135		1264403.24983447		9365.9499987738		組立スタッフ		軽作業・製造系		工場

		2020-03		144		650809.936635308		4519.5134488563		経理		オフィス系		事務・受付・経理

		2020-03		166		863413.930275217		5201.2887365977		結婚式場スタッフ		施設・サービス系		ホテル・旅館・結婚式場

		2020-03		343		2052807.06494801		5984.8602476618		給食スタッフ		フード系		その他

		2020-03		3		147.2937202073		49.0979067358		総務		オフィス系		その他

		2020-03		42		2062.1120829015		49.0979067358		編集スタッフ		マスコミ系		編集・取材・撮影・制作

		2020-03		55		551493.159994157		10027.1483635301		美容師		ビューティー系		美容師・理髪師

		2020-03		28		1374.741388601		49.0979067358		翻訳		オフィス系		その他

		2020-03		126		727902.520587079		5777.0041316435		老人介護施設スタッフ		医療・福祉系		介護

		2020-03		17		141922.750539362		8348.3970905507		自動車・バイク販売		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-03		134		206579.119502591		1541.6352201686		英語講師		講師・インストラクター		語学講師

		2020-03		270		1057664.90088457		3917.2774106836		製造スタッフ		フード系		パン・ケーキ・お菓子

		2020-03		752		4372531.02088574		5814.5359320289		製造スタッフ		軽作業・製造系		工場

		2020-03		69		168431.798627194		2441.0405598144		講師・インストラクター		講師・インストラクター		その他

		2020-03		951		9026361.21908023		9491.4418707468		警備スタッフ		軽作業・製造系		警備・車両誘導・清掃・点検

		2020-03		369		1141373.64705985		3093.1535150674		販売スタッフ		フード系		パン・ケーキ・お菓子

		2020-03		548		1903888.32819797		3474.2487740839		販売・ファッション・レンタル		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-03		138		821783.145241597		5954.9503278377		資材搬入スタッフ		配送・物流系		梱包・仕分け・資材搬入

		2020-03		376		4052954.65760403		10779.1347276703		車両誘導スタッフ		軽作業・製造系		警備・車両誘導・清掃・点検

		2020-03		392		2735352.56092942		6977.9402064526		軽作業・製造系		軽作業・製造系		その他

		2020-03		4		196.391626943		49.0979067358		郵便スタッフ		配送・物流系		郵便・宅配便・バイク便・ 新聞配達

		2020-03		432		1871374.70015088		4331.8858799789		配送・物流系		配送・物流系		その他

		2020-03		175		1361919.93532904		7782.3996304516		量販店スタッフ		販売・ファッション・レンタル		デパート・量販店

		2020-03		278		2232911.25161809		8032.0548619356		集団授業講師		講師・インストラクター		塾・家庭教師

		2020-03		1049		4372822.96722392		4168.5633624632		雑貨販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		アパレル・雑貨・インテリア販売

		2020-03		91		241618.055324856		2655.1434651083		電話・メール		オフィス系		電話・メール

		2020-03		1012		5899893.91292894		5829.9346965701		電話受付スタッフ		オフィス系		電話・メール

		2020-03		2		13186.281938326		6593.140969163		香水販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		アパレル・雑貨・インテリア販売

		2020-04		234		449675.47109172		1921.6900474005		CADオペレーター		デジタル・クリエイティブ系		デザイン関連

		2020-04		134		166765.180459585		1244.5162720865		CD・ビデオ販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		ＣＤ・ビデオ・書籍・レンタル

		2020-04		30		1514.5926402057		50.4864213402		DTPオペレーター		デジタル・クリエイティブ系		デザイン関連

		2020-04		18		908.7555841234		50.4864213402		DTPデザイナー		デジタル・クリエイティブ系		デザイン関連

		2020-04		88		272342.048046576		3094.7960005293		PCインストラクター		講師・インストラクター		インストラクター

		2020-04		29		1464.1062188655		50.4864213402		Webディレクター		デジタル・クリエイティブ系		web関連

		2020-04		269		108580.847340511		403.6462726413		Webデザイナー		デジタル・クリエイティブ系		web関連

		2020-04		275		338883.765868552		1232.3046031584		Webプログラマー		デジタル・クリエイティブ系		web関連

		2020-04		183		244239.015105255		1334.6394268047		Webページの更新・運営		デジタル・クリエイティブ系		web関連

		2020-04		242		302217.713964326		1248.8335287782		web関連		デジタル・クリエイティブ系		web関連

		2020-04		1885		4156116.97658317		2204.8365923518		アパレル販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		アパレル・雑貨・インテリア販売

		2020-04		105		234610.64486359		2234.3870939389		アミューズメントスタッフ		エンターテインメント系		イベント・アミューズメント施設

		2020-04		121		322124.037343219		2662.1821268035		イベントスタッフ		エンターテインメント系		イベント・アミューズメント施設

		2020-04		2780		12704999.4012129		4570.143669501		インストアスタッフ		フード系		その他

		2020-04		59		110777.184796351		1877.579403328		インストラクター		講師・インストラクター		インストラクター

		2020-04		66		333332.103808453		5050.4864213402		インテリア販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		アパレル・雑貨・インテリア販売

		2020-04		52		2625.2939096899		50.4864213402		エステティシャン		ビューティー系		エステ・セラピスト・マッサージ

		2020-04		59		2978.6988590712		50.4864213402		エンターテインメント系		エンターテインメント系		その他

		2020-04		244		596254.400477329		2443.6655757268		オフィス系		オフィス系		その他

		2020-04		496		499963.2929154		1007.9905099101		カウンタースタッフ		フード系		カフェ・喫茶店

		2020-04		279		577734.037263984		2070.7313163584		カフェ・喫茶店		フード系		カフェ・喫茶店

		2020-04		110		11528.3170895808		104.8028826326		カラオケスタッフ		エンターテインメント系		カラオケ・漫画喫茶

		2020-04		758		2986864.25306524		3940.4541597167		ガソリンスタンドスタッフ		施設・サービス系		駅・空港・ガソリンスタンド

		2020-04		279		235141.671399239		842.801689603		キッチンスタッフ		フード系		カフェ・喫茶店

		2020-04		485		1030845.34097213		2125.4543112827		キッチンスタッフ		フード系		ファーストフード

		2020-04		3513		10533037.5933364		2998.302759276		キッチンスタッフ		フード系		レストラン

		2020-04		1414		938465.864858458		663.6958025873		キッチンスタッフ		フード系		居酒屋・バー

		2020-04		2391		10124864.7533305		4234.5732970851		キッチンスタッフ		フード系		日本料理・中華料理・その他料理店

		2020-04		216		1095028.69577967		5069.5772952763		キャンペーンスタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-04		123		6209.8298248433		50.4864213402		グラフィックデザイナー		デジタル・クリエイティブ系		デザイン関連

		2020-04		24		97136.1063386444		4047.3377641102		グループ指導		講師・インストラクター		塾・家庭教師

		2020-04		56		52980.9845754488		946.0890102759		ゲームクリエイター		デジタル・クリエイティブ系		ゲーム関連

		2020-04		90		64543.777920617		717.1530880069		ゲームセンタースタッフ		エンターテインメント系		パチンコ・ゲームセンター・ボウリング

		2020-04		111		491419.483674048		4427.2025556221		ゲームテスター		デジタル・クリエイティブ系		ゲーム関連

		2020-04		1		50.4864213402		50.4864213402		ゲーム販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-04		92		490460.241668585		5331.0895833542		ゲーム関連		デジタル・クリエイティブ系		ゲーム関連

		2020-04		13		656.3234774225		50.4864213402		コピーライター		デジタル・クリエイティブ系		その他

		2020-04		5		252.4321067009		50.4864213402		コンテンツプランナー		デジタル・クリエイティブ系		その他

		2020-04		466		2017115.27316251		4328.573547559		コンビニスタッフ		販売・ファッション・レンタル		コンビニ・スーパー

		2020-04		16		95807.782741443		5987.9864213402		サーバー管理		デジタル・クリエイティブ系		システム関連

		2020-04		181		444138.042262574		2453.8013384673		システムエンジニア		デジタル・クリエイティブ系		システム関連

		2020-04		70		153534.049493813		2193.3435641973		システム関連		デジタル・クリエイティブ系		システム関連

		2020-04		39		11051.1203745636		283.3620608862		ジムスタッフ		施設・サービス系		ジム・健康施設

		2020-04		62		45030.3780693217		726.2964204729		ジュエリーショップスタッフ		販売・ファッション・レンタル		アパレル・雑貨・インテリア販売

		2020-04		133		59666.2856844694		448.6186893569		スポーツインストラクター		講師・インストラクター		インストラクター

		2020-04		115		475607.029664975		4135.7133014346		スポーツ用品販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-04		513		2316306.95760268		4515.2182409409		スーパースタッフ		販売・ファッション・レンタル		コンビニ・スーパー

		2020-04		301		1479279.92025025		4914.5512300673		セラピスト		ビューティー系		エステ・セラピスト・マッサージ

		2020-04		21		76060.214848144		3621.9149927688		チューター		講師・インストラクター		塾・家庭教師

		2020-04		848		1660763.68156142		1958.4477376904		テレフォンアポインター		オフィス系		電話・メール

		2020-04		111		131776.15039933		1187.1725261201		テレフォンマーケティング		オフィス系		電話・メール

		2020-04		50		186499.13180917		3729.9826361834		デザイン関連		デジタル・クリエイティブ系		デザイン関連

		2020-04		37		42594.3627186254		1151.1989923953		デジタル・クリエイティブ系		デジタル・クリエイティブ系		その他

		2020-04		82		229921.622594307		2803.9222267598		デパートスタッフ		販売・ファッション・レンタル		デパート・量販店

		2020-04		1		50.4864213402		50.4864213402		デモンストレーター		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-04		3826		15204107.8524361		3973.8912316874		デリバリースタッフ		フード系		その他

		2020-04		64		213508.845018736		3336.0757034177		デリバリースタッフ		配送・物流系		その他

		2020-04		740		5813738.41481142		7856.4032632587		データ入力		オフィス系		その他

		2020-04		226		339726.35294058		1503.2139510645		ドラッグストアスタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-04		2		95100.9728426804		47550.4864213402		ネットワークエンジニア		デジタル・クリエイティブ系		システム関連

		2020-04		44		129196.213281128		2936.2775745711		バイク便スタッフ		配送・物流系		郵便・宅配便・バイク便・ 新聞配達

		2020-04		137		28875.4355194018		210.7696023314		バーテンダー		フード系		居酒屋・バー

		2020-04		1624		4978213.71525878		3065.4025340263		パチンコ店スタッフ		エンターテインメント系		パチンコ・ゲームセンター・ボウリング

		2020-04		40		44969.0783379275		1124.2269584482		パン・ケーキ・お菓子		フード系		パン・ケーキ・お菓子

		2020-04		1		50.4864213402		50.4864213402		ビューティーアドバイザリースタッフ		施設・サービス系		ジム・健康施設

		2020-04		64		9871.7708410653		154.2464193916		ビューティー系		ビューティー系		その他

		2020-04		1344		1467502.77743853		1091.8919474989		ファーストフード		フード系		ファーストフード

		2020-04		1		50.4864213402		50.4864213402		フラッシュ制作		デジタル・クリエイティブ系		web関連

		2020-04		35		36386.0790615459		1039.6022589013		フラワーショップスタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-04		244		463319.308776346		1898.8496261326		フロアスタッフ		フード系		カフェ・喫茶店

		2020-04		617		1730185.29089738		2804.1900986992		フード系		フード系		その他

		2020-04		22		60908.7555841234		2768.5797992783		ペットショップスタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-04		400		430994.48267712		1077.4862066928		ホテルスタッフ		施設・サービス系		ホテル・旅館・結婚式場

		2020-04		153		465442.08744164		3042.1051466774		ホームヘルパー		医療・福祉系		介護

		2020-04		1572		18472459.0326156		11750.9281377962		ホールスタッフ		フード系		ファーストフード

		2020-04		3714		10917260.3057618		2939.4885045131		ホールスタッフ		フード系		レストラン

		2020-04		1628		902392.363060409		554.2950633049		ホールスタッフ		フード系		居酒屋・バー

		2020-04		2004		7828826.00944912		3906.5998051143		ホールスタッフ		フード系		日本料理・中華料理・その他料理店

		2020-04		8		403.8913707215		50.4864213402		ボウリングスタッフ		エンターテインメント系		パチンコ・ゲームセンター・ボウリング

		2020-04		104		524714.553582508		5045.3322459857		ポスティングスタッフ		軽作業・製造系		その他

		2020-04		9		5521.7922064761		613.5324673862		マスコミ系		マスコミ系		その他

		2020-04		140		217068.098987627		1550.4864213402		マンションコンシェルジュ		施設・サービス系		その他

		2020-04		1		50.4864213402		50.4864213402		マージャン店スタッフ		エンターテインメント系		その他

		2020-04		62		147746.260058938		2383.004194499		メイクアップスタッフ		ビューティー系		その他

		2020-04		51		32574.8074883497		638.7217154578		メール処理		オフィス系		電話・メール

		2020-04		19		2648.3801436017		139.3884286106		リゾートスタッフ		施設・サービス系		その他

		2020-04		502		2142859.77227153		4268.6449646843		レジスタッフ		販売・ファッション・レンタル		コンビニ・スーパー

		2020-04		231		316309.625046869		1369.3057361336		レストラン		フード系		レストラン

		2020-04		15		757.2963201028		50.4864213402		レンタル店スタッフ		販売・ファッション・レンタル		ＣＤ・ビデオ・書籍・レンタル

		2020-04		203		425931.248294011		2098.1834891331		ワゴンサービススタッフ		エンターテインメント系		パチンコ・ゲームセンター・ボウリング

		2020-04		1967		6130250.68562424		3116.5483912681		一般事務		オフィス系		事務・受付・経理

		2020-04		349		400271.163715483		1146.9087785544		事務・受付・経理		オフィス系		事務・受付・経理

		2020-04		32		96615.565482886		3019.2364213402		人事		オフィス系		その他

		2020-04		687		6542801.39062489		9523.728370633		仕分けスタッフ		配送・物流系		梱包・仕分け・資材搬入

		2020-04		23		7801.8275661175		339.209894179		企画営業		オフィス系		営業

		2020-04		159		525409.102847192		3304.4597663345		修理・メンテスタッフ		軽作業・製造系		その他

		2020-04		179		1356352.99314379		7577.3910231497		倉庫スタッフ		軽作業・製造系		工事・倉庫・引っ越し

		2020-04		61		8031.7786479697		131.6685024257		個人営業		オフィス系		営業

		2020-04		617		3756464.5031408		6088.2731007144		個別指導講師		講師・インストラクター		塾・家庭教師

		2020-04		65		31996.9657354607		492.2610113148		健康施設スタッフ		施設・サービス系		ジム・健康施設

		2020-04		157		361729.890674046		2304.0120425098		入出荷業務スタッフ		配送・物流系		在庫管理・入出荷業務

		2020-04		104		260250.58781938		2502.4094982633		入浴介助		医療・福祉系		介護

		2020-04		64		149410.29390969		2334.5358423389		制作スタッフ		マスコミ系		編集・取材・撮影・制作

		2020-04		17		858.2691627832		50.4864213402		劇場スタッフ		エンターテインメント系		映画館・遊園地・劇場

		2020-04		27		151256.523856769		5602.0934761766		加工スタッフ		軽作業・製造系		工場

		2020-04		153		903600.68629154		5905.8868385068		医療・福祉系		医療・福祉系		その他

		2020-04		6		49277.7292702011		8212.9548783669		医療施設事務		医療・福祉系		医療施設

		2020-04		9		107083.404949381		11898.1561054868		医療施設受付		医療・福祉系		医療施設

		2020-04		653		2840350.04522399		4349.6937905421		受付		オフィス系		事務・受付・経理

		2020-04		369		1369368.07729832		3711.0245997244		品出しスタッフ		販売・ファッション・レンタル		コンビニ・スーパー

		2020-04		14		706.8098987627		50.4864213402		商品管理		オフィス系		その他

		2020-04		75		473183.217586209		6309.1095678161		営業		オフィス系		営業

		2020-04		721		4735871.05346443		6568.4758023085		営業アシスタント		オフィス系		営業

		2020-04		153		1137973.20400497		7437.7333595096		在庫管理スタッフ		配送・物流系		在庫管理・入出荷業務

		2020-04		541		4950273.32824417		9150.2279634828		宅配便スタッフ		配送・物流系		郵便・宅配便・バイク便・ 新聞配達

		2020-04		98		466217.180813977		4757.3181715712		客室清掃スタッフ		施設・サービス系		ホテル・旅館・結婚式場

		2020-04		73		193148.516318165		2645.8700865502		家庭教師		講師・インストラクター		塾・家庭教師

		2020-04		279		675128.519755991		2419.8154829964		家電販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		デパート・量販店

		2020-04		55		78653.106102345		1430.0564745881		居酒屋・バー		フード系		居酒屋・バー

		2020-04		296		609793.863673413		2060.1144043021		工事スタッフ		軽作業・製造系		工事・倉庫・引っ越し

		2020-04		14		10841.6387275915		774.4027662565		市場調査スタッフ		軽作業・製造系		その他

		2020-04		149		800269.108441902		5370.933613704		幼児教育スタッフ		講師・インストラクター		その他

		2020-04		47		102440.276217403		2179.5803450511		建築・造園スタッフ		軽作業・製造系		その他

		2020-04		42		257284.83990151		6125.8295214645		引越しスタッフ		軽作業・製造系		工事・倉庫・引っ越し

		2020-04		1221		3313363.84970217		2713.6477065538		惣菜屋スタッフ		フード系		その他

		2020-04		1139		3407660.678948		2991.8004204987		携帯電話販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-04		88		12888.4957686274		146.4601791889		撮影スタッフ		マスコミ系		編集・取材・撮影・制作

		2020-04		147		1370354.41272315		9322.1388620623		新聞配達スタッフ		配送・物流系		郵便・宅配便・バイク便・ 新聞配達

		2020-04		86		106821.302951568		1242.1081738554		施術スタッフ		ビューティー系		エステ・セラピスト・マッサージ

		2020-04		1255		2886577.71693254		2300.0619258427		施設・サービス系		施設・サービス系		その他

		2020-04		68		274256.751846253		4033.1875271508		施設管理員		施設・サービス系		その他

		2020-04		22		1110.7012694842		50.4864213402		旅館スタッフ		施設・サービス系		ホテル・旅館・結婚式場

		2020-04		107		134791.722824222		1259.7357273292		日本料理・中華料理・その他料理店		フード系		日本料理・中華料理・その他料理店

		2020-04		1		50.4864213402		50.4864213402		映画館スタッフ		エンターテインメント系		映画館・遊園地・劇場

		2020-04		71		230676.142095743		3248.9597478274		書籍販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		ＣＤ・ビデオ・書籍・レンタル

		2020-04		170		500384.218754821		2943.4365809107		梱包スタッフ		配送・物流系		梱包・仕分け・資材搬入

		2020-04		230		1957541.94189715		8511.0519212919		検査スタッフ		軽作業・製造系		工場

		2020-04		3		151.4592640206		50.4864213402		機械オペレーション		軽作業・製造系		その他

		2020-04		4		201.9456853608		50.4864213402		歯科助手		医療・福祉系		看護師・歯科助手

		2020-04		139		49543.4650034313		356.4278057801		法人営業		オフィス系		営業

		2020-04		24		76211.6741121645		3175.4864213402		洗い場スタッフ		フード系		カフェ・喫茶店

		2020-04		1		50.4864213402		50.4864213402		洗い場スタッフ		フード系		ファーストフード

		2020-04		53		25667.8811287752		484.2996439392		洗い場スタッフ		フード系		レストラン

		2020-04		18		908.7555841234		50.4864213402		洗い場スタッフ		フード系		居酒屋・バー

		2020-04		35		79930.5383255664		2283.7296664447		洗い場スタッフ		フード系		日本料理・中華料理・その他料理店

		2020-04		874		3377539.75794351		3864.4619656104		清掃スタッフ		軽作業・製造系		警備・車両誘導・清掃・点検

		2020-04		145		165588.639723606		1141.9906187835		漫画喫茶スタッフ		エンターテインメント系		カラオケ・漫画喫茶

		2020-04		45		190823.258151012		4240.5168478003		点検スタッフ		軽作業・製造系		警備・車両誘導・清掃・点検

		2020-04		16		120807.782741443		7550.4864213402		理髪師		ビューティー系		美容師・理髪師

		2020-04		61		159720.311577045		2618.3657635581		看護師		医療・福祉系		看護師・歯科助手

		2020-04		14		706.8098987627		50.4864213402		秘書		オフィス系		その他

		2020-04		86		664963.186919909		7732.1300804641		組立スタッフ		軽作業・製造系		工場

		2020-04		149		562584.877856584		3775.7374352791		経理		オフィス系		事務・受付・経理

		2020-04		84		341830.284103635		4069.4081440909		結婚式場スタッフ		施設・サービス系		ホテル・旅館・結婚式場

		2020-04		664		1774640.95466241		2672.6520401542		給食スタッフ		フード系		その他

		2020-04		3		151.4592640206		50.4864213402		総務		オフィス系		その他

		2020-04		56		36205.5158713269		646.5270691308		編集スタッフ		マスコミ系		編集・取材・撮影・制作

		2020-04		79		423123.401751532		5355.9924272346		美容師		ビューティー系		美容師・理髪師

		2020-04		40		2019.4568536076		50.4864213402		翻訳		オフィス系		その他

		2020-04		271		1836084.78674908		6775.2206153102		老人介護施設スタッフ		医療・福祉系		介護

		2020-04		48		99372.969708649		2070.2702022635		自動車・バイク販売		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-04		155		217390.467409502		1402.5191445774		英語講師		講師・インストラクター		語学講師

		2020-04		389		745114.130907166		1915.4604907639		製造スタッフ		フード系		パン・ケーキ・お菓子

		2020-04		640		2892738.99588229		4519.9046810661		製造スタッフ		軽作業・製造系		工場

		2020-04		47		112372.861802989		2390.9119532551		講師・インストラクター		講師・インストラクター		その他

		2020-04		836		6281428.6775688		7513.6706669483		警備スタッフ		軽作業・製造系		警備・車両誘導・清掃・点検

		2020-04		517		770794.575796059		1490.8985992187		販売スタッフ		フード系		パン・ケーキ・お菓子

		2020-04		797		1963364.86349628		2463.4439943492		販売・ファッション・レンタル		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-04		395		581792.408002571		1472.8921721584		資材搬入スタッフ		配送・物流系		梱包・仕分け・資材搬入

		2020-04		208		1787925.67020134		8595.7964913526		車両誘導スタッフ		軽作業・製造系		警備・車両誘導・清掃・点検

		2020-04		825		4951713.30487993		6002.0767331878		軽作業・製造系		軽作業・製造系		その他

		2020-04		35		1767.0247469066		50.4864213402		郵便スタッフ		配送・物流系		郵便・宅配便・バイク便・ 新聞配達

		2020-04		812		2609081.10338252		3213.1540682051		配送・物流系		配送・物流系		その他

		2020-04		285		2119474.14197239		7436.7513753417		量販店スタッフ		販売・ファッション・レンタル		デパート・量販店

		2020-04		150		1016600.6307759		6777.337538506		集団授業講師		講師・インストラクター		塾・家庭教師

		2020-04		880		2301604.23708737		2615.4593603266		雑貨販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		アパレル・雑貨・インテリア販売

		2020-04		107		298049.39747364		2785.5083876041		電話・メール		オフィス系		電話・メール

		2020-04		1734		7514356.24713557		4333.5387815084		電話受付スタッフ		オフィス系		電話・メール

		2020-05		225		3663.5625678556		16.2825003016		CADオペレーター		デジタル・クリエイティブ系		デザイン関連

		2020-05		97		114236.333514472		1177.694159943		CD・ビデオ販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		ＣＤ・ビデオ・書籍・レンタル

		2020-05		22		358.2150066348		16.2825003016		DTPオペレーター		デジタル・クリエイティブ系		デザイン関連

		2020-05		11		179.1075033174		16.2825003016		DTPデザイナー		デジタル・クリエイティブ系		デザイン関連

		2020-05		63		241307.570910019		3830.2789033336		PCインストラクター		講師・インストラクター		インストラクター

		2020-05		29		472.1925087458		16.2825003016		Webディレクター		デジタル・クリエイティブ系		web関連

		2020-05		246		4005.4950741888		16.2825003016		Webデザイナー		デジタル・クリエイティブ系		web関連

		2020-05		273		4445.1225823314		16.2825003016		Webプログラマー		デジタル・クリエイティブ系		web関連

		2020-05		130		77116.7250392054		593.2055772247		Webページの更新・運営		デジタル・クリエイティブ系		web関連

		2020-05		151		147458.657545539		976.5474009638		web関連		デジタル・クリエイティブ系		web関連

		2020-05		1135		2164755.37911582		1907.273461776		アパレル販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		アパレル・雑貨・インテリア販売

		2020-05		21		106341.932506333		5063.9015479206		アミューズメントスタッフ		エンターテインメント系		イベント・アミューズメント施設

		2020-05		45		97135.1556186957		2158.5590137488		イベントスタッフ		エンターテインメント系		イベント・アミューズメント施設

		2020-05		1414		2601279.45229997		1839.6601501414		インストアスタッフ		フード系		その他

		2020-05		26		84418.9683033407		3246.8833962823		インストラクター		講師・インストラクター		インストラクター

		2020-05		46		215748.995013873		4690.1955437798		インテリア販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		アパレル・雑貨・インテリア販売

		2020-05		2		11361.0304932124		5680.5152466062		エキストラ		マスコミ系		その他

		2020-05		24		1885.863084161		78.5776285067		エステティシャン		ビューティー系		エステ・セラピスト・マッサージ

		2020-05		115		1872.4875346817		16.2825003016		エンターテインメント系		エンターテインメント系		その他

		2020-05		138		210225.101519116		1523.3703008632		オフィス系		オフィス系		その他

		2020-05		85		108708.101313743		1278.9188389852		カウンタースタッフ		フード系		カフェ・喫茶店

		2020-05		115		31872.4875346817		277.152065519		カフェ・喫茶店		フード系		カフェ・喫茶店

		2020-05		2		32.5650006032		16.2825003016		カラオケスタッフ		エンターテインメント系		カラオケ・漫画喫茶

		2020-05		409		1326638.87323333		3243.6158269764		ガソリンスタンドスタッフ		施設・サービス系		駅・空港・ガソリンスタンド

		2020-05		215		195453.645223945		909.0867219718		キッチンスタッフ		フード系		カフェ・喫茶店

		2020-05		290		540193.93124509		1862.7376939486		キッチンスタッフ		フード系		ファーストフード

		2020-05		855		2854778.57712974		3338.9223124324		キッチンスタッフ		フード系		レストラン

		2020-05		656		470263.628732416		716.8652877019		キッチンスタッフ		フード系		居酒屋・バー

		2020-05		1257		3610979.19431722		2872.6962564178		キッチンスタッフ		フード系		日本料理・中華料理・その他料理店

		2020-05		109		785456.744752258		7206.0251812134		キャンペーンスタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-05		73		1188.6225220154		16.2825003016		グラフィックデザイナー		デジタル・クリエイティブ系		デザイン関連

		2020-05		20		17318.3482449454		865.9174122473		グループ指導		講師・インストラクター		塾・家庭教師

		2020-05		58		134914.88347903		2326.1186806729		ゲームクリエイター		デジタル・クリエイティブ系		ゲーム関連

		2020-05		8		30130.2600024126		3766.2825003016		ゲームセンタースタッフ		エンターテインメント系		パチンコ・ゲームセンター・ボウリング

		2020-05		57		217839.597901805		3821.7473316106		ゲームテスター		デジタル・クリエイティブ系		ゲーム関連

		2020-05		2		32.5650006032		16.2825003016		ゲーム販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-05		47		217676.77289879		4631.4206999743		ゲーム関連		デジタル・クリエイティブ系		ゲーム関連

		2020-05		8		130.2600024126		16.2825003016		コピーライター		デジタル・クリエイティブ系		その他

		2020-05		5		81.4125015079		16.2825003016		コンテンツプランナー		デジタル・クリエイティブ系		その他

		2020-05		131		167405.304862418		1277.9030905528		コンビニスタッフ		販売・ファッション・レンタル		コンビニ・スーパー

		2020-05		20		325.6500060316		16.2825003016		サーバー管理		デジタル・クリエイティブ系		システム関連

		2020-05		170		26750.5182332671		157.3559896075		システムエンジニア		デジタル・クリエイティブ系		システム関連

		2020-05		56		85911.8200168885		1534.1396431587		システム関連		デジタル・クリエイティブ系		システム関連

		2020-05		42		100683.865012666		2397.234881254		ジムスタッフ		施設・サービス系		ジム・健康施設

		2020-05		35		569.8875105553		16.2825003016		ジュエリーショップスタッフ		販売・ファッション・レンタル		アパレル・雑貨・インテリア販売

		2020-05		54		88861.7481982837		1645.5879295979		スポーツインストラクター		講師・インストラクター		インストラクター

		2020-05		73		461166.738999513		6317.3525890344		スポーツ用品販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-05		318		1858068.5697856		5842.9829238541		スーパースタッフ		販売・ファッション・レンタル		コンビニ・スーパー

		2020-05		102		157052.047548604		1539.7259563589		セラピスト		ビューティー系		エステ・セラピスト・マッサージ

		2020-05		14		227.9550042221		16.2825003016		チューター		講師・インストラクター		塾・家庭教師

		2020-05		450		1072341.31638047		2382.9807030677		テレフォンアポインター		オフィス系		電話・メール

		2020-05		108		371612.474810847		3440.8562482486		テレフォンマーケティング		オフィス系		電話・メール

		2020-05		32		521.0400096506		16.2825003016		デザイン関連		デジタル・クリエイティブ系		デザイン関連

		2020-05		26		7701.6088360668		296.2157244641		デジタル・クリエイティブ系		デジタル・クリエイティブ系		その他

		2020-05		62		148323.507747754		2392.3146410928		デパートスタッフ		販売・ファッション・レンタル		デパート・量販店

		2020-05		1		2678.59375		2678.59375		デモンストレーター		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-05		1781		5131025.02398667		2880.9798001048		デリバリースタッフ		フード系		その他

		2020-05		30		7939.6275081427		264.6542502714		デリバリースタッフ		配送・物流系		その他

		2020-05		276		1876974.72704184		6800.6330689922		データ入力		オフィス系		その他

		2020-05		140		393161.379020711		2808.2955644336		ドラッグストアスタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-05		4		65.1300012063		16.2825003016		ネットワークエンジニア		デジタル・クリエイティブ系		システム関連

		2020-05		13		25198.5423904193		1938.3494146476		バイク便スタッフ		配送・物流系		郵便・宅配便・バイク便・ 新聞配達

		2020-05		82		106800.746563191		1302.4481288194		バーテンダー		フード系		居酒屋・バー

		2020-05		293		1140217.60689764		3891.5276685926		パチンコ店スタッフ		エンターテインメント系		パチンコ・ゲームセンター・ボウリング

		2020-05		24		89710.4920908463		3737.9371704519		パン・ケーキ・お菓子		フード系		パン・ケーキ・お菓子

		2020-05		67		1090.9275202059		16.2825003016		ビューティー系		ビューティー系		その他

		2020-05		399		256496.717620331		642.8489163417		ファーストフード		フード系		ファーストフード

		2020-05		6		97.6950018095		16.2825003016		フラッシュ制作		デジタル・クリエイティブ系		web関連

		2020-05		28		40455.9100084442		1444.853928873		フラワーショップスタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-05		106		256725.945031967		2421.9428776601		フロアスタッフ		フード系		カフェ・喫茶店

		2020-05		358		439201.880417867		1226.820895022		フード系		フード系		その他

		2020-05		12		55168.6462365706		4597.3871863809		ペットショップスタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-05		145		300120.346197274		2069.7954910157		ホテルスタッフ		施設・サービス系		ホテル・旅館・結婚式場

		2020-05		98		609573.89082484		6220.1417431106		ホームヘルパー		医療・福祉系		介護

		2020-05		1115		12739270.9511353		11425.3551131259		ホールスタッフ		フード系		ファーストフード

		2020-05		955		2853874.4530172		2988.3502125834		ホールスタッフ		フード系		レストラン

		2020-05		913		619696.804293893		678.7478688871		ホールスタッフ		フード系		居酒屋・バー

		2020-05		1166		3491280.14633223		2994.2368321889		ホールスタッフ		フード系		日本料理・中華料理・その他料理店

		2020-05		1		16.2825003016		16.2825003016		ボウリングスタッフ		エンターテインメント系		パチンコ・ゲームセンター・ボウリング

		2020-05		26		250270.520004825		9625.7892309548		ポスティングスタッフ		軽作業・製造系		その他

		2020-05		103		150663.967417562		1462.756965219		マンションコンシェルジュ		施設・サービス系		その他

		2020-05		45		65692.681749006		1459.8373722001		メイクアップスタッフ		ビューティー系		その他

		2020-05		25		407.0625075395		16.2825003016		メール処理		オフィス系		電話・メール

		2020-05		6		97.6950018095		16.2825003016		リゾートスタッフ		施設・サービス系		その他

		2020-05		226		916939.38290805		4057.2539066728		レジスタッフ		販売・ファッション・レンタル		コンビニ・スーパー

		2020-05		157		147556.352547348		939.8493792825		レストラン		フード系		レストラン

		2020-05		8		130.2600024126		16.2825003016		レンタル店スタッフ		販売・ファッション・レンタル		ＣＤ・ビデオ・書籍・レンタル

		2020-05		47		132260.360591097		2814.0502253425		ワゴンサービススタッフ		エンターテインメント系		パチンコ・ゲームセンター・ボウリング

		2020-05		1296		2550054.40759364		1967.6345737605		一般事務		オフィス系		事務・受付・経理

		2020-05		266		332453.6576039		1249.8257804658		事務・受付・経理		オフィス系		事務・受付・経理

		2020-05		29		472.1925087458		16.2825003016		人事		オフィス系		その他

		2020-05		185		709176.611365739		3833.3870884634		仕分けスタッフ		配送・物流系		梱包・仕分け・資材搬入

		2020-05		7		113.9775021111		16.2825003016		企画営業		オフィス系		営業

		2020-05		97		326768.973088583		3368.7522998823		修理・メンテスタッフ		軽作業・製造系		その他

		2020-05		93		397050.394270902		4269.3590781818		倉庫スタッフ		軽作業・製造系		工事・倉庫・引っ越し

		2020-05		36		204602.499747096		5683.4027707527		個人営業		オフィス系		営業

		2020-05		382		2280166.65249118		5969.0226505005		個別指導講師		講師・インストラクター		塾・家庭教師

		2020-05		34		82979.8511640999		2440.5838577676		健康施設スタッフ		施設・サービス系		ジム・健康施設

		2020-05		143		390298.789858263		2729.362166841		入出荷業務スタッフ		配送・物流系		在庫管理・入出荷業務

		2020-05		70		351139.775021111		5016.2825003016		入浴介助		医療・福祉系		介護

		2020-05		42		54302.0638545981		1292.9062822523		制作スタッフ		マスコミ系		編集・取材・撮影・制作

		2020-05		15		244.2375045237		16.2825003016		劇場スタッフ		エンターテインメント系		映画館・遊園地・劇場

		2020-05		24		109091.158892024		4545.4649538344		加工スタッフ		軽作業・製造系		工場

		2020-05		92		266489.236618745		2896.6221371603		医療・福祉系		医療・福祉系		その他

		2020-05		4		18056.3765922055		4514.0941480514		医療施設事務		医療・福祉系		医療施設

		2020-05		6		17088.9415928087		2848.1569321348		医療施設受付		医療・福祉系		医療施設

		2020-05		367		1314261.59227334		3581.0942568756		受付		オフィス系		事務・受付・経理

		2020-05		112		438310.106245825		3913.4830914806		品出しスタッフ		販売・ファッション・レンタル		コンビニ・スーパー

		2020-05		10		162.8250030158		16.2825003016		商品管理		オフィス系		その他

		2020-05		51		85376.0106653292		1674.0394248104		営業		オフィス系		営業

		2020-05		278		1360470.02940878		4893.7770842042		営業アシスタント		オフィス系		営業

		2020-05		17		18351.670130971		1079.5100077042		在庫管理スタッフ		配送・物流系		在庫管理・入出荷業務

		2020-05		244		1157161.78744012		4742.4663419677		宅配便スタッフ		配送・物流系		郵便・宅配便・バイク便・ 新聞配達

		2020-05		30		315488.475009047		10516.2825003016		客室清掃スタッフ		施設・サービス系		ホテル・旅館・結婚式場

		2020-05		42		160613.83774066		3824.1389938252		家庭教師		講師・インストラクター		塾・家庭教師

		2020-05		240		844344.444184663		3518.1018507694		家電販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		デパート・量販店

		2020-05		28		80455.9100084442		2873.4253574444		居酒屋・バー		フード系		居酒屋・バー

		2020-05		160		203238.774102298		1270.2423381394		工事スタッフ		軽作業・製造系		工事・倉庫・引っ越し

		2020-05		5		33071.5786553541		6614.3157310708		市場調査スタッフ		軽作業・製造系		その他

		2020-05		99		690021.977171809		6969.9189613314		幼児教育スタッフ		講師・インストラクター		その他

		2020-05		20		116820.733082955		5841.0366541477		建築・造園スタッフ		軽作業・製造系		その他

		2020-05		147		973609.93814206		6623.1968581092		引越しスタッフ		軽作業・製造系		工事・倉庫・引っ越し

		2020-05		805		1285622.5003702		1597.0465843108		惣菜屋スタッフ		フード系		その他

		2020-05		730		1234496.586243		1691.0912140315		携帯電話販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-05		50		814.125015079		16.2825003016		撮影スタッフ		マスコミ系		編集・取材・撮影・制作

		2020-05		63		585634.253763464		9295.7818057693		新聞配達スタッフ		配送・物流系		郵便・宅配便・バイク便・ 新聞配達

		2020-05		37		3592.6186650046		97.0978017569		施術スタッフ		ビューティー系		エステ・セラピスト・マッサージ

		2020-05		674		969549.902863193		1438.5013395596		施設・サービス系		施設・サービス系		その他

		2020-05		41		75667.5825123648		1845.5507929845		施設管理員		施設・サービス系		その他

		2020-05		6		97.6950018095		16.2825003016		旅館スタッフ		施設・サービス系		ホテル・旅館・結婚式場

		2020-05		71		91156.0575214122		1283.8881341044		日本料理・中華料理・その他料理店		フード系		日本料理・中華料理・その他料理店

		2020-05		29		472.1925087458		16.2825003016		書籍販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		ＣＤ・ビデオ・書籍・レンタル

		2020-05		69		142592.746944364		2066.5615499183		梱包スタッフ		配送・物流系		梱包・仕分け・資材搬入

		2020-05		21		51748.8906692562		2464.2328890122		検査スタッフ		軽作業・製造系		工場

		2020-05		6		22754.6259870279		3792.4376645047		機械オペレーション		軽作業・製造系		その他

		2020-05		4		65.1300012063		16.2825003016		歯科助手		医療・福祉系		看護師・歯科助手

		2020-05		64		119503.284853262		1867.2388258322		法人営業		オフィス系		営業

		2020-05		6		97.6950018095		16.2825003016		洗い場スタッフ		フード系		カフェ・喫茶店

		2020-05		5		81.4125015079		16.2825003016		洗い場スタッフ		フード系		ファーストフード

		2020-05		15		90244.2375045237		6016.2825003016		洗い場スタッフ		フード系		レストラン

		2020-05		7		113.9775021111		16.2825003016		洗い場スタッフ		フード系		居酒屋・バー

		2020-05		34		120553.605010254		3545.6942650075		洗い場スタッフ		フード系		日本料理・中華料理・その他料理店

		2020-05		391		1493567.03058836		3819.864528359		清掃スタッフ		軽作業・製造系		警備・車両誘導・清掃・点検

		2020-05		29		60472.1925087458		2085.248017543		漫画喫茶スタッフ		エンターテインメント系		カラオケ・漫画喫茶

		2020-05		27		43763.7162962515		1620.8783813427		点検スタッフ		軽作業・製造系		警備・車両誘導・清掃・点検

		2020-05		11		42174.730798817		3834.0664362561		理髪師		ビューティー系		美容師・理髪師

		2020-05		31		143332.192508746		4623.6191131854		看護師		医療・福祉系		看護師・歯科助手

		2020-05		10		162.8250030158		16.2825003016		秘書		オフィス系		その他

		2020-05		6		28268.5954938155		4711.4325823026		組立スタッフ		軽作業・製造系		工場

		2020-05		73		222846.557067213		3052.6925625646		経理		オフィス系		事務・受付・経理

		2020-05		45		159328.865012666		3540.6414447259		結婚式場スタッフ		施設・サービス系		ホテル・旅館・結婚式場

		2020-05		418		830797.33171706		1987.5534251604		給食スタッフ		フード系		その他

		2020-05		5		81.4125015079		16.2825003016		総務		オフィス系		その他

		2020-05		30		488.4750090474		16.2825003016		編集スタッフ		マスコミ系		編集・取材・撮影・制作

		2020-05		72		572076.052522705		7945.500729482		美容師		ビューティー系		美容師・理髪師

		2020-05		36		586.1700108569		16.2825003016		翻訳		オフィス系		その他

		2020-05		182		1299447.92941145		7139.823787975		老人介護施設スタッフ		医療・福祉系		介護

		2020-05		28		182769.9027375		6527.4965263393		自動車・バイク販売		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-05		98		121595.685029555		1240.77229622		英語講師		講師・インストラクター		語学講師

		2020-05		266		680270.079112278		2557.4063124522		製造スタッフ		フード系		パン・ケーキ・お菓子

		2020-05		73		322568.14241		4418.7416768493		製造スタッフ		軽作業・製造系		工場

		2020-05		33		148524.192396451		4500.7331029228		講師・インストラクター		講師・インストラクター		その他

		2020-05		526		3577947.72712819		6802.181990738		警備スタッフ		軽作業・製造系		警備・車両誘導・清掃・点検

		2020-05		361		599163.554236618		1659.7328372205		販売スタッフ		フード系		パン・ケーキ・お菓子

		2020-05		529		1375537.89865692		2600.2606779904		販売・ファッション・レンタル		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-05		217		367169.445291509		1692.0250935093		資材搬入スタッフ		配送・物流系		梱包・仕分け・資材搬入

		2020-05		69		613806.679629386		8895.748980136		車両誘導スタッフ		軽作業・製造系		警備・車両誘導・清掃・点検

		2020-05		375		1577062.40361282		4205.4997429675		軽作業・製造系		軽作業・製造系		その他

		2020-05		40		651.3000120632		16.2825003016		郵便スタッフ		配送・物流系		郵便・宅配便・バイク便・ 新聞配達

		2020-05		243		486823.426683024		2003.3885871729		配送・物流系		配送・物流系		その他

		2020-05		150		897388.154756104		5982.587698374		量販店スタッフ		販売・ファッション・レンタル		デパート・量販店

		2020-05		146		1082821.40357248		7416.5849559759		集団授業講師		講師・インストラクター		塾・家庭教師

		2020-05		615		1622274.96314349		2637.845468526		雑貨販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		アパレル・雑貨・インテリア販売

		2020-05		86		234016.36226198		2721.1204914184		電話・メール		オフィス系		電話・メール

		2020-05		586		1756890.16901178		2998.1060904638		電話受付スタッフ		オフィス系		電話・メール

		2020-05		1		16.2825003016		16.2825003016		香水販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		アパレル・雑貨・インテリア販売

		2020-06		167		51101.523945844		305.9971493763		CADオペレーター		デジタル・クリエイティブ系		デザイン関連

		2020-06		62		119476.623299205		1927.0423112775		CD・ビデオ販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		ＣＤ・ビデオ・書籍・レンタル

		2020-06		24		158.3028425165		6.5959517715		DTPオペレーター		デジタル・クリエイティブ系		デザイン関連

		2020-06		21		138.5149872019		6.5959517715		DTPデザイナー		デジタル・クリエイティブ系		デザイン関連

		2020-06		74		165851.140913377		2241.2316339646		PCインストラクター		講師・インストラクター		インストラクター

		2020-06		24		158.3028425165		6.5959517715		Webディレクター		デジタル・クリエイティブ系		web関連

		2020-06		241		111798.903804254		463.8958664077		Webデザイナー		デジタル・クリエイティブ系		web関連

		2020-06		315		197077.724808029		625.6435708191		Webプログラマー		デジタル・クリエイティブ系		web関連

		2020-06		117		335771.726357268		2869.8438150194		Webページの更新・運営		デジタル・クリエイティブ系		web関連

		2020-06		129		146269.436633161		1133.8716018074		web関連		デジタル・クリエイティブ系		web関連

		2020-06		1496		4304657.97021126		2877.4451672535		アパレル販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		アパレル・雑貨・インテリア販売

		2020-06		49		230230.161207292		4698.5747185162		アミューズメントスタッフ		エンターテインメント系		イベント・アミューズメント施設

		2020-06		104		72011.0073218375		692.4135319407		イベントスタッフ		エンターテインメント系		イベント・アミューズメント施設

		2020-06		465		1446508.05568075		3110.7700122167		インストアスタッフ		フード系		その他

		2020-06		71		365250.646167318		5144.3752981312		インストラクター		講師・インストラクター		インストラクター

		2020-06		66		200435.33281692		3036.8989820746		インテリア販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		アパレル・雑貨・インテリア販売

		2020-06		1		1393		1393		エキストラ		マスコミ系		その他

		2020-06		33		38014.1619836814		1151.9443025358		エステティシャン		ビューティー系		エステ・セラピスト・マッサージ

		2020-06		119		40784.918260811		342.730405553		エンターテインメント系		エンターテインメント系		その他

		2020-06		71		260422.140913377		3667.9174776532		オフィス系		オフィス系		その他

		2020-06		45		106283.625926175		2361.858353915		カウンタースタッフ		フード系		カフェ・喫茶店

		2020-06		171		321034.621167079		1877.3954454215		カフェ・喫茶店		フード系		カフェ・喫茶店

		2020-06		51		75336.3935403475		1477.1841870656		カラオケスタッフ		エンターテインメント系		カラオケ・漫画喫茶

		2020-06		258		889396.467870792		3447.2731312821		ガソリンスタンドスタッフ		施設・サービス系		駅・空港・ガソリンスタンド

		2020-06		168		145120.594684212		863.8130635965		キッチンスタッフ		フード系		カフェ・喫茶店

		2020-06		241		501589.624376937		2081.284748452		キッチンスタッフ		フード系		ファーストフード

		2020-06		1270		4627288.18272937		3643.5340021491		キッチンスタッフ		フード系		レストラン

		2020-06		727		813836.792591886		1119.445381832		キッチンスタッフ		フード系		居酒屋・バー

		2020-06		1293		3821987.25325914		2955.9066150496		キッチンスタッフ		フード系		日本料理・中華料理・その他料理店

		2020-06		14		9085.7473730298		648.9819552164		キャンペーンスタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-06		87		573.8478041223		6.5959517715		グラフィックデザイナー		デジタル・クリエイティブ系		デザイン関連

		2020-06		6		14377.0378553146		2396.1729758858		グループ指導		講師・インストラクター		塾・家庭教師

		2020-06		55		131210.14902885		2385.6390732518		ゲームクリエイター		デジタル・クリエイティブ系		ゲーム関連

		2020-06		19		100125.323083659		5269.7538465084		ゲームセンタースタッフ		エンターテインメント系		パチンコ・ゲームセンター・ボウリング

		2020-06		48		214150.786613963		4461.4747211242		ゲームテスター		デジタル・クリエイティブ系		ゲーム関連

		2020-06		3		120019.787855315		40006.5959517715		ゲーム販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-06		34		119058.443289162		3501.7189202695		ゲーム関連		デジタル・クリエイティブ系		ゲーム関連

		2020-06		2		13.191903543		6.5959517715		コピーライター		デジタル・クリエイティブ系		その他

		2020-06		3		19.7878553146		6.5959517715		コンテンツプランナー		デジタル・クリエイティブ系		その他

		2020-06		72		244925.701157008		3401.7458494029		コンビニスタッフ		販売・ファッション・レンタル		コンビニ・スーパー

		2020-06		17		112.1311801159		6.5959517715		サーバー管理		デジタル・クリエイティブ系		システム関連

		2020-06		159		91481.6217128005		575.3561114013		システムエンジニア		デジタル・クリエイティブ系		システム関連

		2020-06		90		195481.224892851		2172.0136099206		システム関連		デジタル・クリエイティブ系		システム関連

		2020-06		53		349.5854438906		6.5959517715		ジムスタッフ		施設・サービス系		ジム・健康施設

		2020-06		31		69177.0436907604		2231.5175384116		ジュエリーショップスタッフ		販売・ファッション・レンタル		アパレル・雑貨・インテリア販売

		2020-06		82		244743.55152081		2984.6774575709		スポーツインストラクター		講師・インストラクター		インストラクター

		2020-06		53		259342.989492119		4893.2639526815		スポーツ用品販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-06		119		870249.363944395		7313.0198650789		スーパースタッフ		販売・ファッション・レンタル		コンビニ・スーパー

		2020-06		109		299182.99292483		2744.7981002278		セラピスト		ビューティー系		エステ・セラピスト・マッサージ

		2020-06		9		75059.3635659437		8339.9292851049		チューター		講師・インストラクター		塾・家庭教師

		2020-06		283		890220.920462141		3145.6569627638		テレフォンアポインター		オフィス系		電話・メール

		2020-06		39		65160.0493727162		1670.7704967363		テレフォンマーケティング		オフィス系		電話・メール

		2020-06		29		191.2826013741		6.5959517715		デザイン関連		デジタル・クリエイティブ系		デザイン関連

		2020-06		14		92.3433248013		6.5959517715		デジタル・クリエイティブ系		デジタル・クリエイティブ系		その他

		2020-06		60		32496.3040116626		541.605066861		デパートスタッフ		販売・ファッション・レンタル		デパート・量販店

		2020-06		1137		6685278.11297649		5879.7520782555		デリバリースタッフ		フード系		その他

		2020-06		78		389746.71607745		4996.7527702237		デリバリースタッフ		配送・物流系		その他

		2020-06		217		1579697.68936401		7279.712854212		データ入力		オフィス系		その他

		2020-06		72		33079.5482412082		459.4381700168		ドラッグストアスタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-06		15		98.9392765728		6.5959517715		ネットワークエンジニア		デジタル・クリエイティブ系		システム関連

		2020-06		14		7085.7473730298		506.1248123593		バイク便スタッフ		配送・物流系		郵便・宅配便・バイク便・ 新聞配達

		2020-06		63		250415.544961606		3974.8499200255		バーテンダー		フード系		居酒屋・バー

		2020-06		564		3202943.24922668		5678.9773922459		パチンコ店スタッフ		エンターテインメント系		パチンコ・ゲームセンター・ボウリング

		2020-06		12		23185.5757106291		1932.1313092191		パン・ケーキ・お菓子		フード系		パン・ケーキ・お菓子

		2020-06		63		75415.5449616058		1197.0721422477		ビューティー系		ビューティー系		その他

		2020-06		343		322262.411457632		939.5405581855		ファーストフード		フード系		ファーストフード

		2020-06		3		80019.7878553146		26673.2626184382		フラッシュ制作		デジタル・クリエイティブ系		web関連

		2020-06		36		100446.733691092		2790.1870469748		フラワーショップスタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-06		99		352164.598509527		3557.2181667629		フロアスタッフ		フード系		カフェ・喫茶店

		2020-06		356		803286.171051348		2256.4218287959		フード系		フード系		その他

		2020-06		16		43072.5554694867		2692.0347168429		ペットショップスタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-06		97		83572.2243065438		861.5693227479		ホテルスタッフ		施設・サービス系		ホテル・旅館・結婚式場

		2020-06		57		399698.934022632		7012.2620003971		ホームヘルパー		医療・福祉系		介護

		2020-06		909		9881900.01509963		10871.177134323		ホールスタッフ		フード系		ファーストフード

		2020-06		1365		4752536.13440937		3481.7114537798		ホールスタッフ		フード系		レストラン

		2020-06		1158		1054967.38231869		911.0253733322		ホールスタッフ		フード系		居酒屋・バー

		2020-06		1095		3915664.26054902		3575.9490963918		ホールスタッフ		フード系		日本料理・中華料理・その他料理店

		2020-06		1		40006.5959517715		40006.5959517715		ボウリングスタッフ		エンターテインメント系		パチンコ・ゲームセンター・ボウリング

		2020-06		22		162946.949029654		7406.6795013479		ポスティングスタッフ		軽作業・製造系		その他

		2020-06		48		115310.009733262		2402.2918694429		マンションコンシェルジュ		施設・サービス系		その他

		2020-06		1		6.5959517715		6.5959517715		マージャン店スタッフ		エンターテインメント系		その他

		2020-06		57		143570.463653727		2518.7800641005		メイクアップスタッフ		ビューティー系		その他

		2020-06		15		33098.9392765728		2206.5959517715		メール処理		オフィス系		電話・メール

		2020-06		11		72.5554694867		6.5959517715		リゾートスタッフ		施設・サービス系		その他

		2020-06		207		1070633.46755637		5172.1423553448		レジスタッフ		販売・ファッション・レンタル		コンビニ・スーパー

		2020-06		157		241035.564428129		1535.2583721537		レストラン		フード系		レストラン

		2020-06		7		30046.1716624006		4292.3102374858		レンタル店スタッフ		販売・ファッション・レンタル		ＣＤ・ビデオ・書籍・レンタル

		2020-06		92		541581.988247278		5886.7607418182		ワゴンサービススタッフ		エンターテインメント系		パチンコ・ゲームセンター・ボウリング

		2020-06		1036		2783762.47730428		2687.0294182474		一般事務		オフィス系		事務・受付・経理

		2020-06		220		462994.170140601		2104.5189551846		事務・受付・経理		オフィス系		事務・受付・経理

		2020-06		12		79.1514212583		6.5959517715		人事		オフィス系		その他

		2020-06		135		848748.501242737		6287.0259351314		仕分けスタッフ		配送・物流系		梱包・仕分け・資材搬入

		2020-06		8		52.7676141722		6.5959517715		企画営業		オフィス系		営業

		2020-06		64		215927.144245752		3373.8616288399		修理・メンテスタッフ		軽作業・製造系		その他

		2020-06		85		547745.030900371		6444.0591870632		倉庫スタッフ		軽作業・製造系		工事・倉庫・引っ越し

		2020-06		18		75118.7271318874		4173.2626184382		個人営業		オフィス系		営業

		2020-06		501		3808572.97337026		7601.9420626153		個別指導講師		講師・インストラクター		塾・家庭教師

		2020-06		42		92564.7644876783		2203.9229639923		健康施設スタッフ		施設・サービス系		ジム・健康施設

		2020-06		124		549225.431248549		4429.2373487786		入出荷業務スタッフ		配送・物流系		在庫管理・入出荷業務

		2020-06		42		120277.029974404		2863.7388089144		入浴介助		医療・福祉系		介護

		2020-06		25		164.898794288		6.5959517715		制作スタッフ		マスコミ系		編集・取材・撮影・制作

		2020-06		20		131.9190354304		6.5959517715		劇場スタッフ		エンターテインメント系		映画館・遊園地・劇場

		2020-06		26		108339.713917359		4166.9120737446		加工スタッフ		軽作業・製造系		工場

		2020-06		78		897725.928768692		11509.3067790858		医療・福祉系		医療・福祉系		その他

		2020-06		4		9019.7878553146		2254.9469638286		医療施設事務		医療・福祉系		医療施設

		2020-06		2		18000		9000		医療施設受付		医療・福祉系		医療施設

		2020-06		356		1505911.03498437		4230.0871769224		受付		オフィス系		事務・受付・経理

		2020-06		93		574005.026489368		6172.0970590255		品出しスタッフ		販売・ファッション・レンタル		コンビニ・スーパー

		2020-06		9		44026.3838070861		4891.8204230096		商品管理		オフィス系		その他

		2020-06		34		18535.5815041126		545.1641618857		営業		オフィス系		営業

		2020-06		171		835005.607787922		4883.0737297539		営業アシスタント		オフィス系		営業

		2020-06		65		395940.834844031		6091.3974591389		在庫管理スタッフ		配送・物流系		在庫管理・入出荷業務

		2020-06		171		1295686.61929899		7577.1147327427		宅配便スタッフ		配送・物流系		郵便・宅配便・バイク便・ 新聞配達

		2020-06		17		75112.1311801159		4418.3606576539		客室清掃スタッフ		施設・サービス系		ホテル・旅館・結婚式場

		2020-06		60		326191.282601374		5436.5213766896		家庭教師		講師・インストラクター		塾・家庭教師

		2020-06		185		468255.591842487		2531.1113072567		家電販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		デパート・量販店

		2020-06		30		69163.3848154781		2305.4461605159		居酒屋・バー		フード系		居酒屋・バー

		2020-06		104		209679.383032467		2016.1479137737		工事スタッフ		軽作業・製造系		工事・倉庫・引っ越し

		2020-06		1		1955.7198455768		1955.7198455768		市場調査スタッフ		軽作業・製造系		その他

		2020-06		73		343948.524720463		4711.6236263077		幼児教育スタッフ		講師・インストラクター		その他

		2020-06		30		60197.8785531456		2006.5959517715		建築・造園スタッフ		軽作業・製造系		その他

		2020-06		37		108274.739524284		2926.3443114671		引越しスタッフ		軽作業・製造系		工事・倉庫・引っ越し

		2020-06		564		1548353.8486662		2745.308242316		惣菜屋スタッフ		フード系		その他

		2020-06		573		1674992.15136384		2923.1974718392		携帯電話販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-06		73		440481.504479321		6033.9932120455		撮影スタッフ		マスコミ系		編集・取材・撮影・制作

		2020-06		46		419235.882620501		9113.8235352283		新聞配達スタッフ		配送・物流系		郵便・宅配便・バイク便・ 新聞配達

		2020-06		51		119234.641327958		2337.9341436855		施術スタッフ		ビューティー系		エステ・セラピスト・マッサージ

		2020-06		404		1105694.57347224		2736.8677561194		施設・サービス系		施設・サービス系		その他

		2020-06		11		70072.5554694868		6370.2323154079		施設管理員		施設・サービス系		その他

		2020-06		14		92.3433248013		6.5959517715		旅館スタッフ		施設・サービス系		ホテル・旅館・結婚式場

		2020-06		68		200448.524720463		2947.7724223598		日本料理・中華料理・その他料理店		フード系		日本料理・中華料理・その他料理店

		2020-06		22		210145.110938973		9552.0504972261		書籍販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		ＣＤ・ビデオ・書籍・レンタル

		2020-06		53		232605.766280426		4388.7880430269		梱包スタッフ		配送・物流系		梱包・仕分け・資材搬入

		2020-06		50		212884.270070159		4257.6854014032		検査スタッフ		軽作業・製造系		工場

		2020-06		9		93484.117829469		10387.1242032743		機械オペレーション		軽作業・製造系		その他

		2020-06		3		19.7878553146		6.5959517715		歯科助手		医療・福祉系		看護師・歯科助手

		2020-06		60		118859.565230188		1980.9927538365		法人営業		オフィス系		営業

		2020-06		10		65.9595177152		6.5959517715		洗い場スタッフ		フード系		カフェ・喫茶店

		2020-06		1		6.5959517715		6.5959517715		洗い場スタッフ		フード系		ファーストフード

		2020-06		21		150138.514987202		7149.4530946287		洗い場スタッフ		フード系		レストラン

		2020-06		21		89131.9190354304		4244.3770969253		洗い場スタッフ		フード系		日本料理・中華料理・その他料理店

		2020-06		326		1738440.41789246		5332.6393186885		清掃スタッフ		軽作業・製造系		警備・車両誘導・清掃・点検

		2020-06		67		311279.046477961		4645.9559175815		漫画喫茶スタッフ		エンターテインメント系		カラオケ・漫画喫茶

		2020-06		14		42960.1447029004		3068.5817644929		点検スタッフ		軽作業・製造系		警備・車両誘導・清掃・点検

		2020-06		8		52.7676141722		6.5959517715		理髪師		ビューティー系		美容師・理髪師

		2020-06		28		434429.110938974		15515.3253906776		看護師		医療・福祉系		看護師・歯科助手

		2020-06		7		46.1716624006		6.5959517715		秘書		オフィス系		その他

		2020-06		55		382398.492777168		6952.6998686758		組立スタッフ		軽作業・製造系		工場

		2020-06		62		94622.3860780678		1526.1675173882		経理		オフィス系		事務・受付・経理

		2020-06		41		270270.434022632		6591.9618054301		結婚式場スタッフ		施設・サービス系		ホテル・旅館・結婚式場

		2020-06		272		1382741.33126768		5083.6078355429		給食スタッフ		フード系		その他

		2020-06		10		65.9595177152		6.5959517715		総務		オフィス系		その他

		2020-06		28		190178.090697831		6792.0746677797		編集スタッフ		マスコミ系		編集・取材・撮影・制作

		2020-06		39		86197.8785531457		2210.2020141832		美容師		ビューティー系		美容師・理髪師

		2020-06		32		113197.878553146		3537.4337047858		翻訳		オフィス系		その他

		2020-06		110		607069.406300998		5518.8127845545		老人介護施設スタッフ		医療・福祉系		介護

		2020-06		22		52245.6578443448		2374.8026292884		自動車・バイク販売		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-06		134		110883.857537384		827.4914741596		英語講師		講師・インストラクター		語学講師

		2020-06		153		302958.304514848		1980.1196373519		製造スタッフ		フード系		パン・ケーキ・お菓子

		2020-06		146		892608.605388302		6113.7575711527		製造スタッフ		軽作業・製造系		工場

		2020-06		14		160092.343324801		11435.1673803429		講師・インストラクター		講師・インストラクター		その他

		2020-06		560		4396921.7648442		7851.6460086504		警備スタッフ		軽作業・製造系		警備・車両誘導・清掃・点検

		2020-06		268		607710.243016802		2267.5755336448		販売スタッフ		フード系		パン・ケーキ・お菓子

		2020-06		427		1420209.3435587		3326.0171980297		販売・ファッション・レンタル		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-06		88		517132.405900579		5876.5046125066		資材搬入スタッフ		配送・物流系		梱包・仕分け・資材搬入

		2020-06		108		696253.925122072		6446.7956029821		車両誘導スタッフ		軽作業・製造系		警備・車両誘導・清掃・点検

		2020-06		214		1171801.29215227		5475.7069726742		軽作業・製造系		軽作業・製造系		その他

		2020-06		15		98.9392765728		6.5959517715		郵便スタッフ		配送・物流系		郵便・宅配便・バイク便・ 新聞配達

		2020-06		131		409301.499972943		3124.4389310912		配送・物流系		配送・物流系		その他

		2020-06		137		1032048.78360367		7533.2028000268		量販店スタッフ		販売・ファッション・レンタル		デパート・量販店

		2020-06		231		1794191.28260137		7767.0618294432		集団授業講師		講師・インストラクター		塾・家庭教師

		2020-06		940		3181008.56756138		3384.0516676185		雑貨販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		アパレル・雑貨・インテリア販売

		2020-06		41		127571.798409975		3111.5072782921		電話・メール		オフィス系		電話・メール

		2020-06		426		1755186.09117216		4120.1551435966		電話受付スタッフ		オフィス系		電話・メール

		2020-06		1		6.5959517715		6.5959517715		香水販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		アパレル・雑貨・インテリア販売

		2020-07		43		65455.252064786		1522.2151642973		CADオペレーター		デジタル・クリエイティブ系		デザイン関連

		2020-07		69		271463.060924595		3934.2472597767		CD・ビデオ販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		ＣＤ・ビデオ・書籍・レンタル

		2020-07		23		243.5069183739		10.5872573206		DTPオペレーター		デジタル・クリエイティブ系		デザイン関連

		2020-07		11		116.4598305267		10.5872573206		DTPデザイナー		デジタル・クリエイティブ系		デザイン関連

		2020-07		63		284656.409953878		4518.3557135536		PCインストラクター		講師・インストラクター		インストラクター

		2020-07		20		211.7451464121		10.5872573206		Webディレクター		デジタル・クリエイティブ系		web関連

		2020-07		196		333640.46769127		1702.2472841391		Webデザイナー		デジタル・クリエイティブ系		web関連

		2020-07		228		407413.894669098		1786.9030467943		Webプログラマー		デジタル・クリエイティブ系		web関連

		2020-07		75		80794.0442990454		1077.2539239873		Webページの更新・運営		デジタル・クリエイティブ系		web関連

		2020-07		73		136531.560605957		1870.2953507665		web関連		デジタル・クリエイティブ系		web関連

		2020-07		1315		4051944.08027522		3081.3262967872		アパレル販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		アパレル・雑貨・インテリア販売

		2020-07		43		91929.9030355036		2137.9047217559		アミューズメントスタッフ		エンターテインメント系		イベント・アミューズメント施設

		2020-07		94		199393.004129572		2121.2021715912		イベントスタッフ		エンターテインメント系		イベント・アミューズメント施設

		2020-07		351		1062468.52731024		3026.9758612827		インストアスタッフ		フード系		その他

		2020-07		71		452618.941613063		6374.9146706065		インストラクター		講師・インストラクター		インストラクター

		2020-07		38		170402.315778183		4484.2714678469		インテリア販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		アパレル・雑貨・インテリア販売

		2020-07		9		95.2853158854		10.5872573206		エステティシャン		ビューティー系		エステ・セラピスト・マッサージ

		2020-07		81		4060.9805856484		50.1355627858		エンターテインメント系		エンターテインメント系		その他

		2020-07		133		575040.368647759		4323.6117943441		オフィス系		オフィス系		その他

		2020-07		54		205571.711895313		3806.8835536169		カウンタースタッフ		フード系		カフェ・喫茶店

		2020-07		104		356086.040649779		3423.9042370171		カフェ・喫茶店		フード系		カフェ・喫茶店

		2020-07		178		475288.839131206		2670.162017591		カラオケスタッフ		エンターテインメント系		カラオケ・漫画喫茶

		2020-07		212		907510.467646676		4280.7097530504		ガソリンスタンドスタッフ		施設・サービス系		駅・空港・ガソリンスタンド

		2020-07		128		134364.72011814		1049.724375923		キッチンスタッフ		フード系		カフェ・喫茶店

		2020-07		247		676716.438273842		2739.7426650763		キッチンスタッフ		フード系		ファーストフード

		2020-07		1616		7928489.19647947		4906.2433146531		キッチンスタッフ		フード系		レストラン

		2020-07		656		1454113.76946054		2216.6368436899		キッチンスタッフ		フード系		居酒屋・バー

		2020-07		1750		10659429.9947587		6091.1028541478		キッチンスタッフ		フード系		日本料理・中華料理・その他料理店

		2020-07		14		148.2216024885		10.5872573206		キャンペーンスタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-07		62		656.4099538775		10.5872573206		グラフィックデザイナー		デジタル・クリエイティブ系		デザイン関連

		2020-07		16		9158.8088598091		572.4255537381		グループ指導		講師・インストラクター		塾・家庭教師

		2020-07		30		7841.495672374		261.3831890791		ゲームクリエイター		デジタル・クリエイティブ系		ゲーム関連

		2020-07		39		220412.903035504		5651.6128983463		ゲームセンタースタッフ		エンターテインメント系		パチンコ・ゲームセンター・ボウリング

		2020-07		36		130746.185291899		3631.8384803305		ゲームテスター		デジタル・クリエイティブ系		ゲーム関連

		2020-07		2		21.1745146412		10.5872573206		ゲーム販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-07		27		130650.899976014		4838.9222213338		ゲーム関連		デジタル・クリエイティブ系		ゲーム関連

		2020-07		4		29586.436837322		7396.6092093305		コピーライター		デジタル・クリエイティブ系		その他

		2020-07		5		52.936286603		10.5872573206		コンテンツプランナー		デジタル・クリエイティブ系		その他

		2020-07		78		330425.723831967		4236.227228615		コンビニスタッフ		販売・ファッション・レンタル		コンビニ・スーパー

		2020-07		12		127.0470878473		10.5872573206		サーバー管理		デジタル・クリエイティブ系		システム関連

		2020-07		111		156370.549826703		1408.7436921325		システムエンジニア		デジタル・クリエイティブ系		システム関連

		2020-07		44		465.8393221066		10.5872573206		システム関連		デジタル・クリエイティブ系		システム関連

		2020-07		13		30137.6343451679		2318.2795650129		ジムスタッフ		施設・サービス系		ジム・健康施設

		2020-07		39		75412.9030355036		1933.6641803975		ジュエリーショップスタッフ		販売・ファッション・レンタル		アパレル・雑貨・インテリア販売

		2020-07		76		197502.469784404		2598.7167076895		スポーツインストラクター		講師・インストラクター		インストラクター

		2020-07		54		226550.537380671		4195.3803218643		スポーツ用品販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-07		102		759652.179504799		7447.570387302		スーパースタッフ		販売・ファッション・レンタル		コンビニ・スーパー

		2020-07		96		271762.284801208		2830.8571333459		セラピスト		ビューティー系		エステ・セラピスト・マッサージ

		2020-07		4		42.3490292824		10.5872573206		チューター		講師・インストラクター		塾・家庭教師

		2020-07		208		828165.118850083		3981.5630713946		テレフォンアポインター		オフィス系		電話・メール

		2020-07		49		158985.648155449		3244.6050643969		テレフォンマーケティング		オフィス系		電話・メール

		2020-07		22		232.9196610533		10.5872573206		デザイン関連		デジタル・クリエイティブ系		デザイン関連

		2020-07		27		285.8559476563		10.5872573206		デジタル・クリエイティブ系		デジタル・クリエイティブ系		その他

		2020-07		47		179934.077550145		3828.3846287265		デパートスタッフ		販売・ファッション・レンタル		デパート・量販店

		2020-07		1078		6700343.24581029		6215.5317679131		デリバリースタッフ		フード系		その他

		2020-07		103		489706.368802326		4754.4307650711		デリバリースタッフ		配送・物流系		その他

		2020-07		115		580195.644535421		5045.1795176993		データ入力		オフィス系		その他

		2020-07		74		120741.108012442		1631.6365947627		ドラッグストアスタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-07		4		42.3490292824		10.5872573206		ネットワークエンジニア		デジタル・クリエイティブ系		システム関連

		2020-07		5		29021.1745146412		5804.2349029282		バイク便スタッフ		配送・物流系		郵便・宅配便・バイク便・ 新聞配達

		2020-07		38		75402.315778183		1984.2714678469		バーテンダー		フード系		居酒屋・バー

		2020-07		727		3998051.0304197		5499.3824352403		パチンコ店スタッフ		エンターテインメント系		パチンコ・ゲームセンター・ボウリング

		2020-07		20		57326.1408420808		2866.307042104		パン・ケーキ・お菓子		フード系		パン・ケーキ・お菓子

		2020-07		59		200624.648181916		3400.4177657952		ビューティー系		ビューティー系		その他

		2020-07		353		533737.301834174		1512.0036879155		ファーストフード		フード系		ファーストフード

		2020-07		1		10.5872573206		10.5872573206		フラッシュ制作		デジタル・クリエイティブ系		web関連

		2020-07		20		100911.497031852		5045.5748515926		フラワーショップスタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-07		96		455743.478743832		4747.3279035816		フロアスタッフ		フード系		カフェ・喫茶店

		2020-07		320		1049895.27109485		3280.9227221714		フード系		フード系		その他

		2020-07		19		8190.5706317709		431.08266483		ペットショップスタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-07		64		64729.6670551213		1011.4010477363		ホテルスタッフ		施設・サービス系		ホテル・旅館・結婚式場

		2020-07		97		581571.682876605		5995.5843595526		ホームヘルパー		医療・福祉系		介護

		2020-07		229		1234974.97215757		5392.9038085483		ホールスタッフ		フード系		ファーストフード

		2020-07		1727		8204834.43724681		4750.9174506351		ホールスタッフ		フード系		レストラン

		2020-07		1177		1773091.92988347		1506.4502377939		ホールスタッフ		フード系		居酒屋・バー

		2020-07		1101		4364622.97010267		3964.2352135356		ホールスタッフ		フード系		日本料理・中華料理・その他料理店

		2020-07		1		10.5872573206		10.5872573206		ボウリングスタッフ		エンターテインメント系		パチンコ・ゲームセンター・ボウリング

		2020-07		16		149090.958238613		9318.1848899133		ポスティングスタッフ		軽作業・製造系		その他

		2020-07		43		103423.490292824		2405.1974486703		マンションコンシェルジュ		施設・サービス系		その他

		2020-07		47		135497.601094068		2882.9276828525		メイクアップスタッフ		ビューティー系		その他

		2020-07		12		33127.0470878473		2760.5872573206		メール処理		オフィス系		電話・メール

		2020-07		5		52.936286603		10.5872573206		リゾートスタッフ		施設・サービス系		その他

		2020-07		241		1180436.25730868		4898.0757564676		レジスタッフ		販売・ファッション・レンタル		コンビニ・スーパー

		2020-07		118		271249.296363831		2298.7228505409		レストラン		フード系		レストラン

		2020-07		2		21.1745146412		10.5872573206		レンタル店スタッフ		販売・ファッション・レンタル		ＣＤ・ビデオ・書籍・レンタル

		2020-07		122		633492.338252602		5192.5601496115		ワゴンサービススタッフ		エンターテインメント系		パチンコ・ゲームセンター・ボウリング

		2020-07		611		1591971.1220832		2605.5173847515		一般事務		オフィス系		事務・受付・経理

		2020-07		195		467784.471166921		2398.8947239329		事務・受付・経理		オフィス系		事務・受付・経理

		2020-07		4		42.3490292824		10.5872573206		人事		オフィス系		その他

		2020-07		226		2071592.00849536		9166.336320776		仕分けスタッフ		配送・物流系		梱包・仕分け・資材搬入

		2020-07		10		4394.6657506681		439.4665750668		企画営業		オフィス系		営業

		2020-07		58		377433.27839449		6507.4703171464		修理・メンテスタッフ		軽作業・製造系		その他

		2020-07		58		448325.696224504		7729.7533831811		倉庫スタッフ		軽作業・製造系		工事・倉庫・引っ越し

		2020-07		31		75764.7825287709		2444.0252428636		個人営業		オフィス系		営業

		2020-07		379		2665098.42737976		7031.9219719783		個別指導講師		講師・インストラクター		塾・家庭教師

		2020-07		37		106410.830883067		2875.9684022451		健康施設スタッフ		施設・サービス系		ジム・健康施設

		2020-07		91		538539.790350665		5918.0196741831		入出荷業務スタッフ		配送・物流系		在庫管理・入出荷業務

		2020-07		48		157423.490292824		3279.6560477672		入浴介助		医療・福祉系		介護

		2020-07		20		211.7451464121		10.5872573206		制作スタッフ		マスコミ系		編集・取材・撮影・制作

		2020-07		13		137.6343451679		10.5872573206		劇場スタッフ		エンターテインメント系		映画館・遊園地・劇場

		2020-07		23		205051.854128127		8915.2980055708		加工スタッフ		軽作業・製造系		工場

		2020-07		73		498042.431905887		6822.4990672039		医療・福祉系		医療・福祉系		その他

		2020-07		3		31.7617719618		10.5872573206		医療施設事務		医療・福祉系		医療施設

		2020-07		2		21.1745146412		10.5872573206		医療施設受付		医療・福祉系		医療施設

		2020-07		260		1160533.85097933		4463.5917345359		受付		オフィス系		事務・受付・経理

		2020-07		74		401945.419282172		5431.6948551645		品出しスタッフ		販売・ファッション・レンタル		コンビニ・スーパー

		2020-07		4		36000		9000		商品管理		オフィス系		その他

		2020-07		28		22417.0098748616		800.6074955308		営業		オフィス系		営業

		2020-07		54		5419.683122635		100.364502271		営業アシスタント		オフィス系		営業

		2020-07		39		202281.228030387		5186.6981546253		在庫管理スタッフ		配送・物流系		在庫管理・入出荷業務

		2020-07		185		1574713.75743441		8511.9662564022		宅配便スタッフ		配送・物流系		郵便・宅配便・バイク便・ 新聞配達

		2020-07		18		130190.570631771		7232.8094795428		客室清掃スタッフ		施設・サービス系		ホテル・旅館・結婚式場

		2020-07		80		484711.745146412		6058.8968143301		家庭教師		講師・インストラクター		塾・家庭教師

		2020-07		192		427817.145031106		2228.214297037		家電販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		デパート・量販店

		2020-07		35		183349.513440011		5238.5575268575		居酒屋・バー		フード系		居酒屋・バー

		2020-07		57		186750.952265984		3276.3324958944		工事スタッフ		軽作業・製造系		工事・倉庫・引っ越し

		2020-07		10		56322.3530089289		5632.2353008929		市場調査スタッフ		軽作業・製造系		その他

		2020-07		67		514688.171725839		7681.9130108334		幼児教育スタッフ		講師・インストラクター		その他

		2020-07		20		3221.2963275145		161.0648163757		建築・造園スタッフ		軽作業・製造系		その他

		2020-07		173		1020363.02565141		5898.0521713954		引越しスタッフ		軽作業・製造系		工事・倉庫・引っ越し

		2020-07		554		1586398.72458188		2863.5356039384		惣菜屋スタッフ		フード系		その他

		2020-07		567		1493603.49050676		2634.2213236451		携帯電話販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-07		54		135571.711895313		2510.5872573206		撮影スタッフ		マスコミ系		編集・取材・撮影・制作

		2020-07		35		295417.289601151		8440.4939886043		新聞配達スタッフ		配送・物流系		郵便・宅配便・バイク便・ 新聞配達

		2020-07		43		26721.4843020364		621.4298674892		施術スタッフ		ビューティー系		エステ・セラピスト・マッサージ

		2020-07		387		832054.588752702		2150.0118572421		施設・サービス系		施設・サービス系		その他

		2020-07		17		57684.0138775539		3393.1772869149		施設管理員		施設・サービス系		その他

		2020-07		12		100127.047087847		8343.9205906539		旅館スタッフ		施設・サービス系		ホテル・旅館・結婚式場

		2020-07		85		480264.76430962		5650.1736977602		日本料理・中華料理・その他料理店		フード系		日本料理・中華料理・その他料理店

		2020-07		34		66338.7922342594		1951.1409480664		書籍販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		ＣＤ・ビデオ・書籍・レンタル

		2020-07		64		536552.601360293		8383.6343962546		梱包スタッフ		配送・物流系		梱包・仕分け・資材搬入

		2020-07		112		824519.228751484		7361.7788281382		検査スタッフ		軽作業・製造系		工場

		2020-07		4		15468.0719505386		3867.0179876347		機械オペレーション		軽作業・製造系		その他

		2020-07		9		29639.373123925		3293.2636804361		歯科助手		医療・福祉系		看護師・歯科助手

		2020-07		73		19565.4024761991		268.0192120027		法人営業		オフィス系		営業

		2020-07		4		42.3490292824		10.5872573206		洗い場スタッフ		フード系		カフェ・喫茶店

		2020-07		4		42.3490292824		10.5872573206		洗い場スタッフ		フード系		ファーストフード

		2020-07		35		70370.5540062212		2010.5872573206		洗い場スタッフ		フード系		レストラン

		2020-07		2		21.1745146412		10.5872573206		洗い場スタッフ		フード系		居酒屋・バー

		2020-07		23		139148.221602488		6049.9226783691		洗い場スタッフ		フード系		日本料理・中華料理・その他料理店

		2020-07		450		1863587.39577404		4141.3053239423		清掃スタッフ		軽作業・製造系		警備・車両誘導・清掃・点検

		2020-07		47		210497.601094068		4478.6723637036		漫画喫茶スタッフ		エンターテインメント系		カラオケ・漫画喫茶

		2020-07		15		110102.004285265		7340.1336190177		点検スタッフ		軽作業・製造系		警備・車両誘導・清掃・点検

		2020-07		2		21.1745146412		10.5872573206		理髪師		ビューティー系		美容師・理髪師

		2020-07		19		140201.157889092		7379.0083099522		看護師		医療・福祉系		看護師・歯科助手

		2020-07		5		52.936286603		10.5872573206		秘書		オフィス系		その他

		2020-07		31		182362.026500136		5882.6460161334		組立スタッフ		軽作業・製造系		工場

		2020-07		56		211374.442054043		3774.5436081079		経理		オフィス系		事務・受付・経理

		2020-07		34		165132.01065292		4856.8238427329		結婚式場スタッフ		施設・サービス系		ホテル・旅館・結婚式場

		2020-07		270		724805.62318996		2684.4652710739		給食スタッフ		フード系		その他

		2020-07		3		31.7617719618		10.5872573206		総務		オフィス系		その他

		2020-07		27		285.8559476563		10.5872573206		編集スタッフ		マスコミ系		編集・取材・撮影・制作

		2020-07		32		220190.570631771		6880.9553322428		美容師		ビューティー系		美容師・理髪師

		2020-07		23		243.5069183739		10.5872573206		翻訳		オフィス系		その他

		2020-07		157		1144404.79756072		7289.2025322339		老人介護施設スタッフ		医療・福祉系		介護

		2020-07		13		33377.0470878473		2567.4651606036		自動車・バイク販売		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-07		118		145238.709106511		1230.8365178518		英語講師		講師・インストラクター		語学講師

		2020-07		109		83449.9329047216		765.5957147222		製造スタッフ		フード系		パン・ケーキ・お菓子

		2020-07		158		1114108.689315		7051.3208184493		製造スタッフ		軽作業・製造系		工場

		2020-07		38		124756.575958231		3283.0677883745		講師・インストラクター		講師・インストラクター		その他

		2020-07		908		8787733.56631711		9678.1206677501		警備スタッフ		軽作業・製造系		警備・車両誘導・清掃・点検

		2020-07		189		251493.107814388		1330.6513640973		販売スタッフ		フード系		パン・ケーキ・お菓子

		2020-07		408		1091696.40243777		2675.7264765631		販売・ファッション・レンタル		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-07		62		140502.822696557		2266.1745596219		資材搬入スタッフ		配送・物流系		梱包・仕分け・資材搬入

		2020-07		208		1842396.36939075		8857.6748528401		車両誘導スタッフ		軽作業・製造系		警備・車両誘導・清掃・点検

		2020-07		267		1793317.62858082		6716.5454253963		軽作業・製造系		軽作業・製造系		その他

		2020-07		7		36754.6666666667		5250.6666666667		遊園地スタッフ		エンターテインメント系		映画館・遊園地・劇場

		2020-07		9		7481.3072678954		831.2563630995		郵便スタッフ		配送・物流系		郵便・宅配便・バイク便・ 新聞配達

		2020-07		135		780806.681998913		5783.753199992		配送・物流系		配送・物流系		その他

		2020-07		193		1489383.69677483		7717.0139729266		量販店スタッフ		販売・ファッション・レンタル		デパート・量販店

		2020-07		140		1011169.39611713		7222.6385436938		集団授業講師		講師・インストラクター		塾・家庭教師

		2020-07		576		1350414.39192873		2344.4694304318		雑貨販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		アパレル・雑貨・インテリア販売

		2020-07		29		309699.825533732		10679.3043287494		電話・メール		オフィス系		電話・メール

		2020-07		550		2291951.82023353		4167.1851276973		電話受付スタッフ		オフィス系		電話・メール

		2020-07		4		29586.436837322		7396.6092093305		駅スタッフ		施設・サービス系		駅・空港・ガソリンスタンド

		2020-08		12		65252.2015535402		5437.683462795		CADオペレーター		デジタル・クリエイティブ系		デザイン関連

		2020-08		82		227579.526505755		2775.3600793385		CD・ビデオ販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		ＣＤ・ビデオ・書籍・レンタル

		2020-08		18		378.3023303103		21.0167961284		DTPオペレーター		デジタル・クリエイティブ系		デザイン関連

		2020-08		12		252.2015535402		21.0167961284		DTPデザイナー		デジタル・クリエイティブ系		デザイン関連

		2020-08		81		320695.047088467		3959.1981122033		PCインストラクター		講師・インストラクター		インストラクター

		2020-08		14		294.2351457969		21.0167961284		Webディレクター		デジタル・クリエイティブ系		web関連

		2020-08		172		163614.888934076		951.2493542679		Webデザイナー		デジタル・クリエイティブ系		web関連

		2020-08		243		275107.081459189		1132.1279072395		Webプログラマー		デジタル・クリエイティブ系		web関連

		2020-08		79		256660.32689414		3248.8648973942		Webページの更新・運営		デジタル・クリエイティブ系		web関連

		2020-08		101		114345.646020578		1132.1351091146		web関連		デジタル・クリエイティブ系		web関連

		2020-08		1410		3568422.63991307		2530.7961985199		アパレル販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		アパレル・雑貨・インテリア販売

		2020-08		86		111807.444467038		1300.0865635702		アミューズメントスタッフ		エンターテインメント系		イベント・アミューズメント施設

		2020-08		146		367493.464907213		2517.0785267617		イベントスタッフ		エンターテインメント系		イベント・アミューズメント施設

		2020-08		558		1754754.88135148		3144.7220095905		インストアスタッフ		フード系		その他

		2020-08		70		423426.076441755		6048.9439491679		インストラクター		講師・インストラクター		インストラクター

		2020-08		67		156408.125340599		2334.4496319493		インテリア販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		アパレル・雑貨・インテリア販売

		2020-08		30		61990.8798327713		2066.3626610924		エステティシャン		ビューティー系		エステ・セラピスト・マッサージ

		2020-08		98		2059.6460205783		21.0167961284		エンターテインメント系		エンターテインメント系		その他

		2020-08		84		81765.4108747814		973.3977485093		オフィス系		オフィス系		その他

		2020-08		55		1155.9237870592		21.0167961284		カウンタースタッフ		フード系		カフェ・喫茶店

		2020-08		123		406954.141279579		3308.5702543055		カフェ・喫茶店		フード系		カフェ・喫茶店

		2020-08		115		77416.9315547602		673.1907091718		カラオケスタッフ		エンターテインメント系		カラオケ・漫画喫茶

		2020-08		241		1213456.5667669		5035.0894886593		ガソリンスタンドスタッフ		施設・サービス系		駅・空港・ガソリンスタンド

		2020-08		166		168795.29378224		1016.8391191701		キッチンスタッフ		フード系		カフェ・喫茶店

		2020-08		369		919221.522438647		2491.1152369611		キッチンスタッフ		フード系		ファーストフード

		2020-08		1712		5929400.45850795		3463.4348472593		キッチンスタッフ		フード系		レストラン

		2020-08		828		994372.070417286		1200.9324521948		キッチンスタッフ		フード系		居酒屋・バー

		2020-08		2259		9554947.06107865		4229.724241292		キッチンスタッフ		フード系		日本料理・中華料理・その他料理店

		2020-08		12		252.2015535402		21.0167961284		キャンペーンスタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-08		58		1218.9741754443		21.0167961284		グラフィックデザイナー		デジタル・クリエイティブ系		デザイン関連

		2020-08		7		147.1175728985		21.0167961284		グループ指導		講師・インストラクター		塾・家庭教師

		2020-08		42		7280.2353913078		173.3389378883		ゲームクリエイター		デジタル・クリエイティブ系		ゲーム関連

		2020-08		95		431996.595632193		4547.332585602		ゲームセンタースタッフ		エンターテインメント系		パチンコ・ゲームセンター・ボウリング

		2020-08		55		186805.424735212		3396.462267913		ゲームテスター		デジタル・クリエイティブ系		ゲーム関連

		2020-08		4		20828.0335922567		5207.0083980642		ゲーム販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-08		42		91532.2063855436		2179.3382472748		ゲーム関連		デジタル・クリエイティブ系		ゲーム関連

		2020-08		20		99878.3023303103		4993.9151165155		コピーライター		デジタル・クリエイティブ系		その他

		2020-08		19		399.3191264387		21.0167961284		コンテンツプランナー		デジタル・クリエイティブ系		その他

		2020-08		121		538915.108743383		4453.8438739123		コンビニスタッフ		販売・ファッション・レンタル		コンビニ・スーパー

		2020-08		13		273.2183496686		21.0167961284		サーバー管理		デジタル・クリエイティブ系		システム関連

		2020-08		118		95083.3643702469		805.7912234767		システムエンジニア		デジタル・クリエイティブ系		システム関連

		2020-08		64		241345.074952214		3771.0167961284		システム関連		デジタル・クリエイティブ系		システム関連

		2020-08		55		226155.923787059		4111.9258870374		ジムスタッフ		施設・サービス系		ジム・健康施設

		2020-08		51		146071.856602546		2864.1540510303		ジュエリーショップスタッフ		販売・ファッション・レンタル		アパレル・雑貨・インテリア販売

		2020-08		91		326912.52844768		3592.4453675569		スポーツインストラクター		講師・インストラクター		インストラクター

		2020-08		79		508659.107994485		6438.7228860061		スポーツ用品販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-08		145		848478.421836004		5851.5753230069		スーパースタッフ		販売・ファッション・レンタル		コンビニ・スーパー

		2020-08		115		438396.704765177		3812.1452588276		セラピスト		ビューティー系		エステ・セラピスト・マッサージ

		2020-08		10		210.1679612835		21.0167961284		チューター		講師・インストラクター		塾・家庭教師

		2020-08		195		589692.839431518		3024.0658432385		テレフォンアポインター		オフィス系		電話・メール

		2020-08		82		202387.106800776		2468.13544879		テレフォンマーケティング		オフィス系		電話・メール

		2020-08		33		95693.5542722355		2899.8046749162		デザイン関連		デジタル・クリエイティブ系		デザイン関連

		2020-08		53		1113.8901948026		21.0167961284		デジタル・クリエイティブ系		デジタル・クリエイティブ系		その他

		2020-08		73		146193.743376181		2002.6540188518		デパートスタッフ		販売・ファッション・レンタル		デパート・量販店

		2020-08		2		8900.2524271845		4450.1262135922		デモンストレーター		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-08		1026		3476779.19100072		3388.6736754393		デリバリースタッフ		フード系		その他

		2020-08		106		383095.264852879		3614.106272197		デリバリースタッフ		配送・物流系		その他

		2020-08		86		345538.116848435		4017.885079633		データ入力		オフィス系		その他

		2020-08		117		260456.527347707		2226.124165365		ドラッグストアスタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-08		14		294.2351457969		21.0167961284		ネットワークエンジニア		デジタル・クリエイティブ系		システム関連

		2020-08		3		63.0503883851		21.0167961284		バイク便スタッフ		配送・物流系		郵便・宅配便・バイク便・ 新聞配達

		2020-08		78		1639.3100980113		21.0167961284		バーテンダー		フード系		居酒屋・バー

		2020-08		977		6239346.64700247		6386.2299355194		パチンコ店スタッフ		エンターテインメント系		パチンコ・ゲームセンター・ボウリング

		2020-08		14		20834.8293216308		1488.2020944022		パン・ケーキ・お菓子		フード系		パン・ケーキ・お菓子

		2020-08		75		1576.2597096263		21.0167961284		ビューティー系		ビューティー系		その他

		2020-08		429		384482.530206348		896.2296741407		ファーストフード		フード系		ファーストフード

		2020-08		27		26122.9271867805		967.5158217326		フラワーショップスタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-08		105		212206.763593477		2021.0167961284		フロアスタッフ		フード系		カフェ・喫茶店

		2020-08		285		1361062.68913022		4775.6585583516		フード系		フード系		その他

		2020-08		70		171471.175728985		2449.5882246998		ペットショップスタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-08		75		146389.9045944		1951.865394592		ホテルスタッフ		施設・サービス系		ホテル・旅館・結婚式場

		2020-08		105		855939.171134729		8151.8016298546		ホームヘルパー		医療・福祉系		介護

		2020-08		346		1977055.80791381		5714.0341269185		ホールスタッフ		フード系		ファーストフード

		2020-08		1820		5970631.84517684		3280.5669478994		ホールスタッフ		フード系		レストラン

		2020-08		1417		1061280.50881104		748.9629561122		ホールスタッフ		フード系		居酒屋・バー

		2020-08		1727		5888449.88763823		3409.6409308849		ホールスタッフ		フード系		日本料理・中華料理・その他料理店

		2020-08		2		42.0335922567		21.0167961284		ボウリングスタッフ		エンターテインメント系		パチンコ・ゲームセンター・ボウリング

		2020-08		18		157272.484262709		8737.3602368171		ポスティングスタッフ		軽作業・製造系		その他

		2020-08		40		30840.671845134		771.0167961284		マンションコンシェルジュ		施設・サービス系		その他

		2020-08		66		171387.108544471		2596.7743718859		メイクアップスタッフ		ビューティー系		その他

		2020-08		25		114525.419903209		4581.0167961283		メール処理		オフィス系		電話・メール

		2020-08		3		63.0503883851		21.0167961284		モデル		マスコミ系		モデル・タレント

		2020-08		6		22247.0839806417		3707.847330107		リゾートスタッフ		施設・サービス系		その他

		2020-08		257		1073788.48475348		4178.1653103248		レジスタッフ		販売・ファッション・レンタル		コンビニ・スーパー

		2020-08		198		479161.325633413		2420.0066951182		レストラン		フード系		レストラン

		2020-08		9		189.1511651552		21.0167961284		レンタル店スタッフ		販売・ファッション・レンタル		ＣＤ・ビデオ・書籍・レンタル

		2020-08		113		465116.26153137		4116.0731108971		ワゴンサービススタッフ		エンターテインメント系		パチンコ・ゲームセンター・ボウリング

		2020-08		808		2479152.20581654		3068.257680466		一般事務		オフィス系		事務・受付・経理

		2020-08		190		366692.026087547		1929.9580320397		事務・受付・経理		オフィス系		事務・受付・経理

		2020-08		7		147.1175728985		21.0167961284		人事		オフィス系		その他

		2020-08		329		2770840.04060695		8422.0062024527		仕分けスタッフ		配送・物流系		梱包・仕分け・資材搬入

		2020-08		17		79057.5997460185		4650.4470438834		企画営業		オフィス系		営業

		2020-08		60		494474.051264341		8241.234187739		修理・メンテスタッフ		軽作業・製造系		その他

		2020-08		116		888699.657794681		7661.2039465059		倉庫スタッフ		軽作業・製造系		工事・倉庫・引っ越し

		2020-08		26		546.4366993371		21.0167961284		個人営業		オフィス系		営業

		2020-08		565		3785751.79122356		6700.4456481833		個別指導講師		講師・インストラクター		塾・家庭教師

		2020-08		49		73824.8829181232		1506.6302636352		健康施設スタッフ		施設・サービス系		ジム・健康施設

		2020-08		158		1070990.01859267		6778.4178391941		入出荷業務スタッフ		配送・物流系		在庫管理・入出荷業務

		2020-08		67		429398.374143361		6408.9309573636		入浴介助		医療・福祉系		介護

		2020-08		19		399.3191264387		21.0167961284		制作スタッフ		マスコミ系		編集・取材・撮影・制作

		2020-08		6		126.1007767701		21.0167961284		劇場スタッフ		エンターテインメント系		映画館・遊園地・劇場

		2020-08		26		107247.941123499		4124.9208124423		加工スタッフ		軽作業・製造系		工場

		2020-08		66		377430.008771565		5718.6364965389		医療・福祉系		医療・福祉系		その他

		2020-08		10		9208.9490616286		920.8949061629		医療施設事務		医療・福祉系		医療施設

		2020-08		5		105.0839806418		21.0167961284		医療施設受付		医療・福祉系		医療施設

		2020-08		408		2697996.09026802		6612.7355153628		受付		オフィス系		事務・受付・経理

		2020-08		70		316185.732819693		4516.9390402813		品出しスタッフ		販売・ファッション・レンタル		コンビニ・スーパー

		2020-08		9		45183.0566668809		5020.3396296534		商品管理		オフィス系		その他

		2020-08		31		56241.6404956471		1814.2464676015		営業		オフィス系		営業

		2020-08		69		33679.1421367278		488.1035092279		営業アシスタント		オフィス系		営業

		2020-08		126		730193.792933175		5795.188832803		在庫管理スタッフ		配送・物流系		在庫管理・入出荷業務

		2020-08		217		1751996.07074975		8073.71461175		宅配便スタッフ		配送・物流系		郵便・宅配便・バイク便・ 新聞配達

		2020-08		26		160546.436699337		6174.8629499745		客室清掃スタッフ		施設・サービス系		ホテル・旅館・結婚式場

		2020-08		131		839633.748126639		6409.4179246308		家庭教師		講師・インストラクター		塾・家庭教師

		2020-08		285		844959.314405208		2964.7695242288		家電販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		デパート・量販店

		2020-08		44		216500.663097654		4920.4696158558		居酒屋・バー		フード系		居酒屋・バー

		2020-08		94		487183.439054879		5182.802543137		工事スタッフ		軽作業・製造系		工事・倉庫・引っ越し

		2020-08		3		16072		5357.3333333333		市場調査スタッフ		軽作業・製造系		その他

		2020-08		108		943267.376182552		8733.9571868755		幼児教育スタッフ		講師・インストラクター		その他

		2020-08		14		5092.3826112347		363.7416150882		建築・造園スタッフ		軽作業・製造系		その他

		2020-08		55		289563.620689655		5264.7931034483		引越しスタッフ		軽作業・製造系		工事・倉庫・引っ越し

		2020-08		702		1774585.50624266		2527.8995815422		惣菜屋スタッフ		フード系		その他

		2020-08		715		2215905.97390032		3099.1691942662		携帯電話販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-08		72		122567.079645229		1702.3205506282		撮影スタッフ		マスコミ系		編集・取材・撮影・制作

		2020-08		40		303726.312501381		7593.1578125345		新聞配達スタッフ		配送・物流系		郵便・宅配便・バイク便・ 新聞配達

		2020-08		38		16194.9493071395		426.1828765037		施術スタッフ		ビューティー系		エステ・セラピスト・マッサージ

		2020-08		462		947993.227202258		2051.9333922127		施設・サービス系		施設・サービス系		その他

		2020-08		25		99523.9687822434		3980.9587512897		施設管理員		施設・サービス系		その他

		2020-08		8		85168.1343690268		10646.0167961283		旅館スタッフ		施設・サービス系		ホテル・旅館・結婚式場

		2020-08		98		670136.754848559		6838.1301515159		日本料理・中華料理・その他料理店		フード系		日本料理・中華料理・その他料理店

		2020-08		28		70960.4534954655		2534.3019105523		書籍販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		ＣＤ・ビデオ・書籍・レンタル

		2020-08		93		602259.78949838		6475.9117150363		梱包スタッフ		配送・物流系		梱包・仕分け・資材搬入

		2020-08		212		1653616.17026067		7800.0762748145		検査スタッフ		軽作業・製造系		工場

		2020-08		8		30463.8578539539		3807.9822317442		機械オペレーション		軽作業・製造系		その他

		2020-08		1		21.0167961284		21.0167961284		歯科助手		医療・福祉系		看護師・歯科助手

		2020-08		77		132672.16362587		1723.0151120243		法人営業		オフィス系		営業

		2020-08		7		147.1175728985		21.0167961284		洗い場スタッフ		フード系		カフェ・喫茶店

		2020-08		13		120273.218349669		9251.7860268976		洗い場スタッフ		フード系		ファーストフード

		2020-08		55		234357.146069678		4261.0390194487		洗い場スタッフ		フード系		レストラン

		2020-08		1		30021.0167961284		30021.0167961284		洗い場スタッフ		フード系		居酒屋・バー

		2020-08		27		77260.1239741497		2861.4860731167		洗い場スタッフ		フード系		日本料理・中華料理・その他料理店

		2020-08		511		2351109.58796228		4600.9972367168		清掃スタッフ		軽作業・製造系		警備・車両誘導・清掃・点検

		2020-08		41		120861.688641262		2947.846064421		漫画喫茶スタッフ		エンターテインメント系		カラオケ・漫画喫茶

		2020-08		16		28971.2513467866		1810.7032091742		点検スタッフ		軽作業・製造系		警備・車両誘導・清掃・点検

		2020-08		2		12040.8146926018		6020.4073463009		理髪師		ビューティー系		美容師・理髪師

		2020-08		30		136684.374207838		4556.1458069279		看護師		医療・福祉系		看護師・歯科助手

		2020-08		4		84.0671845134		21.0167961284		秘書		オフィス系		その他

		2020-08		119		872437.580579758		7331.408240166		組立スタッフ		軽作業・製造系		工場

		2020-08		51		284070.637702891		5570.0125039783		経理		オフィス系		事務・受付・経理

		2020-08		49		95175.4728808274		1942.3565894046		結婚式場スタッフ		施設・サービス系		ホテル・旅館・結婚式場

		2020-08		305		1612399.15272225		5286.5545990894		給食スタッフ		フード系		その他

		2020-08		35		30735.5878644923		878.1596532712		編集スタッフ		マスコミ系		編集・取材・撮影・制作

		2020-08		34		219695.068673886		6461.619666879		美容師		ビューティー系		美容師・理髪師

		2020-08		20		420.335922567		21.0167961284		翻訳		オフィス系		その他

		2020-08		203		1460824.86444019		7196.1815982276		老人介護施設スタッフ		医療・福祉系		介護

		2020-08		26		250546.436699337		9636.401411513		自動車・バイク販売		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-08		143		262001.74514739		1832.1800359957		英語講師		講師・インストラクター		語学講師

		2020-08		156		683039.613656464		4378.4590619004		製造スタッフ		フード系		パン・ケーキ・お菓子

		2020-08		331		2590438.90730089		7826.0994178275		製造スタッフ		軽作業・製造系		工場

		2020-08		46		266642.626149763		5796.5788293427		講師・インストラクター		講師・インストラクター		その他

		2020-08		1356		12069225.8168384		8900.6090094678		警備スタッフ		軽作業・製造系		警備・車両誘導・清掃・点検

		2020-08		245		1120748.49753993		4574.4836634283		販売スタッフ		フード系		パン・ケーキ・お菓子

		2020-08		615		1756444.53046433		2856.0073666087		販売・ファッション・レンタル		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-08		54		260317.323010289		4820.6911668572		資材搬入スタッフ		配送・物流系		梱包・仕分け・資材搬入

		2020-08		369		3250353.26952254		8808.5454458605		車両誘導スタッフ		軽作業・製造系		警備・車両誘導・清掃・点検

		2020-08		390		2588065.09978637		6636.0643584266		軽作業・製造系		軽作業・製造系		その他

		2020-08		20		11114.3191264387		555.7159563219		郵便スタッフ		配送・物流系		郵便・宅配便・バイク便・ 新聞配達

		2020-08		153		472803.016476798		3090.215793966		配送・物流系		配送・物流系		その他

		2020-08		326		2683749.99564891		8232.3619498433		量販店スタッフ		販売・ファッション・レンタル		デパート・量販店

		2020-08		219		1524391.80871182		6960.6931904649		集団授業講師		講師・インストラクター		塾・家庭教師

		2020-08		654		1287743.76576829		1969.0271647833		雑貨販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		アパレル・雑貨・インテリア販売

		2020-08		62		515354.604876672		8312.1710463979		電話・メール		オフィス系		電話・メール

		2020-08		616		2311973.58111112		3753.2038654401		電話受付スタッフ		オフィス系		電話・メール

		2020-08		10		56250.3125		5625.03125		駅スタッフ		施設・サービス系		駅・空港・ガソリンスタンド

		2020-09		2		74017.2808223684		37008.6404111842		CADオペレーター		デジタル・クリエイティブ系		デザイン関連

		2020-09		64		265617.21691886		4150.2690143572		CD・ビデオ販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		ＣＤ・ビデオ・書籍・レンタル

		2020-09		19		328.335625		17.2808223684		DTPオペレーター		デジタル・クリエイティブ系		デザイン関連

		2020-09		7		120.9657565789		17.2808223684		DTPデザイナー		デジタル・クリエイティブ系		デザイン関連

		2020-09		76		165244.219210526		2174.2660422438		PCインストラクター		講師・インストラクター		インストラクター

		2020-09		21		362.8972697368		17.2808223684		Webディレクター		デジタル・クリエイティブ系		web関連

		2020-09		160		97764.9315789474		611.0308223684		Webデザイナー		デジタル・クリエイティブ系		web関連

		2020-09		179		178093.267203947		994.9344536533		Webプログラマー		デジタル・クリエイティブ系		web関連

		2020-09		78		156347.904144737		2004.4603095479		Webページの更新・運営		デジタル・クリエイティブ系		web関連

		2020-09		58		1002.2876973684		17.2808223684		web関連		デジタル・クリエイティブ系		web関連

		2020-09		1154		3214850.8774693		2785.8326494535		アパレル販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		アパレル・雑貨・インテリア販売

		2020-09		60		81036.8493421053		1350.6141557017		アミューズメントスタッフ		エンターテインメント系		イベント・アミューズメント施設

		2020-09		1		17.2808223684		17.2808223684		イベントコンパニオン		エンターテインメント系		イベント・アミューズメント施設

		2020-09		122		37614.9795065789		308.3195041523		イベントスタッフ		エンターテインメント系		イベント・アミューズメント施設

		2020-09		561		1503920.63084508		2680.7854382265		インストアスタッフ		フード系		その他

		2020-09		77		495241.931513158		6431.7133962748		インストラクター		講師・インストラクター		インストラクター

		2020-09		42		105725.794539474		2517.2808223684		インテリア販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		アパレル・雑貨・インテリア販売

		2020-09		18		50617.2123355263		2812.0673519737		エステティシャン		ビューティー系		エステ・セラピスト・マッサージ

		2020-09		52		898.6027631579		17.2808223684		エンターテインメント系		エンターテインメント系		その他

		2020-09		72		61661.5773824266		856.4107969781		オフィス系		オフィス系		その他

		2020-09		51		5351.5464947651		104.9322842111		カウンタースタッフ		フード系		カフェ・喫茶店

		2020-09		168		333832.89417528		1987.1005605672		カフェ・喫茶店		フード系		カフェ・喫茶店

		2020-09		78		96347.9041447369		1235.2295403171		カラオケスタッフ		エンターテインメント系		カラオケ・漫画喫茶

		2020-09		228		1124548.41368255		4932.2298845726		ガソリンスタンドスタッフ		施設・サービス系		駅・空港・ガソリンスタンド

		2020-09		170		112860.967631579		663.8880448916		キッチンスタッフ		フード系		カフェ・喫茶店

		2020-09		178		829184.447134602		4658.3395906438		キッチンスタッフ		フード系		ファーストフード

		2020-09		1406		4559293.76078114		3242.7409393891		キッチンスタッフ		フード系		レストラン

		2020-09		768		1069522.38403451		1392.6072708783		キッチンスタッフ		フード系		居酒屋・バー

		2020-09		1918		7165101.42698921		3735.7150297128		キッチンスタッフ		フード系		日本料理・中華料理・その他料理店

		2020-09		21		159276.493157895		7584.5949122807		キャンペーンスタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-09		50		864.0411184211		17.2808223684		グラフィックデザイナー		デジタル・クリエイティブ系		デザイン関連

		2020-09		3		30051.8424671053		10017.2808223684		グループ指導		講師・インストラクター		塾・家庭教師

		2020-09		67		119389.183519737		1781.9281122349		ゲームクリエイター		デジタル・クリエイティブ系		ゲーム関連

		2020-09		65		281123.253453947		4324.9731300607		ゲームセンタースタッフ		エンターテインメント系		パチンコ・ゲームセンター・ボウリング

		2020-09		51		56787.2274402039		1113.4750478471		ゲームテスター		デジタル・クリエイティブ系		ゲーム関連

		2020-09		3		73320.3116447368		24440.1038815789		ゲーム販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-09		42		241514.753418062		5750.3512718586		ゲーム関連		デジタル・クリエイティブ系		ゲーム関連

		2020-09		10		172.8082236842		17.2808223684		コンテンツプランナー		デジタル・クリエイティブ系		その他

		2020-09		110		489243.412646284		4447.6673876935		コンビニスタッフ		販売・ファッション・レンタル		コンビニ・スーパー

		2020-09		7		120.9657565789		17.2808223684		サーバー管理		デジタル・クリエイティブ系		システム関連

		2020-09		88		1520.7123684211		17.2808223684		システムエンジニア		デジタル・クリエイティブ系		システム関連

		2020-09		52		95898.6027631579		1844.2038992915		システム関連		デジタル・クリエイティブ系		システム関連

		2020-09		46		135794.917828947		2952.0634310641		ジムスタッフ		施設・サービス系		ジム・健康施設

		2020-09		43		9725.7945394737		226.1812683599		ジュエリーショップスタッフ		販売・ファッション・レンタル		アパレル・雑貨・インテリア販売

		2020-09		54		60933.1644078947		1128.3919334795		スポーツインストラクター		講師・インストラクター		インストラクター

		2020-09		76		684209.65756579		9002.7586521814		スポーツ用品販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-09		119		656287.088183095		5515.0175477571		スーパースタッフ		販売・ファッション・レンタル		コンビニ・スーパー

		2020-09		80		203066.132790109		2538.3266598764		セラピスト		ビューティー系		エステ・セラピスト・マッサージ

		2020-09		5		86.4041118421		17.2808223684		チューター		講師・インストラクター		塾・家庭教師

		2020-09		206		413825.166825279		2008.8600331324		テレフォンアポインター		オフィス系		電話・メール

		2020-09		79		159151.285999626		2014.5732405016		テレフォンマーケティング		オフィス系		電話・メール

		2020-09		36		10856.002846915		301.5556346365		デザイン関連		デジタル・クリエイティブ系		デザイン関連

		2020-09		15		259.2123355263		17.2808223684		デジタル・クリエイティブ系		デジタル・クリエイティブ系		その他

		2020-09		40		120691.232894737		3017.2808223684		デパートスタッフ		販売・ファッション・レンタル		デパート・量販店

		2020-09		3		13462.5161290323		4487.5053763441		デモンストレーター		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-09		1101		2950762.42086617		2680.0748600056		デリバリースタッフ		フード系		その他

		2020-09		113		477286.31738546		4223.7727202253		デリバリースタッフ		配送・物流系		その他

		2020-09		93		278967.986631694		2999.6557702333		データ入力		オフィス系		その他

		2020-09		62		70054.1301644737		1129.9053252334		ドラッグストアスタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-09		11		190.0890460526		17.2808223684		ネットワークエンジニア		デジタル・クリエイティブ系		システム関連

		2020-09		8		18103.6849342105		2262.9606167763		バイク便スタッフ		配送・物流系		郵便・宅配便・バイク便・ 新聞配達

		2020-09		55		125950.445230263		2290.0080950957		バーテンダー		フード系		居酒屋・バー

		2020-09		985		7081960.14854471		7189.8072574058		パチンコ店スタッフ		エンターテインメント系		パチンコ・ゲームセンター・ボウリング

		2020-09		11		22750.2990899123		2068.2090081738		パン・ケーキ・お菓子		フード系		パン・ケーキ・お菓子

		2020-09		79		76365.1849671053		966.647910976		ビューティー系		ビューティー系		その他

		2020-09		444		427672.685131579		963.2267683144		ファーストフード		フード系		ファーストフード

		2020-09		37		162658.827101907		4396.1845162677		フラワーショップスタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-09		87		201503.431546053		2316.1313970811		フロアスタッフ		フード系		カフェ・喫茶店

		2020-09		165		464380.635612909		2814.4280946237		フード系		フード系		その他

		2020-09		42		80725.7945394737		1922.0427271303		ペットショップスタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-09		65		261123.253453947		4017.2808223684		ホテルスタッフ		施設・サービス系		ホテル・旅館・結婚式場

		2020-09		103		756097.865317983		7340.755973961		ホームヘルパー		医療・福祉系		介護

		2020-09		1014		23777255.8308388		23448.9702473755		ホールスタッフ		フード系		ファーストフード

		2020-09		1583		4413593.42100671		2788.1196595115		ホールスタッフ		フード系		レストラン

		2020-09		1319		1180006.57354109		894.6221179235		ホールスタッフ		フード系		居酒屋・バー

		2020-09		1585		4713092.01666321		2973.5596319642		ホールスタッフ		フード系		日本料理・中華料理・その他料理店

		2020-09		17		145329.491385823		8548.7936109308		ポスティングスタッフ		軽作業・製造系		その他

		2020-09		16		276.4931578947		17.2808223684		マンションコンシェルジュ		施設・サービス系		その他

		2020-09		67		286157.815098684		4271.012165652		メイクアップスタッフ		ビューティー系		その他

		2020-09		8		76138.2465789474		9517.2808223684		メール処理		オフィス系		電話・メール

		2020-09		8		138.2465789474		17.2808223684		リゾートスタッフ		施設・サービス系		その他

		2020-09		221		1060811.39805588		4800.0515749135		レジスタッフ		販売・ファッション・レンタル		コンビニ・スーパー

		2020-09		173		616507.493223684		3563.6271284606		レストラン		フード系		レストラン

		2020-09		4		69.1232894737		17.2808223684		レンタル店スタッフ		販売・ファッション・レンタル		ＣＤ・ビデオ・書籍・レンタル

		2020-09		99		438989.534309209		4434.2377202951		ワゴンサービススタッフ		エンターテインメント系		パチンコ・ゲームセンター・ボウリング

		2020-09		637		1419685.6386124		2228.7058690932		一般事務		オフィス系		事務・受付・経理

		2020-09		140		65367.4726644737		466.910519032		事務・受付・経理		オフィス系		事務・受付・経理

		2020-09		13		9543.5409790429		734.1185368495		人事		オフィス系		その他

		2020-09		306		2158145.13443417		7052.7618772359		仕分けスタッフ		配送・物流系		梱包・仕分け・資材搬入

		2020-09		8		2531.690756579		316.4613445724		企画営業		オフィス系		営業

		2020-09		66		169612.809889429		2569.8910589308		修理・メンテスタッフ		軽作業・製造系		その他

		2020-09		669		5676262.0423387		8484.6966253194		倉庫スタッフ		軽作業・製造系		工事・倉庫・引っ越し

		2020-09		23		9380.1780921053		407.8338300915		個人営業		オフィス系		営業

		2020-09		395		2566474.20414296		6497.4030484632		個別指導講師		講師・インストラクター		塾・家庭教師

		2020-09		15		88003.0018092105		5866.8667872807		健康施設スタッフ		施設・サービス系		ジム・健康施設

		2020-09		222		1569656.65465485		7070.5254714183		入出荷業務スタッフ		配送・物流系		在庫管理・入出荷業務

		2020-09		58		218329.479473684		3764.3013702359		入浴介助		医療・福祉系		介護

		2020-09		25		432.0205592105		17.2808223684		制作スタッフ		マスコミ系		編集・取材・撮影・制作

		2020-09		10		172.8082236842		17.2808223684		劇場スタッフ		エンターテインメント系		映画館・遊園地・劇場

		2020-09		36		185606.240670073		5155.728907502		加工スタッフ		軽作業・製造系		工場

		2020-09		55		294565.720843377		5355.7403789705		医療・福祉系		医療・福祉系		その他

		2020-09		7		120.9657565789		17.2808223684		医療施設事務		医療・福祉系		医療施設

		2020-09		5		9069.1232894737		1813.8246578947		医療施設受付		医療・福祉系		医療施設

		2020-09		291		1310285.83728492		4502.7004717695		受付		オフィス系		事務・受付・経理

		2020-09		72		299152.623868863		4154.8975537342		品出しスタッフ		販売・ファッション・レンタル		コンビニ・スーパー

		2020-09		14		155086.404111842		11077.600293703		商品管理		オフィス系		その他

		2020-09		45		122381.426130445		2719.5872473432		営業		オフィス系		営業

		2020-09		54		120734.509931308		2235.8242579872		営業アシスタント		オフィス系		営業

		2020-09		119		797913.780611709		6705.1578202665		在庫管理スタッフ		配送・物流系		在庫管理・入出荷業務

		2020-09		193		1348497.5048856		6987.0337040705		宅配便スタッフ		配送・物流系		郵便・宅配便・バイク便・ 新聞配達

		2020-09		17		293.7739802632		17.2808223684		客室清掃スタッフ		施設・サービス系		ホテル・旅館・結婚式場

		2020-09		77		344087.547960526		4468.6694540328		家庭教師		講師・インストラクター		塾・家庭教師

		2020-09		265		635584.655633984		2398.4326627698		家電販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		デパート・量販店

		2020-09		48		160223.365156478		3337.9867740933		居酒屋・バー		フード系		居酒屋・バー

		2020-09		71		291230.792422324		4101.8421467933		工事スタッフ		軽作業・製造系		工事・倉庫・引っ越し

		2020-09		3		66963.75		22321.25		市場調査スタッフ		軽作業・製造系		その他

		2020-09		88		256313.3425		2912.6516193182		幼児教育スタッフ		講師・インストラクター		その他

		2020-09		20		249813.74413285		12490.6872066425		建築・造園スタッフ		軽作業・製造系		その他

		2020-09		39		362988.978935576		9307.4097162968		引越しスタッフ		軽作業・製造系		工事・倉庫・引っ越し

		2020-09		568		2014418.4575063		3546.5113688491		惣菜屋スタッフ		フード系		その他

		2020-09		579		1814862.78378587		3134.4780376267		携帯電話販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-09		66		76140.5342763158		1153.6444587321		撮影スタッフ		マスコミ系		編集・取材・撮影・制作

		2020-09		36		306478.074021687		8513.2798339358		新聞配達スタッフ		配送・物流系		郵便・宅配便・バイク便・ 新聞配達

		2020-09		33		155570.267138158		4714.2505193381		施術スタッフ		ビューティー系		エステ・セラピスト・マッサージ

		2020-09		380		874413.888478964		2301.0891802078		施設・サービス系		施設・サービス系		その他

		2020-09		20		9286.0655553198		464.303277766		施設管理員		施設・サービス系		その他

		2020-09		12		94190.0890460527		7849.174087171		旅館スタッフ		施設・サービス系		ホテル・旅館・結婚式場

		2020-09		72		404912.233274937		5623.7810177075		日本料理・中華料理・その他料理店		フード系		日本料理・中華料理・その他料理店

		2020-09		46		104063.387006579		2262.2475436213		書籍販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		ＣＤ・ビデオ・書籍・レンタル

		2020-09		104		499473.064274268		4802.6256180218		梱包スタッフ		配送・物流系		梱包・仕分け・資材搬入

		2020-09		199		1306382.67668721		6564.7370687799		検査スタッフ		軽作業・製造系		工場

		2020-09		8		41904.7207207207		5238.0900900901		機械オペレーション		軽作業・製造系		その他

		2020-09		1		9000		9000		歯科助手		医療・福祉系		看護師・歯科助手

		2020-09		70		15913.775361417		227.3396480202		法人営業		オフィス系		営業

		2020-09		5		86.4041118421		17.2808223684		洗い場スタッフ		フード系		カフェ・喫茶店

		2020-09		8		60138.2465789474		7517.2808223684		洗い場スタッフ		フード系		ファーストフード

		2020-09		82		143543.668614048		1750.5325440737		洗い場スタッフ		フード系		レストラン

		2020-09		5		86.4041118421		17.2808223684		洗い場スタッフ		フード系		居酒屋・バー

		2020-09		30		219609.771315789		7320.3257105263		洗い場スタッフ		フード系		日本料理・中華料理・その他料理店

		2020-09		493		2732952.61861776		5543.5144393869		清掃スタッフ		軽作業・製造系		警備・車両誘導・清掃・点検

		2020-09		35		150604.828782895		4302.9951080827		漫画喫茶スタッフ		エンターテインメント系		カラオケ・漫画喫茶

		2020-09		13		82207.9142626297		6323.68571251		点検スタッフ		軽作業・製造系		警備・車両誘導・清掃・点検

		2020-09		3		51.8424671053		17.2808223684		理髪師		ビューティー系		美容師・理髪師

		2020-09		26		175414.739736842		6746.7207591093		看護師		医療・福祉系		看護師・歯科助手

		2020-09		7		120.9657565789		17.2808223684		秘書		オフィス系		その他

		2020-09		104		766103.141669921		7366.3763622108		組立スタッフ		軽作業・製造系		工場

		2020-09		51		9864.0411184211		193.4125709494		経理		オフィス系		事務・受付・経理

		2020-09		53		201829.479473684		3808.1033862959		結婚式場スタッフ		施設・サービス系		ホテル・旅館・結婚式場

		2020-09		174		576989.582269737		3316.03208201		給食スタッフ		フード系		その他

		2020-09		7		120.9657565789		17.2808223684		総務		オフィス系		その他

		2020-09		26		449.3013815789		17.2808223684		編集スタッフ		マスコミ系		編集・取材・撮影・制作

		2020-09		36		199397.458914474		5538.8183031798		美容師		ビューティー系		美容師・理髪師

		2020-09		13		224.6506907895		17.2808223684		翻訳		オフィス系		その他

		2020-09		208		1786793.14880527		8590.3516769484		老人介護施設スタッフ		医療・福祉系		介護

		2020-09		26		65449.3013815789		2517.2808223684		自動車・バイク販売		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-09		104		95779.9247039474		920.960814461		英語講師		講師・インストラクター		語学講師

		2020-09		140		393118.108403223		2807.9864885944		製造スタッフ		フード系		パン・ケーキ・お菓子

		2020-09		328		2160118.68421875		6585.7276957889		製造スタッフ		軽作業・製造系		工場

		2020-09		43		120743.075361842		2807.978496787		講師・インストラクター		講師・インストラクター		その他

		2020-09		1473		15016571.8910884		10194.5498242284		警備スタッフ		軽作業・製造系		警備・車両誘導・清掃・点検

		2020-09		186		278094.399886389		1495.1311821849		販売スタッフ		フード系		パン・ケーキ・お菓子

		2020-09		515		1109041.51244871		2153.478664949		販売・ファッション・レンタル		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-09		68		183157.756510255		2693.4964192685		資材搬入スタッフ		配送・物流系		梱包・仕分け・資材搬入

		2020-09		563		6722500.82322893		11940.4987979199		車両誘導スタッフ		軽作業・製造系		警備・車両誘導・清掃・点検

		2020-09		390		2424244.60815534		6216.0118157829		軽作業・製造系		軽作業・製造系		その他

		2020-09		12		207.3698684211		17.2808223684		郵便スタッフ		配送・物流系		郵便・宅配便・バイク便・ 新聞配達

		2020-09		123		236667.528134369		1924.1262449949		配送・物流系		配送・物流系		その他

		2020-09		248		2031324.0252117		8190.8226823052		量販店スタッフ		販売・ファッション・レンタル		デパート・量販店

		2020-09		123		805432.020559211		6548.2278094245		集団授業講師		講師・インストラクター		塾・家庭教師

		2020-09		587		1281053.41948267		2182.3737980965		雑貨販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		アパレル・雑貨・インテリア販売

		2020-09		44		280380.178092105		6372.2767748206		電話・メール		オフィス系		電話・メール

		2020-09		545		2308332.81639767		4235.4730576104		電話受付スタッフ		オフィス系		電話・メール

		2020-10		10		137.9087963601		13.790879636		CADオペレーター		デジタル・クリエイティブ系		デザイン関連

		2020-10		52		113298.325858892		2178.8139588249		CD・ビデオ販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		ＣＤ・ビデオ・書籍・レンタル

		2020-10		16		220.6540741762		13.790879636		DTPオペレーター		デジタル・クリエイティブ系		デザイン関連

		2020-10		6		82.7452778161		13.790879636		DTPデザイナー		デジタル・クリエイティブ系		デザイン関連

		2020-10		55		222044.387869632		4037.1706885387		PCインストラクター		講師・インストラクター		インストラクター

		2020-10		19		262.0267130842		13.790879636		Webディレクター		デジタル・クリエイティブ系		web関連

		2020-10		105		1448.0423617813		13.790879636		Webデザイナー		デジタル・クリエイティブ系		web関連

		2020-10		174		602399.613056666		3462.066741705		Webプログラマー		デジタル・クリエイティブ系		web関連

		2020-10		81		156117.061250517		1927.3711265496		Webページの更新・運営		デジタル・クリエイティブ系		web関連

		2020-10		28		119729.048493715		4276.0374462041		web関連		デジタル・クリエイティブ系		web関連

		2020-10		973		2693477.22895201		2768.2191458911		アパレル販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		アパレル・雑貨・インテリア販売

		2020-10		53		257845.354178406		4865.0066826114		アミューズメントスタッフ		エンターテインメント系		イベント・アミューズメント施設

		2020-10		55		101703.334861437		1849.1515429352		イベントスタッフ		エンターテインメント系		イベント・アミューズメント施設

		2020-10		778		1518967.10646403		1952.3998797738		インストアスタッフ		フード系		その他

		2020-10		46		194275.81759272		4223.3873389722		インストラクター		講師・インストラクター		インストラクター

		2020-10		28		96471.8705957851		3445.4239498495		インテリア販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		アパレル・雑貨・インテリア販売

		2020-10		20		3633.1059362785		181.6552968139		エステティシャン		ビューティー系		エステ・セラピスト・マッサージ

		2020-10		30		413.7263890804		13.790879636		エンターテインメント系		エンターテインメント系		その他

		2020-10		76		270505.753942944		3559.2862360914		オフィス系		オフィス系		その他

		2020-10		30		413.7263890804		13.790879636		カウンタースタッフ		フード系		カフェ・喫茶店

		2020-10		116		212772.32380218		1834.2441707084		カフェ・喫茶店		フード系		カフェ・喫茶店

		2020-10		45		110620.589583621		2458.2353240805		カラオケスタッフ		エンターテインメント系		カラオケ・漫画喫茶

		2020-10		237		1598663.23365502		6745.4144879959		ガソリンスタンドスタッフ		施設・サービス系		駅・空港・ガソリンスタンド

		2020-10		164		25618.9926038644		156.2133695358		キッチンスタッフ		フード系		カフェ・喫茶店

		2020-10		124		567112.258587386		4573.4859563499		キッチンスタッフ		フード系		ファーストフード

		2020-10		1306		4633256.20777332		3547.6693780806		キッチンスタッフ		フード系		レストラン

		2020-10		607		984799.227182162		1622.4039986527		キッチンスタッフ		フード系		居酒屋・バー

		2020-10		1256		6248383.66676739		4974.8277601651		キッチンスタッフ		フード系		日本料理・中華料理・その他料理店

		2020-10		19		179082.745277816		9425.4076462009		キャンペーンスタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-10		45		620.5895836206		13.790879636		グラフィックデザイナー		デジタル・クリエイティブ系		デザイン関連

		2020-10		2		27.581759272		13.790879636		グループ指導		講師・インストラクター		塾・家庭教師

		2020-10		38		13953.2068004016		367.1896526421		ゲームクリエイター		デジタル・クリエイティブ系		ゲーム関連

		2020-10		54		200744.707500345		3717.4945833397		ゲームセンタースタッフ		エンターテインメント系		パチンコ・ゲームセンター・ボウリング

		2020-10		25		353276.326795174		14131.053071807		ゲームテスター		デジタル・クリエイティブ系		ゲーム関連

		2020-10		4		60055.1635185441		15013.790879636		ゲーム販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-10		19		42012.5359155382		2211.1861008178		ゲーム関連		デジタル・クリエイティブ系		ゲーム関連

		2020-10		4		55.1635185441		13.790879636		コピーライター		デジタル・クリエイティブ系		その他

		2020-10		7		96.5361574521		13.790879636		コンテンツプランナー		デジタル・クリエイティブ系		その他

		2020-10		64		216099.415907489		3376.5533735545		コンビニスタッフ		販売・ファッション・レンタル		コンビニ・スーパー

		2020-10		9		124.1179167241		13.790879636		サーバー管理		デジタル・クリエイティブ系		システム関連

		2020-10		103		96420.4606025093		936.1209767234		システムエンジニア		デジタル・クリエイティブ系		システム関連

		2020-10		42		95579.2169447125		2275.6956415408		システム関連		デジタル・クリエイティブ系		システム関連

		2020-10		30		75413.7263890804		2513.790879636		ジムスタッフ		施設・サービス系		ジム・健康施設

		2020-10		39		130537.844305805		3347.1242129694		ジュエリーショップスタッフ		販売・ファッション・レンタル		アパレル・雑貨・インテリア販売

		2020-10		39		180537.844305805		4629.1754950206		スポーツインストラクター		講師・インストラクター		インストラクター

		2020-10		53		425648.171342893		8031.0975725074		スポーツ用品販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-10		82		554913.743657797		6767.2407763146		スーパースタッフ		販売・ファッション・レンタル		コンビニ・スーパー

		2020-10		60		215784.307906439		3596.405131774		セラピスト		ビューティー系		エステ・セラピスト・マッサージ

		2020-10		12		165.4905556322		13.790879636		チューター		講師・インストラクター		塾・家庭教師

		2020-10		222		320356.956835638		1443.0493551155		テレフォンアポインター		オフィス系		電話・メール

		2020-10		43		155307.225391957		3611.7959393478		テレフォンマーケティング		オフィス系		電話・メール

		2020-10		30		181114.435509444		6037.1478503148		デザイン関連		デジタル・クリエイティブ系		デザイン関連

		2020-10		31		130427.517268716		4207.3392667328		デジタル・クリエイティブ系		デジタル・クリエイティブ系		その他

		2020-10		20		39262.0267130843		1963.1013356542		デパートスタッフ		販売・ファッション・レンタル		デパート・量販店

		2020-10		3		16924.7260273973		5641.5753424657		デモンストレーター		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-10		1058		2797316.44087277		2643.9663902389		デリバリースタッフ		フード系		その他

		2020-10		86		554714.849394789		6450.1726673813		デリバリースタッフ		配送・物流系		その他

		2020-10		81		580937.170283737		7172.0638306634		データ入力		オフィス系		その他

		2020-10		48		60661.9622225286		1263.790879636		ドラッグストアスタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-10		23		215317.190231628		9361.6169665925		ネットワークエンジニア		デジタル・クリエイティブ系		システム関連

		2020-10		6		65171.581759272		10861.930293212		バイク便スタッフ		配送・物流系		郵便・宅配便・バイク便・ 新聞配達

		2020-10		65		135896.407176341		2090.7139565591		バーテンダー		フード系		居酒屋・バー

		2020-10		841		5538760.37230937		6585.9219646961		パチンコ店スタッフ		エンターテインメント系		パチンコ・ゲームセンター・ボウリング

		2020-10		11		13124.1179167241		1193.1016287931		パン・ケーキ・お菓子		フード系		パン・ケーキ・お菓子

		2020-10		30		89399.9355094444		2979.9978503148		ビューティー系		ビューティー系		その他

		2020-10		304		334192.427409348		1099.3171954255		ファーストフード		フード系		ファーストフード

		2020-10		19		25641.5565132006		1349.5556059579		フラワーショップスタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-10		136		272486.46769823		2003.5769683693		フロアスタッフ		フード系		カフェ・喫茶店

		2020-10		183		479042.583448533		2617.7190352379		フード系		フード系		その他

		2020-10		41		565.4260650765		13.790879636		ペットショップスタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-10		44		30606.7987039846		695.6090614542		ホテルスタッフ		施設・サービス系		ホテル・旅館・結婚式場

		2020-10		168		1119088.56142881		6661.2414370763		ホームヘルパー		医療・福祉系		介護

		2020-10		785		4204891.34942711		5356.5494897161		ホールスタッフ		フード系		ファーストフード

		2020-10		1416		4614743.33562486		3258.9995308085		ホールスタッフ		フード系		レストラン

		2020-10		969		1280441.92436722		1321.405494703		ホールスタッフ		フード系		居酒屋・バー

		2020-10		1089		3260183.21935835		2993.7403299893		ホールスタッフ		フード系		日本料理・中華料理・その他料理店

		2020-10		8		18367.5049350183		2295.9381168773		ボウリングスタッフ		エンターテインメント系		パチンコ・ゲームセンター・ボウリング

		2020-10		12		100755.613080529		8396.3010900441		ポスティングスタッフ		軽作業・製造系		その他

		2020-10		1		70013.790879636		70013.790879636		マスコミ系		マスコミ系		その他

		2020-10		31		427.5172687164		13.790879636		マンションコンシェルジュ		施設・サービス系		その他

		2020-10		27		372.3537501723		13.790879636		メイクアップスタッフ		ビューティー系		その他

		2020-10		7		30916.0136974901		4416.5733853557		メール処理		オフィス系		電話・メール

		2020-10		7		96.5361574521		13.790879636		リゾートスタッフ		施設・サービス系		その他

		2020-10		175		860843.395313085		4919.1051160748		レジスタッフ		販売・ファッション・レンタル		コンビニ・スーパー

		2020-10		147		342477.968426858		2329.7820981419		レストラン		フード系		レストラン

		2020-10		6		60082.7452778161		10013.790879636		レンタル店スタッフ		販売・ファッション・レンタル		ＣＤ・ビデオ・書籍・レンタル

		2020-10		64		236257.985018652		3691.5310159164		ワゴンサービススタッフ		エンターテインメント系		パチンコ・ゲームセンター・ボウリング

		2020-10		455		1488069.47727641		3270.4823676404		一般事務		オフィス系		事務・受付・経理

		2020-10		124		360910.474481981		2910.5683425966		事務・受付・経理		オフィス系		事務・受付・経理

		2020-10		14		113450.250212834		8103.5893009167		人事		オフィス系		その他

		2020-10		280		2304140.73828704		8229.0740653108		仕分けスタッフ		配送・物流系		梱包・仕分け・資材搬入

		2020-10		5		21041.372638908		4208.2745277816		企画営業		オフィス系		営業

		2020-10		48		84391.023274846		1758.146318226		修理・メンテスタッフ		軽作業・製造系		その他

		2020-10		295		2564178.18111303		8692.1294275018		倉庫スタッフ		軽作業・製造系		工事・倉庫・引っ越し

		2020-10		10		137.9087963601		13.790879636		個人営業		オフィス系		営業

		2020-10		330		1889415.3656195		5725.5011079379		個別指導講師		講師・インストラクター		塾・家庭教師

		2020-10		18		48084.4710018789		2671.3595001044		健康施設スタッフ		施設・サービス系		ジム・健康施設

		2020-10		88		577103.632583803		6557.995824816		入出荷業務スタッフ		配送・物流系		在庫管理・入出荷業務

		2020-10		72		366850.20299356		5095.1417082439		入浴介助		医療・福祉系		介護

		2020-10		12		165.4905556322		13.790879636		制作スタッフ		マスコミ系		編集・取材・撮影・制作

		2020-10		5		68.9543981801		13.790879636		劇場スタッフ		エンターテインメント系		映画館・遊園地・劇場

		2020-10		35		250152.81670363		7147.2233343894		加工スタッフ		軽作業・製造系		工場

		2020-10		50		39675.7531021646		793.5150620433		医療・福祉系		医療・福祉系		その他

		2020-10		3		41.372638908		13.790879636		医療施設事務		医療・福祉系		医療施設

		2020-10		6		9068.9543981801		1511.4923996967		医療施設受付		医療・福祉系		医療施設

		2020-10		257		1043292.35854732		4059.503340651		受付		オフィス系		事務・受付・経理

		2020-10		31		163799.984259387		5283.8704599802		品出しスタッフ		販売・ファッション・レンタル		コンビニ・スーパー

		2020-10		13		109013.790879636		8385.6762215105		商品管理		オフィス系		その他

		2020-10		33		59028.2291747281		1788.734217416		営業		オフィス系		営業

		2020-10		53		34975.5439818007		659.9159241849		営業アシスタント		オフィス系		営業

		2020-10		99		785287.310746361		7932.195058044		在庫管理スタッフ		配送・物流系		在庫管理・入出荷業務

		2020-10		205		1599877.68790306		7804.2814044052		宅配便スタッフ		配送・物流系		郵便・宅配便・バイク便・ 新聞配達

		2020-10		17		65234.4449538122		3837.3202914007		客室清掃スタッフ		施設・サービス系		ホテル・旅館・結婚式場

		2020-10		70		360830.981111264		5154.7283015895		家庭教師		講師・インストラクター		塾・家庭教師

		2020-10		173		310206.540741762		1793.1013915709		家電販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		デパート・量販店

		2020-10		45		82317.2236173297		1829.2716359407		居酒屋・バー		フード系		居酒屋・バー

		2020-10		72		468797.349990495		6511.0743054235		工事スタッフ		軽作業・製造系		工事・倉庫・引っ越し

		2020-10		73		214813.661898525		2942.6529027195		幼児教育スタッフ		講師・インストラクター		その他

		2020-10		9		47968.3270370881		5329.814115232		建築・造園スタッフ		軽作業・製造系		その他

		2020-10		7		24439.440021359		3491.3485744798		引越しスタッフ		軽作業・製造系		工事・倉庫・引っ越し

		2020-10		429		1138884.15851917		2654.7416282498		惣菜屋スタッフ		フード系		その他

		2020-10		456		2100944.8906563		4607.335286527		携帯電話販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-10		42		70579.2169447125		1680.4575463027		撮影スタッフ		マスコミ系		編集・取材・撮影・制作

		2020-10		15		288934.108277275		19262.2738851517		新聞配達スタッフ		配送・物流系		郵便・宅配便・バイク便・ 新聞配達

		2020-10		28		105220.654074176		3757.8805026492		施術スタッフ		ビューティー系		エステ・セラピスト・マッサージ

		2020-10		365		817348.057280719		2239.3097459746		施設・サービス系		施設・サービス系		その他

		2020-10		22		140765.69325919		6398.4406026904		施設管理員		施設・サービス系		その他

		2020-10		17		73193.0723149042		4305.4748420532		旅館スタッフ		施設・サービス系		ホテル・旅館・結婚式場

		2020-10		60		319992.488188505		5333.2081364751		日本料理・中華料理・その他料理店		フード系		日本料理・中華料理・その他料理店

		2020-10		17		82778.1965278735		4869.3056781102		書籍販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		ＣＤ・ビデオ・書籍・レンタル

		2020-10		38		214687.609091583		5649.6739234627		梱包スタッフ		配送・物流系		梱包・仕分け・資材搬入

		2020-10		180		1513406.65090624		8407.8147272569		検査スタッフ		軽作業・製造系		工場

		2020-10		12		103491.369827004		8624.280818917		機械オペレーション		軽作業・製造系		その他

		2020-10		3		95041.372638908		31680.4575463027		歯科助手		医療・福祉系		看護師・歯科助手

		2020-10		81		5103.270370881		63.0033379121		法人営業		オフィス系		営業

		2020-10		6		82.7452778161		13.790879636		洗い場スタッフ		フード系		カフェ・喫茶店

		2020-10		4		55.1635185441		13.790879636		洗い場スタッフ		フード系		ファーストフード

		2020-10		33		30455.0990279884		922.8817887269		洗い場スタッフ		フード系		レストラン

		2020-10		9		55124.1179167241		6124.9019907471		洗い場スタッフ		フード系		居酒屋・バー

		2020-10		14		98165.4905556322		7011.8207539737		洗い場スタッフ		フード系		日本料理・中華料理・その他料理店

		2020-10		366		1472404.15780437		4022.9621797934		清掃スタッフ		軽作業・製造系		警備・車両誘導・清掃・点検

		2020-10		25		90344.7719909003		3613.790879636		漫画喫茶スタッフ		エンターテインメント系		カラオケ・漫画喫茶

		2020-10		29		266302.940795141		9182.8600274186		点検スタッフ		軽作業・製造系		警備・車両誘導・清掃・点検

		2020-10		6		82.7452778161		13.790879636		理髪師		ビューティー系		美容師・理髪師

		2020-10		28		95386.1446298084		3406.6480224932		看護師		医療・福祉系		看護師・歯科助手

		2020-10		3		41.372638908		13.790879636		秘書		オフィス系		その他

		2020-10		87		707585.35897925		8133.1650457385		組立スタッフ		軽作業・製造系		工場

		2020-10		35		21468.8899076244		613.3968545036		経理		オフィス系		事務・受付・経理

		2020-10		25		123673.884975171		4946.9553990068		結婚式場スタッフ		施設・サービス系		ホテル・旅館・結婚式場

		2020-10		127		426723.859954502		3360.0303933425		給食スタッフ		フード系		その他

		2020-10		10		137.9087963601		13.790879636		総務		オフィス系		その他

		2020-10		30		95413.7263890804		3180.4575463027		編集スタッフ		マスコミ系		編集・取材・撮影・制作

		2020-10		33		168386.144629808		5102.6104433275		美容師		ビューティー系		美容師・理髪師

		2020-10		9		124.1179167241		13.790879636		翻訳		オフィス系		その他

		2020-10		233		1723146.56777505		7395.4788316526		老人介護施設スタッフ		医療・福祉系		介護

		2020-10		16		3984.640972318		249.0400607699		自動車・バイク販売		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-10		80		130089.479491245		1626.1184936406		英語講師		講師・インストラクター		語学講師

		2020-10		135		480160.877377234		3556.7472398314		製造スタッフ		フード系		パン・ケーキ・お菓子

		2020-10		285		2293694.33048954		8048.0502824194		製造スタッフ		軽作業・製造系		工場

		2020-10		14		30193.0723149042		2156.6480224932		講師・インストラクター		講師・インストラクター		その他

		2020-10		1518		15167808.6775857		9991.968825814		警備スタッフ		軽作業・製造系		警備・車両誘導・清掃・点検

		2020-10		148		533599.110386563		3605.3993945038		販売スタッフ		フード系		パン・ケーキ・お菓子

		2020-10		374		854133.187912757		2283.7785773068		販売・ファッション・レンタル		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-10		57		366046.545345593		6421.8692165893		資材搬入スタッフ		配送・物流系		梱包・仕分け・資材搬入

		2020-10		610		6153035.65379076		10086.943694739		車両誘導スタッフ		軽作業・製造系		警備・車両誘導・清掃・点検

		2020-10		333		2583608.36856574		7758.5836893866		軽作業・製造系		軽作業・製造系		その他

		2020-10		13		179.2814352682		13.790879636		郵便スタッフ		配送・物流系		郵便・宅配便・バイク便・ 新聞配達

		2020-10		94		478752.525036316		5093.1119684714		配送・物流系		配送・物流系		その他

		2020-10		210		1694647.89370096		8069.7518747665		量販店スタッフ		販売・ファッション・レンタル		デパート・量販店

		2020-10		101		711358.562870536		7043.1540878271		集団授業講師		講師・インストラクター		塾・家庭教師

		2020-10		414		1169605.18833586		2825.1333051591		雑貨販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		アパレル・雑貨・インテリア販売

		2020-10		36		98013.8081509175		2722.6057819699		電話・メール		オフィス系		電話・メール

		2020-10		382		1263646.13348722		3307.9741714325		電話受付スタッフ		オフィス系		電話・メール

		2020-11		34		170400.309131624		5011.7737979889		CADオペレーター		デジタル・クリエイティブ系		デザイン関連

		2020-11		61		200404.559917355		3285.3206543829		CD・ビデオ販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		ＣＤ・ビデオ・書籍・レンタル

		2020-11		21		188393.209606029		8971.1052193347		DTPオペレーター		デジタル・クリエイティブ系		デザイン関連

		2020-11		13		268.3899793388		20.6453830261		DTPデザイナー		デジタル・クリエイティブ系		デザイン関連

		2020-11		53		264393.91744208		4988.5644800392		PCインストラクター		講師・インストラクター		インストラクター

		2020-11		8		16124.8196266899		2015.6024533362		Webディレクター		デジタル・クリエイティブ系		web関連

		2020-11		113		101312.756563186		896.5730669308		Webデザイナー		デジタル・クリエイティブ系		web関連

		2020-11		164		183962.236722329		1121.720955624		Webプログラマー		デジタル・クリエイティブ系		web関連

		2020-11		60		171238.722981564		2853.9787163594		Webページの更新・運営		デジタル・クリエイティブ系		web関連

		2020-11		30		139047.865092588		4634.9288364196		web関連		デジタル・クリエイティブ系		web関連

		2020-11		876		2394026.20526181		2732.9066270112		アパレル販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		アパレル・雑貨・インテリア販売

		2020-11		40		61764.406873808		1544.1101718452		アミューズメントスタッフ		エンターテインメント系		イベント・アミューズメント施設

		2020-11		84		134527.202735544		1601.5143182803		イベントスタッフ		エンターテインメント系		イベント・アミューズメント施設

		2020-11		648		1661523.32796859		2564.0792098281		インストアスタッフ		フード系		その他

		2020-11		63		325554.305536548		5167.5286593103		インストラクター		講師・インストラクター		インストラクター

		2020-11		29		125598.716107756		4330.9902106123		インテリア販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		アパレル・雑貨・インテリア販売

		2020-11		22		454.1984265734		20.6453830261		エステティシャン		ビューティー系		エステ・セラピスト・マッサージ

		2020-11		10		206.4538302606		20.6453830261		エンターテインメント系		エンターテインメント系		その他

		2020-11		66		427168.402328264		6472.2485201252		オフィス系		オフィス系		その他

		2020-11		24		12495.4891926256		520.6453830261		カウンタースタッフ		フード系		カフェ・喫茶店

		2020-11		93		142188.622970939		1528.9099244187		カフェ・喫茶店		フード系		カフェ・喫茶店

		2020-11		36		15743.2337889383		437.3120496927		カラオケスタッフ		エンターテインメント系		カラオケ・漫画喫茶

		2020-11		233		948496.323684805		4070.799672467		ガソリンスタンドスタッフ		施設・サービス系		駅・空港・ガソリンスタンド

		2020-11		111		224291.637515893		2020.6453830261		キッチンスタッフ		フード系		カフェ・喫茶店

		2020-11		119		609734.85974253		5123.8223507776		キッチンスタッフ		フード系		ファーストフード

		2020-11		991		3601325.82966853		3634.0321187372		キッチンスタッフ		フード系		レストラン

		2020-11		462		756071.648270583		1636.5187192004		キッチンスタッフ		フード系		居酒屋・バー

		2020-11		1114		4420262.71200532		3967.9198491969		キッチンスタッフ		フード系		日本料理・中華料理・その他料理店

		2020-11		7		49725.0983860368		7103.5854837196		キャンペーンスタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-11		53		1094.2053003814		20.6453830261		グラフィックデザイナー		デジタル・クリエイティブ系		デザイン関連

		2020-11		1		20.6453830261		20.6453830261		グループ指導		講師・インストラクター		塾・家庭教師

		2020-11		23		6315.965760819		274.6072069921		ゲームクリエイター		デジタル・クリエイティブ系		ゲーム関連

		2020-11		37		90763.8791719644		2453.0778154585		ゲームセンタースタッフ		エンターテインメント系		パチンコ・ゲームセンター・ボウリング

		2020-11		22		105189.401678606		4781.3364399366		ゲームテスター		デジタル・クリエイティブ系		ゲーム関連

		2020-11		4		82.5815321043		20.6453830261		ゲーム販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-11		27		200292.628593736		7418.2455034717		ゲーム関連		デジタル・クリエイティブ系		ゲーム関連

		2020-11		1		20.6453830261		20.6453830261		コピーライター		デジタル・クリエイティブ系		その他

		2020-11		2		41.2907660521		20.6453830261		コンテンツプランナー		デジタル・クリエイティブ系		その他

		2020-11		74		308268.697198203		4165.7932053811		コンビニスタッフ		販売・ファッション・レンタル		コンビニ・スーパー

		2020-11		5		103.2269151303		20.6453830261		サーバー管理		デジタル・クリエイティブ系		システム関連

		2020-11		73		186507.112960903		2554.8919583685		システムエンジニア		デジタル・クリエイティブ系		システム関連

		2020-11		37		763.8791719644		20.6453830261		システム関連		デジタル・クリエイティブ系		システム関連

		2020-11		39		210805.169938017		5405.2607676415		ジムスタッフ		施設・サービス系		ジム・健康施設

		2020-11		31		13599.6634362894		438.6988205255		ジュエリーショップスタッフ		販売・ファッション・レンタル		アパレル・雑貨・インテリア販売

		2020-11		38		105784.52455499		2783.8032777629		スポーツインストラクター		講師・インストラクター		インストラクター

		2020-11		48		112970.806666492		2353.5584722186		スポーツ用品販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-11		83		525376.670001794		6329.839397612		スーパースタッフ		販売・ファッション・レンタル		コンビニ・スーパー

		2020-11		54		181225.917718896		3356.0355133129		セラピスト		ビューティー系		エステ・セラピスト・マッサージ

		2020-11		6		123.8722981564		20.6453830261		チューター		講師・インストラクター		塾・家庭教師

		2020-11		181		476285.528489795		2631.4117596121		テレフォンアポインター		オフィス系		電話・メール

		2020-11		21		18002.9300207368		857.2823819398		テレフォンマーケティング		オフィス系		電話・メール

		2020-11		15		95309.680745391		6353.9787163594		デザイン関連		デジタル・クリエイティブ系		デザイン関連

		2020-11		27		64396.0515916294		2385.0389478381		デジタル・クリエイティブ系		デジタル・クリエイティブ系		その他

		2020-11		25		9495.9628568923		379.8385142757		デパートスタッフ		販売・ファッション・レンタル		デパート・量販店

		2020-11		2		18705.3777777778		9352.6888888889		デモンストレーター		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-11		1036		3062556.96343736		2956.136065094		デリバリースタッフ		フード系		その他

		2020-11		75		549052.831923482		7320.7044256464		デリバリースタッフ		配送・物流系		その他

		2020-11		222		1906265.50283364		8586.7815442957		データ入力		オフィス系		その他

		2020-11		24		84475.3174738663		3519.8048947444		ドラッグストアスタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-11		10		206.4538302606		20.6453830261		ネットワークエンジニア		デジタル・クリエイティブ系		システム関連

		2020-11		7		38969.4076199847		5567.0582314264		バイク便スタッフ		配送・物流系		郵便・宅配便・バイク便・ 新聞配達

		2020-11		69		136424.531428798		1977.1671221565		バーテンダー		フード系		居酒屋・バー

		2020-11		678		5020477.37604115		7404.8338879663		パチンコ店スタッフ		エンターテインメント系		パチンコ・ゲームセンター・ボウリング

		2020-11		12		64008.2493870404		5334.0207822534		パン・ケーキ・お菓子		フード系		パン・ケーキ・お菓子

		2020-11		30		75619.3614907819		2520.6453830261		ビューティー系		ビューティー系		その他

		2020-11		192		173963.913541004		906.0620496927		ファーストフード		フード系		ファーストフード

		2020-11		24		58259.4648651697		2427.4777027154		フラワーショップスタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-11		97		187002.602153528		1927.8618778714		フロアスタッフ		フード系		カフェ・喫茶店

		2020-11		118		487645.707094638		4132.5907380901		フード系		フード系		その他

		2020-11		41		846.4607040687		20.6453830261		ペットショップスタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-11		47		217856.858496354		4635.2523084331		ホテルスタッフ		施設・サービス系		ホテル・旅館・結婚式場

		2020-11		129		676562.647959342		5244.6716896073		ホームヘルパー		医療・福祉系		介護

		2020-11		856		5078356.58944693		5932.6595671109		ホールスタッフ		フード系		ファーストフード

		2020-11		1051		4004443.77331592		3810.1272819371		ホールスタッフ		フード系		レストラン

		2020-11		664		801774.621884607		1207.4919004286		ホールスタッフ		フード系		居酒屋・バー

		2020-11		957		3732855.4545123		3900.5804122386		ホールスタッフ		フード系		日本料理・中華料理・その他料理店

		2020-11		4		1519.1361490782		379.7840372695		ボウリングスタッフ		エンターテインメント系		パチンコ・ゲームセンター・ボウリング

		2020-11		16		226216.267681183		14138.5167300739		ポスティングスタッフ		軽作業・製造系		その他

		2020-11		20		30412.9076605213		1520.6453830261		マンションコンシェルジュ		施設・サービス系		その他

		2020-11		24		75495.4891926255		3145.6453830261		メイクアップスタッフ		ビューティー系		その他

		2020-11		9		25024.9456651303		2780.5495183478		メール処理		オフィス系		電話・メール

		2020-11		7		50144.5176811825		7163.5025258832		リゾートスタッフ		施設・サービス系		その他

		2020-11		143		907940.047811453		6349.2311035766		レジスタッフ		販売・ファッション・レンタル		コンビニ・スーパー

		2020-11		98		422003.075817795		4306.1538348755		レストラン		フード系		レストラン

		2020-11		4		82.5815321043		20.6453830261		レンタル店スタッフ		販売・ファッション・レンタル		ＣＤ・ビデオ・書籍・レンタル

		2020-11		66		321203.055896278		4866.7129681254		ワゴンサービススタッフ		エンターテインメント系		パチンコ・ゲームセンター・ボウリング

		2020-11		445		2373706.97905363		5334.1729866374		一般事務		オフィス系		事務・受付・経理

		2020-11		104		107406.261240914		1032.7525119319		事務・受付・経理		オフィス系		事務・受付・経理

		2020-11		1		20.6453830261		20.6453830261		人事		オフィス系		その他

		2020-11		283		2275561.52407266		8040.8534419529		仕分けスタッフ		配送・物流系		梱包・仕分け・資材搬入

		2020-11		6		123.8722981564		20.6453830261		企画営業		オフィス系		営業

		2020-11		45		119415.559033606		2653.6790896357		修理・メンテスタッフ		軽作業・製造系		その他

		2020-11		124		1237929.87097322		9983.3054110744		倉庫スタッフ		軽作業・製造系		工事・倉庫・引っ越し

		2020-11		17		350.9715114431		20.6453830261		個人営業		オフィス系		営業

		2020-11		260		1786115.66763268		6869.6756447411		個別指導講師		講師・インストラクター		塾・家庭教師

		2020-11		11		12905.3664318867		1173.2151301715		健康施設スタッフ		施設・サービス系		ジム・健康施設

		2020-11		43		232476.067637556		5406.4201776176		入出荷業務スタッフ		配送・物流系		在庫管理・入出荷業務

		2020-11		39		78942.9264340813		2024.1776008739		入浴介助		医療・福祉系		介護

		2020-11		8		117198.711815352		14649.838976919		制作スタッフ		マスコミ系		編集・取材・撮影・制作

		2020-11		9		127820.109621992		14202.2344024435		劇場スタッフ		エンターテインメント系		映画館・遊園地・劇場

		2020-11		30		233802.857239957		7793.4285746653		加工スタッフ		軽作業・製造系		工場

		2020-11		39		245724.483062979		6300.6277708456		医療・福祉系		医療・福祉系		その他

		2020-11		4		82.5815321043		20.6453830261		医療施設事務		医療・福祉系		医療施設

		2020-11		4		9062.409813345		2265.6024533362		医療施設受付		医療・福祉系		医療施設

		2020-11		248		1076867.00977321		4342.2056845694		受付		オフィス系		事務・受付・経理

		2020-11		25		126001.661766442		5040.0664706577		品出しスタッフ		販売・ファッション・レンタル		コンビニ・スーパー

		2020-11		5		18062.8834776117		3612.5766955223		商品管理		オフィス系		その他

		2020-11		24		131489.875454204		5478.7448105919		営業		オフィス系		営業

		2020-11		172		1406526.23761309		8177.4781256575		営業アシスタント		オフィス系		営業

		2020-11		81		598874.294735567		7393.5098115502		在庫管理スタッフ		配送・物流系		在庫管理・入出荷業務

		2020-11		151		880324.949088597		5829.9665502556		宅配便スタッフ		配送・物流系		郵便・宅配便・バイク便・ 新聞配達

		2020-11		32		247456.1148413		7733.0035887906		客室清掃スタッフ		施設・サービス系		ホテル・旅館・結婚式場

		2020-11		50		307725.400400931		6154.5080080186		家庭教師		講師・インストラクター		塾・家庭教師

		2020-11		124		330398.653745158		2664.5052721384		家電販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		デパート・量販店

		2020-11		25		90925.7011292761		3637.028045171		居酒屋・バー		フード系		居酒屋・バー

		2020-11		92		460185.297971024		5002.0141083807		工事スタッフ		軽作業・製造系		工事・倉庫・引っ越し

		2020-11		68		473282.855733216		6960.0419960767		幼児教育スタッフ		講師・インストラクター		その他

		2020-11		10		69186.2821115013		6918.6282111501		建築・造園スタッフ		軽作業・製造系		その他

		2020-11		13		104360.474286651		8027.7287912809		引越しスタッフ		軽作業・製造系		工事・倉庫・引っ越し

		2020-11		284		1018091.28935984		3584.8284836614		惣菜屋スタッフ		フード系		その他

		2020-11		359		1599028.5158427		4454.1184285312		携帯電話販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-11		48		185990.978385251		3874.8120496927		撮影スタッフ		マスコミ系		編集・取材・撮影・制作

		2020-11		19		275502.267681182		14500.1193516412		新聞配達スタッフ		配送・物流系		郵便・宅配便・バイク便・ 新聞配達

		2020-11		22		91561.6393663793		4161.8926984718		施術スタッフ		ビューティー系		エステ・セラピスト・マッサージ

		2020-11		187		479323.537323255		2563.2274723169		施設・サービス系		施設・サービス系		その他

		2020-11		27		108707.923378733		4026.2193843975		施設管理員		施設・サービス系		その他

		2020-11		12		100247.744596313		8353.9787163594		旅館スタッフ		施設・サービス系		ホテル・旅館・結婚式場

		2020-11		47		191791.437185689		4080.6688762912		日本料理・中華料理・その他料理店		フード系		日本料理・中華料理・その他料理店

		2020-11		16		30330.326128417		1895.6453830261		書籍販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		ＣＤ・ビデオ・書籍・レンタル

		2020-11		58		202088.9286504		3484.2918732828		梱包スタッフ		配送・物流系		梱包・仕分け・資材搬入

		2020-11		182		1704536.86489131		9365.5871697325		検査スタッフ		軽作業・製造系		工場

		2020-11		13		119961.806744979		9227.8312880753		機械オペレーション		軽作業・製造系		その他

		2020-11		2		41.2907660521		20.6453830261		歯科助手		医療・福祉系		看護師・歯科助手

		2020-11		46		170949.687619199		3716.2975569391		法人営業		オフィス系		営業

		2020-11		7		144.5176811825		20.6453830261		洗い場スタッフ		フード系		カフェ・喫茶店

		2020-11		1		20.6453830261		20.6453830261		洗い場スタッフ		フード系		ファーストフード

		2020-11		25		85415.2759818551		3416.6110392742		洗い場スタッフ		フード系		レストラン

		2020-11		9		185.8084472346		20.6453830261		洗い場スタッフ		フード系		居酒屋・バー

		2020-11		18		59271.5194209821		3292.8621900546		洗い場スタッフ		フード系		日本料理・中華料理・その他料理店

		2020-11		312		1769276.05105045		5670.7565738797		清掃スタッフ		軽作業・製造系		警備・車両誘導・清掃・点検

		2020-11		17		350.9715114431		20.6453830261		漫画喫茶スタッフ		エンターテインメント系		カラオケ・漫画喫茶

		2020-11		26		82980.2088498403		3191.5464942246		点検スタッフ		軽作業・製造系		警備・車両誘導・清掃・点検

		2020-11		1		20.6453830261		20.6453830261		理髪師		ビューティー系		美容師・理髪師

		2020-11		15		35309.680745391		2353.9787163594		看護師		医療・福祉系		看護師・歯科助手

		2020-11		4		82.5815321043		20.6453830261		秘書		オフィス系		その他

		2020-11		103		770711.866110618		7482.6394768021		組立スタッフ		軽作業・製造系		工場

		2020-11		43		268043.973657416		6233.5807827306		経理		オフィス系		事務・受付・経理

		2020-11		12		247.7445963128		20.6453830261		結婚式場スタッフ		施設・サービス系		ホテル・旅館・結婚式場

		2020-11		121		358964.436424827		2966.6482349159		給食スタッフ		フード系		その他

		2020-11		9		185.8084472346		20.6453830261		編集スタッフ		マスコミ系		編集・取材・撮影・制作

		2020-11		19		74372.0905587359		3914.3205557229		美容師		ビューティー系		美容師・理髪師

		2020-11		1		20.6453830261		20.6453830261		翻訳		オフィス系		その他

		2020-11		183		1123706.16378485		6140.4708403544		老人介護施設スタッフ		医療・福祉系		介護

		2020-11		15		60289.5090266317		4019.3006017755		自動車・バイク販売		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-11		85		100734.685838456		1185.1139510407		英語講師		講師・インストラクター		語学講師

		2020-11		129		310685.834333443		2408.4173204143		製造スタッフ		フード系		パン・ケーキ・お菓子

		2020-11		315		2667336.98792739		8467.7364696108		製造スタッフ		軽作業・製造系		工場

		2020-11		16		330.326128417		20.6453830261		講師・インストラクター		講師・インストラクター		その他

		2020-11		1171		12499507.1927828		10674.216219285		警備スタッフ		軽作業・製造系		警備・車両誘導・清掃・点検

		2020-11		131		348624.619421687		2661.2566368068		販売スタッフ		フード系		パン・ケーキ・お菓子

		2020-11		334		821673.669024353		2460.1008054621		販売・ファッション・レンタル		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-11		60		337428.447720117		5623.8074620019		資材搬入スタッフ		配送・物流系		梱包・仕分け・資材搬入

		2020-11		455		4765790.72885363		10474.2653381398		車両誘導スタッフ		軽作業・製造系		警備・車両誘導・清掃・点検

		2020-11		305		2375995.87558494		7790.1504117539		軽作業・製造系		軽作業・製造系		その他

		2020-11		17		350.9715114431		20.6453830261		郵便スタッフ		配送・物流系		郵便・宅配便・バイク便・ 新聞配達

		2020-11		70		415310.982686174		5933.0140383739		配送・物流系		配送・物流系		その他

		2020-11		115		986635.377062438		8579.4380614125		量販店スタッフ		販売・ファッション・レンタル		デパート・量販店

		2020-11		78		475581.582219309		6097.1997720424		集団授業講師		講師・インストラクター		塾・家庭教師

		2020-11		323		458386.90529494		1419.1545055571		雑貨販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		アパレル・雑貨・インテリア販売

		2020-11		28		129138.137307872		4612.076332424		電話・メール		オフィス系		電話・メール

		2020-11		344		1520178.00995105		4419.1221219507		電話受付スタッフ		オフィス系		電話・メール

		2020-12		68		670492.835322047		9860.188754736		CADオペレーター		デジタル・クリエイティブ系		デザイン関連

		2020-12		43		59092.7273730095		1374.2494737909		CD・ビデオ販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		ＣＤ・ビデオ・書籍・レンタル

		2020-12		23		41918.2154679873		1822.5311073038		DTPオペレーター		デジタル・クリエイティブ系		デザイン関連

		2020-12		7		281.6462236456		40.2351748065		DTPデザイナー		デジタル・クリエイティブ系		デザイン関連

		2020-12		48		230357.887325017		4799.1226526045		PCインストラクター		講師・インストラクター		インストラクター

		2020-12		6		9239.9723383266		1539.9953897211		Webディレクター		デジタル・クリエイティブ系		web関連

		2020-12		108		229329.573063466		2123.4219728099		Webデザイナー		デジタル・クリエイティブ系		web関連

		2020-12		155		215200.484332197		1388.3902214981		Webプログラマー		デジタル・クリエイティブ系		web関連

		2020-12		72		252896.932586069		3512.4573970287		Webページの更新・運営		デジタル・クリエイティブ系		web関連

		2020-12		33		95768.1583949296		2902.065405907		web関連		デジタル・クリエイティブ系		web関連

		2020-12		1017		2283005.95653894		2244.8436150825		アパレル販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		アパレル・雑貨・インテリア販売

		2020-12		41		62895.1569922605		1534.0282193234		アミューズメントスタッフ		エンターテインメント系		イベント・アミューズメント施設

		2020-12		71		93378.859026424		1315.1951975553		イベントスタッフ		エンターテインメント系		イベント・アミューズメント施設

		2020-12		695		1241996.15774637		1787.0448312897		インストアスタッフ		フード系		その他

		2020-12		19		60752.9586372238		3197.5241388013		インストラクター		講師・インストラクター		インストラクター

		2020-12		30		1207.0552441954		40.2351748065		インテリア販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		アパレル・雑貨・インテリア販売

		2020-12		21		27840.6225393993		1325.7439304476		エステティシャン		ビューティー系		エステ・セラピスト・マッサージ

		2020-12		7		19979.0109444829		2854.1444206404		エンターテインメント系		エンターテインメント系		その他

		2020-12		94		741911.71282251		7892.6777959842		オフィス系		オフィス系		その他

		2020-12		21		92844.9386709368		4421.1875557589		カウンタースタッフ		フード系		カフェ・喫茶店

		2020-12		111		306056.64598312		2757.267080929		カフェ・喫茶店		フード系		カフェ・喫茶店

		2020-12		88		48540.6953829731		551.5988111701		カラオケスタッフ		エンターテインメント系		カラオケ・漫画喫茶

		2020-12		238		915219.536868484		3845.4602389432		ガソリンスタンドスタッフ		施設・サービス系		駅・空港・ガソリンスタンド

		2020-12		88		118034.205382973		1341.2977884429		キッチンスタッフ		フード系		カフェ・喫茶店

		2020-12		111		477540.613704297		4302.1676910297		キッチンスタッフ		フード系		ファーストフード

		2020-12		830		3543472.32728515		4269.2437678134		キッチンスタッフ		フード系		レストラン

		2020-12		425		742596.541513398		1747.2859800315		キッチンスタッフ		フード系		居酒屋・バー

		2020-12		936		3568691.04473198		3812.7041076196		キッチンスタッフ		フード系		日本料理・中華料理・その他料理店

		2020-12		23		128903.828362862		5604.5142766462		キャンペーンスタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-12		42		1689.8773418735		40.2351748065		グラフィックデザイナー		デジタル・クリエイティブ系		デザイン関連

		2020-12		11		26705.739883988		2427.794534908		グループ指導		講師・インストラクター		塾・家庭教師

		2020-12		23		90899.4490205498		3952.1499574152		ゲームクリエイター		デジタル・クリエイティブ系		ゲーム関連

		2020-12		33		81327.7607686149		2464.4775990489		ゲームセンタースタッフ		エンターテインメント系		パチンコ・ゲームセンター・ボウリング

		2020-12		10		47856.9217480651		4785.6921748065		ゲームテスター		デジタル・クリエイティブ系		ゲーム関連

		2020-12		37		209601.153870632		5664.8960505576		ゲーム関連		デジタル・クリエイティブ系		ゲーム関連

		2020-12		2		80.470349613		40.2351748065		コピーライター		デジタル・クリエイティブ系		その他

		2020-12		6		241.4110488391		40.2351748065		コンテンツプランナー		デジタル・クリエイティブ系		その他

		2020-12		75		390464.474931478		5206.1929990864		コンビニスタッフ		販売・ファッション・レンタル		コンビニ・スーパー

		2020-12		5		201.1758740326		40.2351748065		サーバー管理		デジタル・クリエイティブ系		システム関連

		2020-12		61		2454.3456631972		40.2351748065		システムエンジニア		デジタル・クリエイティブ系		システム関連

		2020-12		38		1528.9366426475		40.2351748065		システム関連		デジタル・クリエイティブ系		システム関連

		2020-12		24		965.6441953563		40.2351748065		ジムスタッフ		施設・サービス系		ジム・健康施設

		2020-12		24		38962.7667743313		1623.4486155971		ジュエリーショップスタッフ		販売・ファッション・レンタル		アパレル・雑貨・インテリア販売

		2020-12		19		43896.0448018819		2310.3181474675		スポーツインストラクター		講師・インストラクター		インストラクター

		2020-12		54		152165.505886989		2817.879738648		スポーツ用品販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-12		79		528254.384689617		6686.7643631597		スーパースタッフ		販売・ファッション・レンタル		コンビニ・スーパー

		2020-12		61		228494.914289427		3745.8182670398		セラピスト		ビューティー系		エステ・セラピスト・マッサージ

		2020-12		14		563.2924472912		40.2351748065		チューター		講師・インストラクター		塾・家庭教師

		2020-12		234		983439.058389222		4202.7310187574		テレフォンアポインター		オフィス系		電話・メール

		2020-12		89		437567.709007792		4916.4911124471		テレフォンマーケティング		オフィス系		電話・メール

		2020-12		20		804.7034961302		40.2351748065		デザイン関連		デジタル・クリエイティブ系		デザイン関連

		2020-12		42		277352.713010411		6603.6360240574		デジタル・クリエイティブ系		デジタル・クリエイティブ系		その他

		2020-12		18		18721.3557254922		1040.0753180829		デパートスタッフ		販売・ファッション・レンタル		デパート・量販店

		2020-12		1099		3702602.510831		3369.065069		デリバリースタッフ		フード系		その他

		2020-12		114		811399.60515558		7117.5403961016		デリバリースタッフ		配送・物流系		その他

		2020-12		171		1363861.53089402		7975.7984262808		データ入力		オフィス系		その他

		2020-12		34		101367.995943421		2981.4116453947		ドラッグストアスタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-12		3		9119.2668139071		3039.7556046357		ネットワークエンジニア		デジタル・クリエイティブ系		システム関連

		2020-12		7		48625.4311710665		6946.4901672952		バイク便スタッフ		配送・物流系		郵便・宅配便・バイク便・ 新聞配達

		2020-12		45		1810.582866293		40.2351748065		バーテンダー		フード系		居酒屋・バー

		2020-12		486		1914642.76527147		3939.5941672253		パチンコ店スタッフ		エンターテインメント系		パチンコ・ゲームセンター・ボウリング

		2020-12		12		209683.607365893		17473.6339471577		パン・ケーキ・お菓子		フード系		パン・ケーキ・お菓子

		2020-12		20		35804.7034961302		1790.2351748065		ビューティー系		ビューティー系		その他

		2020-12		208		209421.381184948		1006.8335633892		ファーストフード		フード系		ファーストフード

		2020-12		22		69331.2132430577		3151.4187837754		フラワーショップスタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-12		76		128052.118443245		1684.8962953058		フロアスタッフ		フード系		カフェ・喫茶店

		2020-12		90		304250.45785909		3380.5606428788		フード系		フード系		その他

		2020-12		53		42132.4642647451		794.9521559386		ペットショップスタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-12		48		107985.728860354		2249.7026845907		ホテルスタッフ		施設・サービス系		ホテル・旅館・結婚式場

		2020-12		120		508845.208935126		4240.376741126		ホームヘルパー		医療・福祉系		介護

		2020-12		678		3825916.15266105		5642.9441779662		ホールスタッフ		フード系		ファーストフード

		2020-12		830		3640165.57775879		4385.7416599503		ホールスタッフ		フード系		レストラン

		2020-12		569		766312.070660099		1346.769895712		ホールスタッフ		フード系		居酒屋・バー

		2020-12		798		2498387.2641901		3130.8111080076		ホールスタッフ		フード系		日本料理・中華料理・その他料理店

		2020-12		1		40.2351748065		40.2351748065		ボウリングスタッフ		エンターテインメント系		パチンコ・ゲームセンター・ボウリング

		2020-12		8		51018.1406992261		6377.2675874033		ポスティングスタッフ		軽作業・製造系		その他

		2020-12		2		80.470349613		40.2351748065		マスコミ系		マスコミ系		その他

		2020-12		24		105965.644195356		4415.2351748065		マンションコンシェルジュ		施設・サービス系		その他

		2020-12		16		643.7627969042		40.2351748065		メイクアップスタッフ		ビューティー系		その他

		2020-12		7		281.6462236456		40.2351748065		モデル		マスコミ系		モデル・タレント

		2020-12		11		182431.077238772		16584.6433853429		リゾートスタッフ		施設・サービス系		その他

		2020-12		99		432751.598295921		4371.2282656154		レジスタッフ		販売・ファッション・レンタル		コンビニ・スーパー

		2020-12		105		162721.815933659		1549.7315803206		レストラン		フード系		レストラン

		2020-12		1		40.2351748065		40.2351748065		レンタル店スタッフ		販売・ファッション・レンタル		ＣＤ・ビデオ・書籍・レンタル

		2020-12		43		174223.62251668		4051.7121515507		ワゴンサービススタッフ		エンターテインメント系		パチンコ・ゲームセンター・ボウリング

		2020-12		418		1965590.20800868		4702.3689186811		一般事務		オフィス系		事務・受付・経理

		2020-12		101		125983.786053687		1247.3642183533		事務・受付・経理		オフィス系		事務・受付・経理

		2020-12		3		120.7055244195		40.2351748065		人事		オフィス系		その他

		2020-12		313		3376663.81236888		10788.0632983031		仕分けスタッフ		配送・物流系		梱包・仕分け・資材搬入

		2020-12		9		362.1165732586		40.2351748065		企画営業		オフィス系		営業

		2020-12		34		77922.2744996006		2291.8316029294		修理・メンテスタッフ		軽作業・製造系		その他

		2020-12		57		487371.794573668		8550.3823609415		倉庫スタッフ		軽作業・製造系		工事・倉庫・引っ越し

		2020-12		25		46000.1245281128		1840.0049811245		個人営業		オフィス系		営業

		2020-12		195		842630.967527874		4321.1844488609		個別指導講師		講師・インストラクター		塾・家庭教師

		2020-12		11		20390.6669228716		1853.6969929883		健康施設スタッフ		施設・サービス系		ジム・健康施設

		2020-12		23		157494.216301343		6847.5746217975		入出荷業務スタッフ		配送・物流系		在庫管理・入出荷業務

		2020-12		53		92505.6936391856		1745.3904460224		入浴介助		医療・福祉系		介護

		2020-12		13		9886.1165732586		760.4705056353		制作スタッフ		マスコミ系		編集・取材・撮影・制作

		2020-12		5		201.1758740326		40.2351748065		劇場スタッフ		エンターテインメント系		映画館・遊園地・劇場

		2020-12		48		575745.053782103		11994.6886204605		加工スタッフ		軽作業・製造系		工場

		2020-12		36		80571.4105105177		2238.0947364033		医療・福祉系		医療・福祉系		その他

		2020-12		1		9038.796464294		9038.796464294		医療施設事務		医療・福祉系		医療施設

		2020-12		6		139239.972338327		23206.6620563878		医療施設受付		医療・福祉系		医療施設

		2020-12		273		784958.350393005		2875.3053127949		受付		オフィス系		事務・受付・経理

		2020-12		27		88760.3188807456		3287.4192178054		品出しスタッフ		販売・ファッション・レンタル		コンビニ・スーパー

		2020-12		27		173675.969203531		6432.4433038345		営業		オフィス系		営業

		2020-12		182		1362275.25522106		7485.028874841		営業アシスタント		オフィス系		営業

		2020-12		76		456328.583593204		6004.3234683316		在庫管理スタッフ		配送・物流系		在庫管理・入出荷業務

		2020-12		175		1256018.95939745		7177.2511965569		宅配便スタッフ		配送・物流系		郵便・宅配便・バイク便・ 新聞配達

		2020-12		23		118386.135741756		5147.2232931198		客室清掃スタッフ		施設・サービス系		ホテル・旅館・結婚式場

		2020-12		54		313110.834887515		5798.3487942132		家庭教師		講師・インストラクター		塾・家庭教師

		2020-12		53		301688.724239563		5692.2400799917		家電販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		デパート・量販店

		2020-12		31		37713.479723362		1216.5638620439		居酒屋・バー		フード系		居酒屋・バー

		2020-12		128		1019441.59076731		7964.3874278697		工事スタッフ		軽作業・製造系		工事・倉庫・引っ越し

		2020-12		71		215848.065148187		3040.1135936364		幼児教育スタッフ		講師・インストラクター		その他

		2020-12		11		12910.1369228716		1173.6488111702		建築・造園スタッフ		軽作業・製造系		その他

		2020-12		80		521906.190013041		6523.827375163		引越しスタッフ		軽作業・製造系		工事・倉庫・引っ越し

		2020-12		282		919151.28966077		3259.4017363857		惣菜屋スタッフ		フード系		その他

		2020-12		465		1812435.17121288		3897.7100456191		携帯電話販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-12		29		1166.8200693888		40.2351748065		撮影スタッフ		マスコミ系		編集・取材・撮影・制作

		2020-12		21		135013.710550093		6429.2243119092		新聞配達スタッフ		配送・物流系		郵便・宅配便・バイク便・ 新聞配達

		2020-12		29		76788.8460751053		2647.8912439691		施術スタッフ		ビューティー系		エステ・セラピスト・マッサージ

		2020-12		165		312618.630290512		1894.658365397		施設・サービス系		施設・サービス系		その他

		2020-12		20		198794.632522543		9939.7316261271		施設管理員		施設・サービス系		その他

		2020-12		12		4481.3833871656		373.4486155971		旅館スタッフ		施設・サービス系		ホテル・旅館・結婚式場

		2020-12		49		171266.274962528		3495.2301012761		日本料理・中華料理・その他料理店		フード系		日本料理・中華料理・その他料理店

		2020-12		18		43855.8096270754		2436.4338681709		書籍販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		ＣＤ・ビデオ・書籍・レンタル

		2020-12		54		307297.673603627		5690.6976593264		梱包スタッフ		配送・物流系		梱包・仕分け・資材搬入

		2020-12		198		2536374.10115474		12809.9702078522		検査スタッフ		軽作業・製造系		工場

		2020-12		36		279684.843170892		7769.0234214137		機械オペレーション		軽作業・製造系		その他

		2020-12		47		96891.0532159061		2061.5117705512		法人営業		オフィス系		営業

		2020-12		3		19818.0702452568		6606.0234150856		洗い場スタッフ		フード系		カフェ・喫茶店

		2020-12		1		40.2351748065		40.2351748065		洗い場スタッフ		フード系		ファーストフード

		2020-12		58		50832.2014282652		876.4172660046		洗い場スタッフ		フード系		レストラン

		2020-12		19		764.4683213237		40.2351748065		洗い場スタッフ		フード系		居酒屋・バー

		2020-12		27		55571.2274567009		2058.1936095074		洗い場スタッフ		フード系		日本料理・中華料理・その他料理店

		2020-12		243		1072355.68225518		4412.9863467291		清掃スタッフ		軽作業・製造系		警備・車両誘導・清掃・点検

		2020-12		13		30523.0572724847		2347.9274824988		漫画喫茶スタッフ		エンターテインメント系		カラオケ・漫画喫茶

		2020-12		15		45530.0413524557		3035.3360901637		点検スタッフ		軽作業・製造系		警備・車両誘導・清掃・点検

		2020-12		3		120.7055244195		40.2351748065		理髪師		ビューティー系		美容師・理髪師

		2020-12		18		35724.2331465172		1984.679619251		看護師		医療・福祉系		看護師・歯科助手

		2020-12		10		402.3517480651		40.2351748065		秘書		オフィス系		その他

		2020-12		108		915326.888344976		8475.2489661572		組立スタッフ		軽作業・製造系		工場

		2020-12		50		384962.842582901		7699.256851658		経理		オフィス系		事務・受付・経理

		2020-12		16		87203.7961951333		5450.2372621958		結婚式場スタッフ		施設・サービス系		ホテル・旅館・結婚式場

		2020-12		133		360880.703441391		2713.3887476796		給食スタッフ		フード系		その他

		2020-12		2		80.470349613		40.2351748065		総務		オフィス系		その他

		2020-12		15		42594.8953590227		2839.6596906015		編集スタッフ		マスコミ系		編集・取材・撮影・制作

		2020-12		17		83673.9269981233		4921.995705772		美容師		ビューティー系		美容師・理髪師

		2020-12		8		321.8813984521		40.2351748065		翻訳		オフィス系		その他

		2020-12		242		1590218.09425756		6571.1491498246		老人介護施設スタッフ		医療・福祉系		介護

		2020-12		8		9320.4426879396		1165.0553359924		自動車・バイク販売		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-12		50		62011.7587403256		1240.2351748065		英語講師		講師・インストラクター		語学講師

		2020-12		110		321919.379228716		2926.5398111702		製造スタッフ		フード系		パン・ケーキ・お菓子

		2020-12		315		3628171.20124525		11518.003813477		製造スタッフ		軽作業・製造系		工場

		2020-12		12		37048.6103379572		3087.3841948298		講師・インストラクター		講師・インストラクター		その他

		2020-12		808		8351925.6020663		10336.5415867157		警備スタッフ		軽作業・製造系		警備・車両誘導・清掃・点検

		2020-12		125		365512.835877227		2924.1026870178		販売スタッフ		フード系		パン・ケーキ・お菓子

		2020-12		319		1077812.00139508		3378.7210075081		販売・ファッション・レンタル		販売・ファッション・レンタル		その他

		2020-12		69		259281.943940496		3757.709332471		資材搬入スタッフ		配送・物流系		梱包・仕分け・資材搬入

		2020-12		243		2579160.02032421		10613.8272441325		車両誘導スタッフ		軽作業・製造系		警備・車両誘導・清掃・点検

		2020-12		347		2886188.86117259		8317.5471503533		軽作業・製造系		軽作業・製造系		その他

		2020-12		15		603.5276220977		40.2351748065		郵便スタッフ		配送・物流系		郵便・宅配便・バイク便・ 新聞配達

		2020-12		73		338482.813092008		4636.7508642741		配送・物流系		配送・物流系		その他

		2020-12		125		954623.742977068		7636.9899438166		量販店スタッフ		販売・ファッション・レンタル		デパート・量販店

		2020-12		20		58793.1938120303		2939.6596906015		集団授業講師		講師・インストラクター		塾・家庭教師

		2020-12		309		900062.414341962		2912.823347385		雑貨販売スタッフ		販売・ファッション・レンタル		アパレル・雑貨・インテリア販売

		2020-12		43		361693.65182894		8411.4802750916		電話・メール		オフィス系		電話・メール

		2020-12		323		1833190.20022551		5675.5114558065		電話受付スタッフ		オフィス系		電話・メール





MB職種別応募数グラフ

		category1		2019-12		2020-01		2020-02		2020-03		2020-04		2020-05		2020-06		2020-07		2020-08		2020-09		2020-10		2020-11		2020-12

		エンターテインメント系		2,402		3,556		2,691		3,715		2,484		576		1,087		1,352		1,679		1,507		1,180		981		788		23,998

		オフィス系		3,194		3,570		3,069		5,310		8,075		4,197		3,127		2,453		2,867		2,420		1,949		1,987		2,109		44,327

		デジタル・クリエイティブ系		1,398		1,382		1,222		2,195		2,037		1,649		1,594		1,054		1,182		953		815		738		761		16,980

		ビューティー系		565		786		559		808		660		358		360		288		360		316		204		172		167		5,603

		フード系		18,009		21,005		17,319		26,509		30,078		13,959		12,482		12,473		15,168		14,075		11,554		9,509		8,565		210,705

		マスコミ系		124		166		120		198		217		124		127		101		129		117		85		65		66		1,639

		医療・福祉系		419		509		371		435		761		487		324		408		487		463		563		415		476		6,118

		軽作業・製造系		3,665		4,288		3,762		4,526		4,615		2,066		1,851		2,568		3,698		4,492		3,898		3,212		2,679		45,320

		講師・インストラクター		1,077		1,207		998		1,597		1,516		977		1,255		1,052		1,471		1,045		822		718		513		14,248

		施設・サービス系		1,262		1,780		1,310		2,078		2,949		1,535		996		846		1,046		860		813		627		592		16,694

		配送・物流系		1,529		2,000		1,819		2,089		3,205		1,264		920		954		1,299		1,304		981		864		940		19,168

		販売・ファッション・レンタル		5,116		6,435		4,910		6,945		8,209		4,857		4,714		4,171		5,245		4,379		3,317		2,787		2,896		63,981

				38,760		46,684		38,150		56,405		64,806		32,049		28,837		27,720		34,631		31,931		26,181		22,075		20,552		468,781

		category1		2019-12		2020-01		2020-02		2020-03		2020-04		2020-05		2020-06		2020-07		2020-08		2020-09		2020-10		2020-11		2020-12

		エンターテインメント系		6.2%		7.6%		7.1%		6.6%		3.8%		1.8%		3.8%		4.9%		4.8%		4.7%		4.5%		4.4%		3.8%

		オフィス系		8.2%		7.6%		8.0%		9.4%		12.5%		13.1%		10.8%		8.8%		8.3%		7.6%		7.4%		9.0%		10.3%

		デジタル・クリエイティブ系		3.6%		3.0%		3.2%		3.9%		3.1%		5.1%		5.5%		3.8%		3.4%		3.0%		3.1%		3.3%		3.7%

		ビューティー系		1.5%		1.7%		1.5%		1.4%		1.0%		1.1%		1.2%		1.0%		1.0%		1.0%		0.8%		0.8%		0.8%

		フード系		46.5%		45.0%		45.4%		47.0%		46.4%		43.6%		43.3%		45.0%		43.8%		44.1%		44.1%		43.1%		41.7%

		マスコミ系		0.3%		0.4%		0.3%		0.4%		0.3%		0.4%		0.4%		0.4%		0.4%		0.4%		0.3%		0.3%		0.3%

		医療・福祉系		1.1%		1.1%		1.0%		0.8%		1.2%		1.5%		1.1%		1.5%		1.4%		1.5%		2.2%		1.9%		2.3%

		軽作業・製造系		9.5%		9.2%		9.9%		8.0%		7.1%		6.4%		6.4%		9.3%		10.7%		14.1%		14.9%		14.6%		13.0%

		講師・インストラクター		2.8%		2.6%		2.6%		2.8%		2.3%		3.0%		4.4%		3.8%		4.2%		3.3%		3.1%		3.3%		2.5%

		施設・サービス系		3.3%		3.8%		3.4%		3.7%		4.6%		4.8%		3.5%		3.1%		3.0%		2.7%		3.1%		2.8%		2.9%

		配送・物流系		3.9%		4.3%		4.8%		3.7%		4.9%		3.9%		3.2%		3.4%		3.8%		4.1%		3.7%		3.9%		4.6%

		販売・ファッション・レンタル		13.2%		13.8%		12.9%		12.3%		12.7%		15.2%		16.3%		15.0%		15.1%		13.7%		12.7%		12.6%		14.1%





MBオーガニックセッション

				2019/1		2019/2		2019/3		2019/4		2019/5		2019/6		2019/7		2019/8		2019/9		2019/10		2019/11		2019/12		2020/1		2020/2		2020/3		2020/4		2020/5		2020/6		2020/7		2020/8		2020/9		2020/10		2020/11		2020/12

		Organic		201,983		214,426		228,384		246,615		249,310		267,982		251,002		227,190		215,160		187,059		221,902		228,125		260,523		236,180		270,034		216,901		260,613		314,628		270,497		253,937		270,208		281,895		242,839		215,257

				1Q/2019		2Q/2019		3Q/2019		4Q/2019		1Q/2020		2Q/2020		3Q/2020		4Q/2020

		Organic		644,793		763,907		693,352		637,086		766,737		792,142		794,642		739,991

				1Q/2019		2Q/2019		3Q/2019		4Q/2019		1Q/2020		2Q/2020		3Q/2020		4Q/2020

		Organic		100		118		108		99		119		123		123		115



Organic	1Q/2019	2Q/2019	3Q/2019	4Q/2019	1Q/2020	2Q/2020	3Q/2020	4Q/2020	100	118.47321543503109	107.53094403940489	98.804732681651316	118.91211598140798	122.85214014420131	123.23986147492296	114.76411809681557	





従業員推移表_201909

		社員番号 シャインバンゴウ		氏名 シメイ		雇用形態 コヨウ ケイタイ		役職 ヤクショク		性別 セイベツ		職種 ショクシュ		1月		2月		3月		4月 ガツ		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ		8月 ガツ		9月 ガツ		部署 ブショ		入社日 ニュウシャビ		退職日 タイショクビ		備考 ビコウ		拠点 キョテン		在籍 ザイセキ		職種 ショクシュ		部門 ブモン

		100001		村上　太一		00.取締役 トリシマリヤク		-		男 オトコ		-		取締役 トリシマリヤク		取締役 トリシマリヤク		取締役 トリシマリヤク		取締役 トリシマリヤク		取締役 トリシマリヤク		取締役 トリシマリヤク		取締役 トリシマリヤク		取締役 トリシマリヤク		取締役 トリシマリヤク		-		2/8/06						東京		在籍		その他

		100002		桂　大介		02.正社員 セイシャイン		PL		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JS-B		JS-B		JS-B		JS-B		デザイン		デザイン		デザイン		デザイン		デザイン		14.経営デザインプロジェクト		2/8/06						東京		在籍		企画系		コーポレート

		100004		江原　準一		01.監査役 カンサヤク		-		男 オトコ		-		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		-		-						東京		在籍		その他

		100127		本田　浩之		00.取締役 トリシマリヤク		-		男 オトコ		-		取締役 トリシマリヤク		取締役 トリシマリヤク		取締役 トリシマリヤク																-		3/28/19		退任日：2019/03/28 タイニン ビ		東京		退職		その他

		110002		尾崎　充		01.監査役 カンサヤク		-		男 オトコ		-		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		-		-						東京		在籍		その他

		110003		片山　典之		01.監査役 カンサヤク		-		男 オトコ		-						監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		-		-				就任日：2019/03/28 シュウニン ビ		東京		在籍		その他

		110004		吉澤　尚		01.監査役 カンサヤク		-		男 オトコ		-		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク																-		3/28/19		退任日：2019/03/28 タイニン ビ		東京		退職		その他

		110005		淡輪　敬三		00.取締役 トリシマリヤク		-		男 オトコ		-		取締役 トリシマリヤク		取締役 トリシマリヤク		取締役 トリシマリヤク		取締役 トリシマリヤク		取締役 トリシマリヤク		取締役 トリシマリヤク		取締役 トリシマリヤク		取締役 トリシマリヤク		取締役 トリシマリヤク		-		-						東京		在籍		その他

		110006		池田　純		00.取締役 トリシマリヤク		-		男 オトコ		-		取締役 トリシマリヤク		取締役 トリシマリヤク		取締役 トリシマリヤク																-		3/28/19		退任日：2019/03/28 タイニン ビ		東京		退職		その他

		200015		土屋　雅行		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JS-S/U-P		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		01.アルバイト事業部SEO/UXグループ		6/15/09						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200025		正池　慎		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		ドラフト		ドラフト		04.転職ドラフトユニット		4/1/10						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200032		春日　太志		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JS-基盤		JS-基盤		JS-基盤		JS-基盤		JS-基盤		JS-基盤		JS-基盤		テクマ-I		テクマ-I		08.テクノロジカルマーケティング部インフラストラクチャーグループ		9/1/10						東京		在籍		企画系		コーポレート

		200035		加藤　めぐみ		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		企画		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		TK-企画		TK-企画		02.転職会議事業部プロダクト企画グループ		4/1/11						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200037		福田　絵里		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JL-TK-SRE		JL-TK-SRE		JL-TK-SRE		JL-TK-SRE		JL-TK-SRE		JL-TK-SRE		JL-TK-SRE		TK-基盤		TK-基盤		02.転職会議事業部基盤開発グループ		4/1/11						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200040		佐藤　洋輔		02.正社員 セイシャイン		GL		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		TN-メディア		TN-メディア		03.転職ナビ事業部メディアグループ		6/7/11						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200045		松栄　友希		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		企画		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		ドラフト						10/1/11		8/31/19				東京		退職		企画系

		200046		月島　まりも		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		企画		JS-S/U-P		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		不動産-IM		不動産-IM		07.不動産ユニットIESHILメディア企画グループ		11/21/11						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200049		松井　佐帆		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		企画		不動産-フィル		不動産-フィル		不動産-フィル		不動産-フィル		不動産-フィル		不動産-フィル		不動産-フィル		不動産-フィル		不動産-フィル		07.不動産ユニットフィルライフプロジェクト		12/14/11						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200053		風間　麻理子		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		企画		新規-アプリ		新規-アプリ		新規-アプリ		SK-直 チョク		SK-直 チョク		SK-直 チョク		SK-直 チョク		SK-直 チョク		SK-直 チョク		06.就活会議ユニット		2/13/12						東京		在籍		企画系		譲渡事業

		200057		武田　吉正		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		企画		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		TN-直 チョク		TN-直 チョク		03.転職ナビ事業部		4/1/12						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200058		稲田　満津美		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		管理		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務												4/1/12		5/23/19				東京		退職		その他

		200064		尾沢　綾子		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		企画		不動産-P		不動産-P		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		07.不動産ユニットDOOR賃貸グループ		6/18/12						東京		在籍		企画系		譲渡事業

		200065		福澤　真生子		02.正社員 セイシャイン		GL		女 オンナ		営業		SK-事推		SK-事推		SK-事推		SK-事推		SK-事推		SK-事推		SK-事推		SK-事推		SK-事推		06.就活会議ユニット事業推進グループ		7/1/12						東京		在籍		その他		譲渡事業

		200072		細井　広太郎		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		企画		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		TK-直 チョク		TK-直 チョク		02.転職会議事業部		1/1/13						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200076		工藤　祐司		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		06.就活会議ユニットメディアグループ		2/1/13						東京		在籍		企画系		譲渡事業

		200082		山浦　清透		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ								4/1/13		7/9/19		7/10から業務委託へ変更 ギョウムイタク ヘンコウ		東京		退職		企画系

		200085		竹馬　力		02.正社員 セイシャイン		GL		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		不動産-IE		不動産-IE		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		07.不動産ユニットIESHILディベロップメントグループ		5/1/13						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200087		志賀　響子		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		企画		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-直		07.不動産ユニット		5/1/13						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200090		吉永　浩二		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		不動産-P		不動産-P		不動産-IM		不動産-IM		不動産-IM		不動産-IM		不動産-IM		不動産-IM		不動産-IM		07.不動産ユニットIESHILメディア企画グループ		5/13/13						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200092		谷村　琢也		02.正社員 セイシャイン		部長		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		テクマ-直 チョク		テクマ-直 チョク		テクマ-直 チョク		テクマ-直 チョク		テクマ-直 チョク		テクマ-直 チョク		テクマ-直 チョク		テクマ-直 チョク		テクマ-直 チョク		08.テクノロジカルマーケティング部		6/1/13						東京		在籍		企画系		コーポレート

		200094		福島　健二		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		営業		JL-コネクト																				7/1/13		1/31/19				東京		退職		その他

		200096		澁谷　拓		02.正社員 セイシャイン		UL		男 オトコ		企画		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-直		07.不動産ユニット		8/1/13						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200103		水谷　敏貴		02.正社員 セイシャイン		GL		男 オトコ		管理		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		10.経営推進部財務経理グループ		10/1/13						東京		在籍		その他		コーポレート

		200114		高久　聡子		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		管理		人事-直		人事-直		人事-直		人事-直		人事-直		人事-直		人事-直								2/1/14		7/31/19				東京		退職		その他

		200116		眞鍋　考平		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		営業		JL-コネクト																				3/20/14		1/23/19				東京		退職		その他

		200118		中西　晶大		02.正社員 セイシャイン		GL		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JL-TK-SRE		JL-TK-SRE		JL-TK-SRE		JL-TK-SRE		JL-TK-SRE		JL-TK-SRE		JL-TK-SRE		TK-基盤		TK-基盤		02.転職会議事業部基盤開発グループ		4/1/14						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200120		松原　慧		02.正社員 セイシャイン		GL		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JS-計上/統制		JS-計上/統制		JS-計上/統制		JS-計上/統制		JS-計上/統制		JS-計上/統制		JS-計上/統制		JS-計上/統制		JS-計上/統制		01.アルバイト事業部請求計上・内部統制グループ		4/1/14						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200123		篠原　拓人		02.正社員 セイシャイン		TL		男 オトコ		営業		JS-BA																				4/1/14		1/22/19				東京		退職		その他

		200124		稲留　駿介		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		06.就活会議ユニットメディアグループ		4/1/14						東京		在籍		企画系		譲渡事業

		200126		遠藤　正幸		02.正社員 セイシャイン		部長		男 オトコ		管理		JL-直		JL-直		JL-直		JL-直		JL-直		JL-直		人事-直		人事-直		人事-直		11.人事部		4/21/14						東京		在籍		その他		コーポレート

		200128		遠藤　太一		02.正社員 セイシャイン		PL		男 オトコ		管理		経戦 ケイセン		経戦 ケイセン		経戦 ケイセン		経戦 ケイセン		経戦 ケイセン		経戦 ケイセン		経戦 ケイセン		経戦 ケイセン		経戦 ケイセン		13.経営戦略プロジェクト		5/1/14						東京		在籍		その他		コーポレート

		200130		吉武　正史		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		ﾃｸﾏ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		08.テクノロジカルマーケティング部データプラットフォームグループ		6/1/14						東京		在籍		企画系		コーポレート

		200136		坂本　沙織		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		管理		人事-人開		人事-人開		人事-人開																7/1/14		3/14/19				東京		退職		その他

		200139		中里　基		00.取締役 トリシマリヤク		部長		男 オトコ		-		経推-直		経推-直		経推-直		経推-直		経推-直		経推-直		経推-直		経推-直		経推-直		10.経営推進部		8/1/14						東京		在籍		その他		コーポレート

		200142		宮本　亜矢子		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		管理		社長-直		社長-直		社長-直		社長-直														9/1/14		4/14/19				東京		退職		その他

		200144		渋谷　篤史		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		管理		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒												9/16/14		5/31/19				東京		退職		その他

		200145		大波　誠		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		07.不動産ユニットフィルライフプロジェクト		10/1/14						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200146		早坂　まゆみ		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		企画		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		ドラフト		ドラフト		04.転職ドラフトユニット		10/1/14						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200149		島田　俊介		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		ドラフト		ドラフト		04.転職ドラフトユニット		10/1/14						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200150		松家　弘樹		02.正社員 セイシャイン		TL		男 オトコ		管理		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		10.経営推進部財務経理グループ		8/3/10						東京		在籍		その他		コーポレート

		200152		高橋　梨菜		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		管理		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		10.経営推進部総務グループ		11/1/14						東京		在籍		その他		コーポレート

		200153		龍崎　美和子		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JS-S/U-C		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		01.アルバイト事業部SEO/UXグループ		11/1/14						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200154		石渡　崇之		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		管理		経推-直		経推-直		経推-直		経推-直		経推-直		経推-直		経推-直								11/25/14		7/3/19				東京		退職		その他

		200158		海野　拓		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		12.社長室		12/15/14						東京		在籍		企画系		コーポレート

		200164		眞崎　久美子		02.正社員 セイシャイン		GL		女 オンナ		管理		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-法務 キョウ スイ ホウム		経推-法務 キョウ スイ ホウム		経推-法務 キョウ スイ ホウム		経推-法務 キョウ スイ ホウム		10.経営推進部法務グループ		2/1/15						東京		在籍		その他		コーポレート

		200166		高橋　宏平		02.正社員 セイシャイン		部長		男 オトコ		企画		JS-直		JS-直		JS-直		JS-直		JS-直		JS-直		JS-直		JS-直		JS-直		01.アルバイト事業部		2/1/15						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200167		星野　里季		02.正社員 セイシャイン		部長		男 オトコ		企画		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-ナビ-直		TN-直 チョク		TN-直 チョク		03.転職ナビ事業部		2/9/15						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200168		臼井　久仁子		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		管理		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		10.経営推進部財務経理グループ		3/1/15						東京		在籍		その他		コーポレート

		200169		芳賀　一生		02.正社員 セイシャイン		部長		男 オトコ		企画		JL-直		JL-直		JL-直		JL-直		JL-直		JL-直		JL-直		TK-直 チョク		TK-直 チョク		02.転職会議事業部		3/1/15						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200172		末吉　真治		02.正社員 セイシャイン		TL		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		TN-メディア		TN-メディア		03.転職ナビ事業部メディアグループ		3/1/15						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200175		金原　寛顕		02.正社員 セイシャイン		GL		男 オトコ		管理		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		10.経営推進部総務グループ		3/23/15						東京		在籍		その他		コーポレート

		200179		久米　泰弘		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		SK-M		SK-M																		4/1/15		2/8/19				東京		退職		企画系

		200182		内山　高広		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JS-直		JS-直		JS-直		JS-直		JS-直		JS-直		JS-直		JS-直		JS-直		01.アルバイト事業部		4/1/15						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200184		横井　淳史		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		管理		JL-直		JL-直		JL-直		JL-直		JL-直		JL-直		JL-転ドラ テン		経戦 ケイセン		経戦 ケイセン		13.経営戦略プロジェクト		4/1/15		9/30/19				東京		在籍		その他		コーポレート

		200185		鹿山　洋一		02.正社員 セイシャイン		GL		男 オトコ		管理		人事-中途		人事-中途		人事-人開		人事-人開		人事-人開		人事-人開		人事-人開		人事-人開		人事-人開		11.人事部組織・人材開発グループ		4/1/15						東京		在籍		その他		コーポレート

		200186		村上　康雄		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		ﾃｸﾏ-DP																				4/1/15		1/6/19				東京		退職		企画系

		200188		榊原　勇斗		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		営業		JL-コネクト																				4/1/15		1/31/19				東京		退職		その他

		200193		西田　頼子		02.正社員 セイシャイン		GL		女 オンナ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JL-TK-M2		JL-TK-M2		JL-TK-M2		JL-TK-M2		JL-TK-M2		JL-TK-M2		JL-TK-M2		TK-メディア		TK-メディア		02.転職会議事業部メディア開発グループ		5/1/15						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200197		野本　直輝		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		ﾃｸﾏ-DP		ﾃｸﾏ-DP		ﾃｸﾏ-DP																6/1/15		3/31/19				東京		退職		企画系

		200198		中野　悦史		02.正社員 セイシャイン		GL		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		08.テクノロジカルマーケティング部インフラストラクチャーグループ		6/1/15						東京		在籍		企画系		コーポレート

		200200		谷川　さやか		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		管理		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		11.人事部新卒採用グループ		6/1/15						東京		在籍		その他		コーポレート

		200202		柏　淳一朗		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JL-TK-SRE		JL-TK-SRE		JL-TK-SRE		JL-TK-SRE		JL-TK-SRE		JL-TK-SRE		JL-TK-SRE		TK-基盤		TK-基盤		02.転職会議事業部基盤開発グループ		6/15/15						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200204		檜山　麻衣子		02.正社員 セイシャイン		GL		女 オンナ		CS		JS-OE		JS-OE		JS-OE																12/13/10		3/31/19				東京		退職		その他

		200206		木下　康生		02.正社員 セイシャイン		TL		男 オトコ		企画		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M																		7/1/15		2/28/19				東京		退職		企画系

		200211		増田　彩		02.正社員 セイシャイン		副GL		女 オンナ		管理		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		11.人事部新卒採用グループ		8/1/15						東京		在籍		その他		コーポレート

		200214		熱海　裕一		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		営業		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		TK-AG						8/1/15		8/31/19				東京		退職		その他

		200216		松本　聖司		02.正社員 セイシャイン		GL		男 オトコ		営業		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		TN-SC		TN-SC		03.転職ナビ事業部セールスコンサルティンググループ		8/15/15						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200217		平井　伴弥		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		営業		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク						8/15/15		8/1/19				東京		退職		その他

		200220		上野　ゆう希		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		管理		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		10.経営推進部財務経理グループ		8/24/15						東京		在籍		その他		コーポレート

		200221		岡　陽介		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JL-TK-M1		JL-TK-M1		JL-TK-M1		JL-TK-M1		JL-TK-M1		JL-TK-M1		JL-TK-M1		TK-基盤		TK-基盤		02.転職会議事業部基盤開発グループ		9/1/15						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200228		岸良　腕		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		企画		JL-転ドラ テン		JL-転ドラ テン		JL-転ドラ テン		JL-転ドラ テン		JL-転ドラ テン		JL-転ドラ テン		JL-転ドラ テン		ドラフト		ドラフト		04.転職ドラフトユニット		9/15/15						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200230		弓削　友人		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		CS(宮崎)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		05.宮崎ユニットエージェントグループ		9/1/15		9/30/19				宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200231		山内　雅斗		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JL-TK-SRE		JL-TK-SRE		JL-TK-SRE		JL-TK-SRE		JL-TK-SRE		JL-TK-SRE		JL-TK-SRE		TK-基盤		TK-基盤		02.転職会議事業部基盤開発グループ		9/1/15						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200237		飯田　智美		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-M2		JL-TK-M2		TK-企画		TK-企画		02.転職会議事業部プロダクト企画グループ		10/1/15						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200238		岩田　泰明		02.正社員 セイシャイン		TL		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		不動産-P		不動産-P		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		07.不動産ユニットDOOR賃貸グループ		10/1/15						東京		在籍		企画系		譲渡事業

		200239		長田　智也		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JL-TK-M2		JL-TK-M2		JL-TK-M2		JL-TK-M2		JL-TK-M2		JL-TK-M2		JL-TK-M2		TK-メディア		TK-メディア		02.転職会議事業部メディア開発グループ		10/1/15						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200240		竹本　将気		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		ﾃｸﾏ-I		ﾃｸﾏ-I		ﾃｸﾏ-I		ﾃｸﾏ-I														10/1/15		4/30/19				東京		退職		企画系

		200241		松原　秀治		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		ﾃｸﾏ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		08.テクノロジカルマーケティング部データプラットフォームグループ		10/1/15						東京		在籍		企画系		コーポレート

		200242		金子　宏太		02.正社員 セイシャイン		GL		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		新規-アプリ		新規-アプリ		新規-アプリ		新規-アプリ		新規-アプリ		新規-アプリ		新規-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		08.テクノロジカルマーケティング部ネイティブアプリグループ		10/1/15						東京		在籍		企画系		コーポレート

		200246		太田　浩二		02.正社員 セイシャイン		TL		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		01.アルバイト事業部コンバージョンオプティマイズグループ		10/15/15						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200247		新島　涼		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		営業		JL-コネクト		JL-コネクト		JL-コネクト		JL-コネクト		JL-コネクト		JL-コネクト		JL-コネクト								10/15/15		7/31/19				東京		退職		その他

		200250		水野　和弥		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		01.アルバイト事業部コンバージョンオプティマイズグループ		11/1/15						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200252		岩切　良子		02.正社員 セイシャイン		副GL		女 オンナ		CS(宮崎)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)										12/1/15		6/30/19		2019/7/1雇用形態変更 コヨウケイタイヘンコウ		東京		退職		その他

		200253		河野　浩子		02.正社員 セイシャイン		副TL		女 オンナ		企画(宮崎) ミヤザキ		宮崎-SP(JS)		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		05.宮崎ユニット		12/1/15						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200256		宮田　真莉子		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		CS(宮崎)		宮崎-ナコウド(TN) ミヤザキ		宮崎-ナコウド(TN) ミヤザキ		宮崎-ナコウド(TN) ミヤザキ		宮崎-ナコウド(TN) ミヤザキ		宮崎-ナコウド(TN) ミヤザキ		宮崎-ナコウド(TN) ミヤザキ		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		05.宮崎ユニットエージェントグループ		12/1/15						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200261		川名　正吾		02.正社員 セイシャイン		副UL フク		男 オトコ		企画		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-直 フドウサン チョク		不動産-直 フドウサン チョク		不動産-直 フドウサン チョク		不動産-直 フドウサン チョク		不動産-直 フドウサン チョク		07.不動産ユニット		12/16/15						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200262		渕上　雄介		02.正社員 セイシャイン		GL		男 オトコ		営業		JS-BA		JS-BA		JS-BA		JS-BA		JS-BA		JS-BA		JS-BA		JS-BA		JS-BA		01.アルバイト事業部ビジネスアライアンスグループ		1/1/16						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200268		稲垣　景子		02.正社員 セイシャイン		GL		女 オンナ		企画		不動産-P		不動産-P		不動産-IM		不動産-IM		不動産-IM		不動産-IM		不動産-IM		不動産-IM		不動産-IM		07.不動産ユニットIESHILメディア企画グループ		4/1/14						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200269		大倉　潤也		02.正社員 セイシャイン		GL		男 オトコ		営業		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		TK-AG		TK-AG		02.転職会議事業部エージェントグループ		7/3/12						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200271		前田　美香夏 マエダ		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		CS(宮崎)		宮崎-BS(TN)		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		05.宮崎ユニットセールスグループ		1/15/16						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200275		原　美穂		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		CS(宮崎)		宮崎-BS(TN)		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-JL ミヤザキ		宮崎-JL ミヤザキ		宮崎-JL ミヤザキ		05.宮崎ユニットキャリア事業サポートグループ		2/15/16						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200276		西村　仁志		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		営業		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		TK-AG		TK-AG		02.転職会議事業部エージェントグループ		2/15/16						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200280		花泉　真由美		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		CS(宮崎)		宮崎-SL(JS)		宮崎-SL(JS)		宮崎-SL(JS)		宮崎-SL(JS)		宮崎-SL(JS)		宮崎-SL(JS)		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		05.宮崎ユニットアルバイト事業サポートグループ		3/1/16						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200281		合田　朋矢		02.正社員 セイシャイン		TL		男 オトコ		CS(宮崎)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		05.宮崎ユニットアルバイト事業サポートグループ		3/1/16						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200283		沼口　優衣華		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		CS(宮崎)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		05.宮崎ユニットアルバイト事業サポートグループ		3/7/16						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200284		黒木　爽		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		CS(宮崎)		宮崎-BS(TN)		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL								3/15/16		7/31/19				東京		退職		その他

		200286		井上　裕之		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		新規-アプリ		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		06.就活会議ユニットメディアグループ		4/1/16						東京		在籍		企画系		譲渡事業

		200287		田中　祥太郎		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		ﾃｸﾏ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		08.テクノロジカルマーケティング部データプラットフォームグループ		4/1/16						東京		在籍		企画系		コーポレート

		200288		堤下　薫		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		新規-アプリ		新規-アプリ		新規-アプリ		新規-アプリ		新規-アプリ		新規-アプリ		新規-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		08.テクノロジカルマーケティング部ネイティブアプリグループ		4/1/16						東京		在籍		企画系		コーポレート

		200289		水野　拓		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		08.テクノロジカルマーケティング部インフラストラクチャーグループ		4/1/16						東京		在籍		企画系		コーポレート

		200291		小沼　陸		02.正社員 セイシャイン		TL		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		不動産-IE		不動産-IE		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		07.不動産ユニットIESHILディベロップメントグループ		4/1/16						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200292		渡部　陽貴		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JL-TK-M1		JL-TK-M1		JL-TK-M1		JL-TK-M1		JL-TK-M1		JL-TK-M1		JL-TK-M1		TK-メディア		TK-メディア		02.転職会議事業部メディア開発グループ		4/1/16						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200293		平野　千夏		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		企画		JS-B		JS-B		JS-B		JS-B		JS-B		JS-B		JS-B		JS-B		JS-B		01.アルバイト事業部ブランディンググループ		4/1/16						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200295		井上　滉也		02.正社員 セイシャイン		GL		男 オトコ		CS		宮崎-BS(TN)		JL-B-OE		JL-B-OE		JL-ナビ-直		JL-ナビ-直		JL-ナビ-直		JL-ナビ-直		TN-ナコウド		TN-ナコウド		03.転職ナビ事業部ナコウドグループ		4/1/16						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200296		羽山　慎一		02.正社員 セイシャイン		GL		男 オトコ		管理		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		11.人事部新卒採用グループ		4/1/16						東京		在籍		その他		コーポレート

		200298		渡部　雄大		02.正社員 セイシャイン		UL		男 オトコ		企画		SK-直		SK-直		SK-直		SK-直		SK-直		SK-直		SK-直		SK-直		SK-直		06.就活会議ユニット		4/1/16						東京		在籍		企画系		譲渡事業

		200300		橋本　朱里		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		CS(宮崎)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		05.宮崎ユニットアルバイト事業サポートグループ		4/1/16						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200301		浦本　譲		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		営業		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-BA		JS-BA		01.アルバイト事業部ビジネスアライアンスグループ		8/1/14						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200302		大谷　崇介		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		企画		JL-ナビ-MAR		JL-ナビ-MAR		JL-ナビ-MAR		JL-ナビ-MAR		JL-ナビ-MAR		JL-ナビ-MAR		JL-ナビ-MAR		TN-直 チョク		TN-直 チョク		03.転職ナビ事業部		9/3/14						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200303		鵜戸西　真紀		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		CS(宮崎)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		05.宮崎ユニットアルバイト事業サポートグループ		4/15/16						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200304		大賀　百恵		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		CS(宮崎)		宮崎-BS(TN)		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		05.宮崎ユニットセールスグループ		4/15/16						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200305		山本　忠利		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		CS(宮崎)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		05.宮崎ユニットアルバイト事業サポートグループ		4/15/16						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200306		渡邊　可奈子		02.正社員 セイシャイン		TL		女 オンナ		CS(宮崎)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		05.宮崎ユニットエージェントグループ		4/15/16						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200307		増田　祥子		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		CS(宮崎)		宮崎-BS(TN)		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-JS		宮崎-JL		宮崎-JL		05.宮崎ユニットキャリア事業サポートグループ		4/15/16						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200308		小島　貴之		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		TK-直 チョク		TK-直 チョク		02.転職会議事業部		5/1/16						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200309		須貝　俊		02.正社員 セイシャイン		TL		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		不動産-IE		不動産-IE		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		07.不動産ユニットIESHILディベロップメントグループ		5/1/16						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200310		伊東　理		02.正社員 セイシャイン		GL		男 オトコ		CS(宮崎)		宮崎-BS(TN)		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL ミヤザキ		宮崎-SL ミヤザキ		宮崎-SL ミヤザキ		05.宮崎ユニットセールスグループ		5/1/16						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200311		網　由香		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		CS(宮崎)		宮崎-BS(TN)		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-JL ミヤザキ		宮崎-JL ミヤザキ		宮崎-JL ミヤザキ		05.宮崎ユニットキャリア事業サポートグループ		5/1/16						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200312		北原　洋一		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		ﾃｸﾏ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		08.テクノロジカルマーケティング部データプラットフォームグループ		6/1/16						東京		在籍		企画系		コーポレート

		200317		吉田　晃子		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		CS(宮崎)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		05.宮崎ユニットエージェントグループ		6/15/16						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200318		大塚　宏之		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		営業		JS-BA		JS-BA		JS-BA		JS-BA		JS-BA		JS-BA		JS-BA		JS-BA		JS-BA		01.アルバイト事業部ビジネスアライアンスグループ		6/22/16		9/30/19				東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200320		青山　成貴		02.正社員 セイシャイン		UL		男 オトコ		企画(宮崎)		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		05.宮崎ユニット		9/8/14						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200321		福留　夏美		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		CS(宮崎)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)												7/15/16		5/31/19				東京		退職		その他

		200322		坂下　弘行		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		CS(宮崎)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		05.宮崎ユニットエージェントグループ		7/15/16						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200323		野中　海月		02.正社員 セイシャイン		TL		男 オトコ		CS(宮崎)		宮崎-BS(TN)		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		05.宮崎ユニットキャリア事業サポートグループ		8/1/16						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200326		中石　彩 ナカイシ		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		CS(宮崎)		宮崎-BS(TN)		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		05.宮崎ユニットセールスグループ		8/15/16						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200328		青山　輝		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JS-基盤		JS-基盤		JS-基盤		JS-基盤		JS-基盤		JS-基盤		JS-基盤		JS-基盤		JS-基盤		01.アルバイト事業部基盤グループ		8/22/16						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200329		佐藤　誠		02.正社員 セイシャイン		TL		男 オトコ		CS(宮崎)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		05.宮崎ユニットエージェントグループ		9/1/16		9/30/19				宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200331		福永　亜由美		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		CS(宮崎)		宮崎-BS(TN)		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		05.宮崎ユニットセールスグループ		9/1/16						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200332		佐藤　陽平		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		CS(宮崎)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)										9/1/16		6/30/19				東京		退職		その他

		200333		松葉　奈緒子		02.正社員 セイシャイン		TL		女 オンナ		企画(宮崎) ミヤザキ		宮崎-SP(JS)		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		05.宮崎ユニット		9/1/16						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200336		永澤　歩		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		管理		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		10.経営推進部		9/1/16						東京		在籍		その他		コーポレート

		200338		永原　良治		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		企画(宮崎) ミヤザキ		宮崎-SP(JS)		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		05.宮崎ユニット		9/1/16		9/30/19				宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200339		中村　早耶子		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		CS(宮崎)		宮崎-SL(JS)		宮崎-SL(JS)		宮崎-SL(JS)		宮崎-SL(JS)		宮崎-SL(JS)		宮崎-SL(JS)		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		05.宮崎ユニットアルバイト事業サポートグループ		9/1/16						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200340		高野　瑶子		02.正社員 セイシャイン		TL		女 オンナ		CS		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		6/16/11						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200341		澳本　竜子		02.正社員 セイシャイン		GL		女 オンナ		営業		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		01.アルバイト事業部クライアントコンサルティンググループ		6/22/11						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200342		森山　雅子		02.正社員 セイシャイン		TL		女 オンナ		CS		JS-OE		JS-OE		JS-OE																5/1/14		3/31/19				東京		退職		その他

		200343		水野　聡子		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		管理		経推-直		経推-直		経推-直		経推-直		経推-直		内部統制		内部統制		内部統制		内部統制		15.内部統制室		10/1/14						東京		在籍		その他		コーポレート

		200344		岡部　翔悟		02.正社員 セイシャイン		TL		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JS-S/U-C		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		01.アルバイト事業部SEO/UXグループ		10/1/16						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200345		松倉　翔吾		02.正社員 セイシャイン		TL		男 オトコ		営業		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC										10/1/16		6/30/19				東京		退職		その他

		200346		椎名　卓弥		02.正社員 セイシャイン		TL		男 オトコ		営業		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		TK-AG		TK-AG		02.転職会議事業部エージェントグループ		10/1/16						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200347		古川　千智		02.正社員 セイシャイン		TL		女 オンナ		CS(宮崎)		宮崎-BS(TN)		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL ミヤザキ		宮崎-SL ミヤザキ		宮崎-SL ミヤザキ		05.宮崎ユニットセールスグループ		10/15/16						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200348		藤井　有希 フジイ		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		企画(宮崎) ミヤザキ		宮崎-BS(TN)		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		05.宮崎ユニット		10/15/16						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200349		宮永　利保		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		CS(宮崎)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		05.宮崎ユニットアルバイト事業サポートグループ		10/15/16						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200352		古瀬　賢一		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		企画		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		TK-直 チョク		TK-直 チョク		02.転職会議事業部		11/1/16						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200354		後藤　鉄平		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		企画(宮崎) ミヤザキ		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-JS		宮崎-直 ミヤザキ チョク		宮崎-直 ミヤザキ チョク		05.宮崎ユニット		11/1/16						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200355		甲斐　弘樹		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		CS(宮崎)		宮崎-SL(JS)		宮崎-SL(JS)		宮崎-SL(JS)		宮崎-SL(JS)		宮崎-SL(JS)		宮崎-SL(JS)		宮崎-SL								11/1/16		7/31/19				東京		退職		その他

		200358		寺本　奈津子		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		営業		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		TK-AG		TK-AG		02.転職会議事業部エージェントグループ		12/1/16						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200359		小山田　愛理		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		営業		JL-コネクト		JL-コネクト		JL-コネクト		JL-コネクト		JL-コネクト		JL-コネクト		横断		横断		JS-CC		01.アルバイト事業部クライアントコンサルティンググループ		12/1/16						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200362		高村　弥希		02.正社員 セイシャイン		副GL フク		男 オトコ		営業		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		07.不動産ユニットビジネス推進グループ		1/1/17						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200363		斉藤　右弥		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		管理		経戦 ケイセン		経戦 ケイセン		経戦 ケイセン		経戦 ケイセン		経戦 ケイセン		経戦 ケイセン		経戦 ケイセン		経戦 ケイセン		経戦 ケイセン		13.経営戦略プロジェクト		1/1/17						東京		在籍		その他		コーポレート

		200364		井上　祥多		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		CS(宮崎)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)														1/1/17		4/14/19				東京		退職		その他

		200365		甲斐　友美		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		CS(宮崎)		宮崎-SP(TK)		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ										1/15/17		6/30/19		2019/7/1雇用形態変更 コヨウケイタイヘンコウ		東京		退職		その他

		200366		鈴木　公貴		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		CS(宮崎)		宮崎-SL(JS)		宮崎-SL(JS)		宮崎-SL(JS)		宮崎-SL(JS)														1/1/17		4/23/19				東京		退職		その他

		200371		中島　さゆり		02.正社員 セイシャイン		GL		女 オンナ		CS		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		6/1/14						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200372		澁谷　亮一		02.正社員 セイシャイン		TL		男 オトコ		CS(宮崎)		JL-B-SC		JL-B-SC		宮崎-SL(JS)		宮崎-SL(JS)		宮崎-SL(JS)		宮崎-SL(JS)		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		05.宮崎ユニットアルバイト事業サポートグループ		1/1/15						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200374		小山　勇		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		企画		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		ドラフト		ドラフト		04.転職ドラフトユニット		2/4/15						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200375		千葉　大樹		02.正社員 セイシャイン		副GL		男 オトコ		CS		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		10/1/14						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200377		小野　香織		02.正社員 セイシャイン		副TL		女		CS(宮崎)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		05.宮崎ユニットアルバイト事業サポートグループ		2/1/17						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200378		二階　智美		02.正社員 セイシャイン		-		女		CS(宮崎)		宮崎-BS(TN)		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		05.宮崎ユニットキャリア事業サポートグループ		2/1/17						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200380		結城　宏次郎 ユウキ		02.正社員 セイシャイン		-		男		CS(宮崎)		宮崎-BS(TN)		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		05.宮崎ユニットキャリア事業サポートグループ		2/1/17						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200382		小畑　賢一		02.正社員 セイシャイン		-		男		営業		JL-コネクト		JL-コネクト																		2/1/17		2/28/19				東京		退職		その他

		200383		井出　香織		02.正社員 セイシャイン		-		女		企画		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-直 フドウサン チョク		不動産-直 フドウサン チョク		不動産-直 フドウサン チョク		不動産-直 フドウサン チョク		不動産-直 フドウサン チョク		07.不動産ユニット		2/15/17						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200384		矢崎　憲太		02.正社員 セイシャイン		副TL		男		営業		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		TK-AG		TK-AG		02.転職会議事業部エージェントグループ		2/15/17						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200385		荻原　昂彦		02.正社員 セイシャイン		-		男		企画		JS-直		JS-直		JS-直																2/18/17		3/18/19				東京		退職		企画系

		200386		金土　太一		02.正社員 セイシャイン		TL		男		管理		人事-人開		人事-人開		人事-人開		人事-人開		人事-人開		人事-人開		人事-人開		人事-人開		人事-人開		11.人事部組織・人材開発グループ		3/1/17						東京		在籍		その他		コーポレート

		200389		岩田　美樹		02.正社員 セイシャイン		-		女		CS(宮崎)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		05.宮崎ユニットアルバイト事業サポートグループ		3/1/17						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200390		酒井　美樹		02.正社員 セイシャイン		-		女		管理		人事-人開		人事-人開		人事-人開																3/21/17		3/31/19		2019/4/1雇用形態変更 コヨウケイタイヘンコウ		東京		退職		その他

		200391		小池  俊光		02.正社員 セイシャイン		PL		男		企画		不動産-フィル		不動産-フィル		不動産-フィル		不動産-フィル		不動産-フィル		不動産-フィル		不動産-フィル		不動産-フィル		不動産-フィル		07.不動産ユニットフィルライフプロジェクト		3/15/17						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200392		岡田　大空		02.正社員 セイシャイン		-		男		営業		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		01.アルバイト事業部クライアントコンサルティンググループ		4/1/17						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200395		山下　悠介		02.正社員 セイシャイン		-		男		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JL-TK-M2		JL-TK-M2		JL-TK-M2		JL-TK-M2		JL-TK-M2		JL-TK-M2		JL-TK-M2		TK-メディア		TK-メディア		02.転職会議事業部メディア開発グループ		4/1/17						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200396		渡辺　晴仁		02.正社員 セイシャイン		-		男		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JS-S/U-C		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		01.アルバイト事業部SEO/UXグループ		4/1/17						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200397		陳　鈞		02.正社員 セイシャイン		-		男		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		不動産-IE		不動産-IE		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		07.不動産ユニットIESHILディベロップメントグループ		4/1/17						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200398		瀬戸口　竜		02.正社員 セイシャイン		-		男		営業 エイギョウ		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		JS-CC		01.アルバイト事業部クライアントコンサルティンググループ		4/1/17						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200400		東　進之介		02.正社員 セイシャイン		-		男		企画		JL-TK-MAR		JL-TK-MAR		JL-TK-MAR		JL-TK-MAR		JL-TK-MAR		JL-TK-MAR		JL-TK-MAR		TK-企画		TK-企画		02.転職会議事業部プロダクト企画グループ		4/1/17						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200401		横倉　一真		02.正社員 セイシャイン		-		男		営業		SK-事推		SK-事推		SK-事推		SK-事推		SK-事推		SK-事推										4/1/17		6/5/19				東京		退職		その他

		200402		小林　直樹		02.正社員 セイシャイン		-		男		営業		JS-BA		JS-BA		JS-BA		JS-BA		JS-BA		JS-BA		JS-BA		JS-BA		JS-BA		01.アルバイト事業部ビジネスアライアンスグループ		4/1/17						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200403		大橋　若葉		02.正社員 セイシャイン		-		女		企画		不動産-P		不動産-P		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		07.不動産ユニットDOOR賃貸グループ		4/1/17						東京		在籍		企画系		譲渡事業

		200405		中垣　智晴		02.正社員 セイシャイン		-		男		企画		JS-CV		JS-CV		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-直 チョク		JS-直 チョク		JS-直 チョク		01.アルバイト事業部		4/1/17						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200407		萩原　大地		02.正社員 セイシャイン		-		男		企画		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		07.不動産ユニットフィルライフプロジェクト		4/1/17						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200408		森川　なな子		02.正社員 セイシャイン		-		女		営業		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG								4/1/17		7/31/19				東京		退職		その他

		200409		鎌田　有也		02.正社員 セイシャイン		-		男		営業		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		07.不動産ユニットビジネス推進グループ		4/1/17						東京		在籍		その他		譲渡事業

		200410		五十嵐　理紗		02.正社員 セイシャイン		-		女		管理		JS-BA		JS-BA		JS-BA		JS-BA		JS-BA		JS-BA		JS-BA		人事-新卒		人事-新卒		11.人事部新卒採用グループ		4/1/17						東京		在籍		その他		コーポレート

		200411		髙畠　悠		02.正社員 セイシャイン		-		男		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JS-B		JS-B		JS-B		JS-B		JS-B		JS-B		JS-B		JS-B		JS-B		01.アルバイト事業部ブランディンググループ		4/1/17						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200412		内河　亮介		02.正社員 セイシャイン		-		男		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		08.テクノロジカルマーケティング部インフラストラクチャーグループ		4/1/17						東京		在籍		企画系		コーポレート

		200415		日髙　直子		02.正社員 セイシャイン		-		女		CS(宮崎)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		05.宮崎ユニットキャリア事業サポートグループ		4/1/17						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200416		村松　晃司		02.正社員 セイシャイン		副TL フク		男		CS(宮崎)		宮崎-BS(TN)		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		05.宮崎ユニットキャリア事業サポートグループ		4/1/17						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200417		中薗　優夏		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		CS(宮崎)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SL(JS)		宮崎-SL(JS)		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		05.宮崎ユニットセールスグループ		4/1/17						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200418		藤本　規江		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		CS(宮崎)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		05.宮崎ユニットキャリア事業サポートグループ		4/1/17						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200419		久保　勇斗		02.正社員 セイシャイン		副TL フク		男		CS(宮崎)		宮崎-BS(TN)		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		05.宮崎ユニットセールスグループ		4/1/17						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200420		吉田　早紀		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		CS(宮崎)		宮崎-BS(TN)		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-JL		宮崎-JL						4/1/17		8/25/19				東京		退職		その他

		200421		坂元　理紗		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		CS(宮崎)		宮崎-BS(TN)		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		05.宮崎ユニットセールスグループ		4/1/17						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200422		今別府　健太		02.正社員 セイシャイン		-		男		CS(宮崎)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		05.宮崎ユニットエージェントグループ		4/1/17						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200424		戸田　道弥		02.正社員 セイシャイン		-		男		CS(宮崎)		宮崎-BS(TN)		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		05.宮崎ユニットセールスグループ		4/1/17						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200425		神田　怜		02.正社員 セイシャイン		-		男		営業		JL-コネクト		JL-コネクト		JL-コネクト		JL-コネクト		JL-コネクト		JL-コネクト		JL-コネクト								8/15/16		7/25/19				東京		退職		その他

		200427		橋本　祐樹		02.正社員 セイシャイン		-		男		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		ﾃｸﾏ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		08.テクノロジカルマーケティング部データプラットフォームグループ		4/15/17						東京		在籍		企画系		コーポレート

		200429		松下　加奈		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		企画(宮崎) ミヤザキ		宮崎-BS(TN)		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直						4/15/17		8/31/19				東京		退職		その他

		200430		後藤　悠		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		CS(宮崎)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		05.宮崎ユニットエージェントグループ		4/15/17						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200431		内田　沙織		02.正社員 セイシャイン		-		女		CS(宮崎)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		05.宮崎ユニットエージェントグループ		5/1/17						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200432		岡﨑　沙織		02.正社員 セイシャイン		-		女		CS(宮崎)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)																5/1/17		3/31/19				東京		退職		その他

		200434		三島　拓也		02.正社員 セイシャイン		-		男		企画		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		ドラフト		ドラフト		04.転職ドラフトユニット		5/1/17						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200437		速水　大祐		02.正社員 セイシャイン		-		男		営業		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC										5/1/17		6/30/19				東京		退職		その他

		200439		川俣　晴嗣		02.正社員 セイシャイン		-		男		CS(宮崎)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		05.宮崎ユニットエージェントグループ		5/1/17						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200440		中島　唯		02.正社員 セイシャイン		TL		女 オンナ		CS(宮崎)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		05.宮崎ユニットキャリア事業サポートグループ		5/15/17						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200442		廣川　瑞季		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		企画		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		ドラフト		ドラフト		04.転職ドラフトユニット		5/15/17						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200444		浜砂　佑紀		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		CS(宮崎)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		05.宮崎ユニットキャリア事業サポートグループ		6/1/17						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200448		新妻　巧朗		02.正社員 セイシャイン		TL		男		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JS-S/U-C		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		01.アルバイト事業部SEO/UXグループ		6/1/17						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200449		石山　宏幸		02.正社員 セイシャイン		-		男		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		TN-メディア		TN-メディア		03.転職ナビ事業部メディアグループ		6/1/17						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200451		角田　玲生		02.正社員 セイシャイン		-		男		営業		JL-B-AL		JL-B-AL		JL-B-AL		JL-B-AL		JL-B-AL		JL-B-AL		JL-B-AL		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		02.転職会議事業部サービス推進グループ		6/15/17						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200452		長澤　駿		02.正社員 セイシャイン		TL		男		営業		JL-コネクト		JL-コネクト		JL-コネクト		JL-コネクト		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		TK-AG		TK-AG		02.転職会議事業部エージェントグループ		6/15/17						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200453		大村　恵依子		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		管理		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-法務 キョウ スイ ホウム		経推-法務 キョウ スイ ホウム		経推-法務 キョウ スイ ホウム		経推-法務 キョウ スイ ホウム		10.経営推進部法務グループ		7/1/17						東京		在籍		その他		コーポレート

		200454		前山　一仁		02.正社員 セイシャイン		-		男		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JL-TK-M2		JL-TK-M2		JL-TK-M2		JL-TK-M2		JL-TK-M2		JL-TK-M2		JL-TK-M2		TK-メディア		TK-メディア		02.転職会議事業部メディア開発グループ		7/1/17						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200456		水谷　聡志		02.正社員 セイシャイン		-		男		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JL-TK-M2		JL-TK-M2		JL-TK-M2		JL-TK-M2		JL-TK-M2		JL-TK-M2		JL-TK-M2		TK-基盤		TK-基盤		02.転職会議事業部基盤開発グループ		7/1/17						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200457		中村　宏道		02.正社員 セイシャイン		GL		男 オトコ		営業		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		06.就活会議ユニット営業戦略グループ		2/26/15						東京		在籍		その他		譲渡事業

		200458		武藤　可奈子		02.正社員 セイシャイン		TL		女 オンナ		企画		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		01.アルバイト事業部コンバージョンオプティマイズグループ		7/1/13						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200459		西野　彰浩		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		営業		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		01.アルバイト事業部クライアントコンサルティンググループ		4/1/13		9/30/19				東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200460		佐々木　晋哉		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		ﾃｸﾏ-DM		テクマ-DM		テクマ-DM		テクマ-DM		テクマ-DM		テクマ-DM		テクマ-DM		テクマ-DM		テクマ-DM		08.テクノロジカルマーケティング部データマーケティンググループ		7/1/17						東京		在籍		企画系		コーポレート

		200461		立和田　文華		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		企画(宮崎)		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		05.宮崎ユニット		7/1/17						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200462		菅野　裕		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JL-TK-M1		JL-TK-M1		JL-TK-M1		JL-TK-M1		JL-TK-M1		JL-TK-M1		JL-TK-M1		TK-メディア		TK-メディア		02.転職会議事業部メディア開発グループ		7/15/17						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200463		山本　雄大		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JS-直		JS-直		JS-直		JS-CV		JS-CV												7/15/17		5/9/19				東京		退職		企画系

		200464		神保　力也		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		営業		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG																8/1/17		3/31/19				東京		退職		その他

		200465		中村　愛美		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JL-TK-M1		JL-TK-M1		JL-TK-M1		JL-TK-M1		JL-TK-M1		JL-TK-M1		JL-TK-M1		TK-基盤		TK-基盤		02.転職会議事業部基盤開発グループ		8/1/17						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200466		高橋　拓太郎		02.正社員 セイシャイン		GL		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		ﾃｸﾏ-DM		テクマ-DM		テクマ-DM		テクマ-DM		テクマ-DM		テクマ-DM		テクマ-DM		テクマ-DM		テクマ-DM		08.テクノロジカルマーケティング部データマーケティンググループ		8/1/17						東京		在籍		企画系		コーポレート

		200467		黒川　智		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JS-計上/統制		JS-計上/統制		JS-計上/統制																9/1/17		3/21/19				東京		退職		企画系

		200468		菊池　裕貴		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		営業		JL-コネクト		JL-コネクト		JL-コネクト		JL-コネクト		JL-コネクト		JL-B-AL		JL-B-AL		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		02.転職会議事業部サービス推進グループ		9/1/17						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200471		徳丸　永久		02.正社員 セイシャイン		GL		男		CS(宮崎)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		05.宮崎ユニットエージェントグループ		9/15/17						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200472		興梠　洋祐		02.正社員 セイシャイン		-		男		CS(宮崎)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-AG		宮崎-AG						9/15/17		8/31/19				東京		退職		その他

		200473		小柳　周太		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		営業		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		横断		横断		横断		16.アライアンス横断プロジェクト		10/1/17						東京		在籍		その他		コーポレート

		200474		松尾　明仁		02.正社員 セイシャイン		TL		男 オトコ		CS(宮崎)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		05.宮崎ユニットエージェントグループ		10/1/17						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200476		田村　周		02.正社員 セイシャイン		TL		男 オトコ		営業		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		01.アルバイト事業部クライアントコンサルティンググループ		6/1/16						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200477		根岸　優貴		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		TN-メディア		TN-メディア		03.転職ナビ事業部メディアグループ		6/17/15						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200478		井上　大輝		02.正社員 セイシャイン		副TL		男 オトコ		CS(宮崎)		宮崎-SL(JS)		宮崎-SL(JS)		宮崎-SL(JS)		宮崎-SL(JS)		宮崎-SL(JS)		宮崎-SL(JS)		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		05.宮崎ユニットセールスグループ		10/15/17						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200479		白川　みちる		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直																11/1/17		3/31/19				東京		退職		企画系

		200480		阿部　紘志		02.正社員 セイシャイン		TL		男 オトコ		営業		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		TN-SC		TN-SC		03.転職ナビ事業部セールスコンサルティンググループ		11/1/17						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200481		田中　彰誉		02.正社員 セイシャイン		TL		男 オトコ		営業		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		TN-SC		TN-SC		03.転職ナビ事業部セールスコンサルティンググループ		11/1/17						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200482		井上　拓哉		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ								11/1/17		7/31/19				東京		退職		企画系

		200483		盛武　宏樹		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		CS(宮崎)		宮崎-BS(TN)		宮崎-SL(TN) ミヤザキ																		11/1/17		2/28/19				東京		退職		その他

		200486		井手　奈々美		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		CS(宮崎)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		05.宮崎ユニットアルバイト事業サポートグループ		12/1/17						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200487		楢木　鈴乃		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		企画(宮崎) ミヤザキ		宮崎-SP(JS)		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		05.宮崎ユニット		12/15/17						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200489		黒木　省后		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		企画(宮崎)		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		05.宮崎ユニット		12/15/17						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200490		平野　幸太		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		CS(宮崎)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		05.宮崎ユニットエージェントグループ		12/15/17						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200491		渡辺　もも		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		不動産-IE		不動産-IE		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		07.不動産ユニットIESHILディベロップメントグループ		12/15/17						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200492		松田　多恵子		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		CS(宮崎)		宮崎-BS(TN)		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		05.宮崎ユニットキャリア事業サポートグループ		10/1/15						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200493		大垣　麻衣		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JS-S/U-C		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		01.アルバイト事業部SEO/UXグループ		1/1/18						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200495		大内　聖也		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JL-TK-M2		JL-TK-M2		JL-TK-M2		JL-TK-M2		JL-TK-M2		JL-TK-M2		JL-TK-M2		TK-基盤		TK-基盤		02.転職会議事業部基盤開発グループ		1/1/18						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200496		林　丞玹		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		TK-企画						1/1/18		8/31/19				東京		退職		企画系

		200497		杉田　翔		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		CS(宮崎)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		05.宮崎ユニットセールスグループ		3/2/16						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200498		今村　香澄		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		企画(宮崎) ミヤザキ		宮崎-SP(JS)		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		05.宮崎ユニット		2/1/18						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200499		林　義也		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		08.テクノロジカルマーケティング部インフラストラクチャーグループ		2/15/18						東京		在籍		企画系		コーポレート

		200500		中村　勇斗		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		管理		人事-人開 ジンジ ジンカイ																				3/1/18		1/31/19				東京		退職		その他

		200501		岩屋　勝美		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		管理		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-法務 キョウ スイ ホウム		経推-法務 キョウ スイ ホウム								3/1/18		7/31/19				東京		退職		その他

		200502		前田　夏樹		02.正社員 セイシャイン		-		男		営業		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		TK-AG		TK-AG		02.転職会議事業部エージェントグループ		4/1/18						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200503		荒川　慎太郎		02.正社員 セイシャイン		-		男		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		06.就活会議ユニットメディアグループ		4/1/18						東京		在籍		企画系		譲渡事業

		200504		望月　歩		02.正社員 セイシャイン		-		男		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JS-計上/統制		JS-計上/統制		JS-計上/統制		JS-計上/統制		JS-計上/統制		JS-計上/統制		JS-計上/統制		JS-計上/統制		JS-計上/統制		01.アルバイト事業部請求計上・内部統制グループ		4/1/18						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200505		城川　勇汰		02.正社員 セイシャイン		-		男		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JL-TK-M1		JL-TK-M1		JL-TK-M1		JL-TK-M1		JL-TK-M1		JL-TK-M1		JL-TK-M1		TK-基盤		TK-基盤		02.転職会議事業部基盤開発グループ		4/1/18						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200506		加藤　壮馬		02.正社員 セイシャイン		-		男		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		新規-アプリ シンキ		新規-アプリ シンキ		新規-アプリ シンキ		新規-アプリ シンキ		新規-アプリ シンキ		新規-アプリ シンキ		新規-アプリ シンキ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		08.テクノロジカルマーケティング部ネイティブアプリグループ		4/1/18						東京		在籍		企画系		コーポレート

		200507		池田　尭弘		02.正社員 セイシャイン		-		男		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JL-TK-M1		JL-TK-M1		JL-TK-M1		JL-TK-M1		JL-TK-M1		JL-TK-M1		JL-TK-M1		TK-メディア		TK-メディア		02.転職会議事業部メディア開発グループ		4/1/18						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200508		海野　恵凜那		02.正社員 セイシャイン		-		女		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		TN-メディア		TN-メディア		03.転職ナビ事業部メディアグループ		4/1/18						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200509		榊　天翔		02.正社員 セイシャイン		-		男		企画		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		01.アルバイト事業部SEO/UXグループ		4/1/18						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200510		林　智宏		02.正社員 セイシャイン		-		男		企画		ﾃｸﾏ-DM		テクマ-DM		テクマ-DM		テクマ-DM		テクマ-DM		テクマ-DM		テクマ-DM		テクマ-DM		TN-マーケ		03.転職ナビ事業部マーケティンググループ		4/1/18						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200511		安　賢洙		02.正社員 セイシャイン		TL		男		企画		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		TN-直 チョク		TN-直 チョク		03.転職ナビ事業部		4/1/18						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200512		福田　拓哉 フクダ		02.正社員 セイシャイン		-		男		営業		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG														4/1/18		4/30/19				東京		退職		その他

		200513		水城　美冠		02.正社員 セイシャイン		-		女		営業		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		01.アルバイト事業部クライアントコンサルティンググループ		4/1/18						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200514		石川　晃輔		02.正社員 セイシャイン		-		男		営業		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		07.不動産ユニットビジネス推進グループ		4/1/18						東京		在籍		その他		譲渡事業

		200515		丹羽　祥太		02.正社員 セイシャイン		-		男		営業		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		TN-SC		TN-SC		03.転職ナビ事業部セールスコンサルティンググループ		4/1/18						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200517		塩原　正隆		02.正社員 セイシャイン		-		男		企画		JS-S/U-P		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-直		JS-直		JS-直		01.アルバイト事業部		4/1/18						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200519		伊藤　豪		02.正社員 セイシャイン		-		男		営業		JL-B-AL		JL-B-AL		JL-B-AL		JL-B-AL		JL-B-AL		JL-B-AL		JL-B-AL		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		02.転職会議事業部サービス推進グループ		4/1/18						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200520		川上　真未		02.正社員 セイシャイン		-		女		営業		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		07.不動産ユニットビジネス推進グループ		4/1/18						東京		在籍		その他		譲渡事業

		200521		上形　淳		02.正社員 セイシャイン		-		男		CS		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		03.転職ナビ事業部ナコウドグループ		4/1/18						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200522		内藤　隆		02.正社員 セイシャイン		-		男		営業		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク										4/1/18		6/17/19				東京		退職		その他

		200523		吉田　実樹		02.正社員 セイシャイン		-		女		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		新規-アプリ シンキ		新規-アプリ シンキ		新規-アプリ シンキ		新規-アプリ シンキ		新規-アプリ シンキ		新規-アプリ シンキ		新規-アプリ シンキ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		08.テクノロジカルマーケティング部ネイティブアプリグループ		5/15/18						東京		在籍		企画系		コーポレート

		200524		坂本　絢		02.正社員 セイシャイン		-		女		企画(宮崎) ミヤザキ		宮崎-直 ミヤザキ チョク		宮崎-直 ミヤザキ チョク		宮崎-直 ミヤザキ チョク		宮崎-直 ミヤザキ チョク		宮崎-直 ミヤザキ チョク		宮崎-直 ミヤザキ チョク		宮崎-直 ミヤザキ チョク		宮崎-直 ミヤザキ チョク		宮崎-直 ミヤザキ チョク		05.宮崎ユニット		5/15/18						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200526		伊賀　純		02.正社員 セイシャイン		-		男		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		01.アルバイト事業部コンバージョンオプティマイズグループ		6/1/18						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200527		山崎　弘之		02.正社員 セイシャイン		-		男		企画		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		TK-企画		TK-企画		02.転職会議事業部プロダクト企画グループ		6/1/18						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200528		森川　直緒		02.正社員 セイシャイン		-		男		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		08.テクノロジカルマーケティング部インフラストラクチャーグループ		7/1/18						東京		在籍		企画系		コーポレート

		200530		山河　和輝		02.正社員 セイシャイン		-		男		営業		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		06.就活会議ユニット営業戦略グループ		7/1/18						東京		在籍		その他		譲渡事業

		200531		逆瀬川　英宣		02.正社員 セイシャイン		GL		男		CS(宮崎)		宮崎-BS(TN)		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-JL ミヤザキ		宮崎-JL ミヤザキ		宮崎-JL ミヤザキ		05.宮崎ユニットキャリア事業サポートグループ		3/19/14						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200532		中村　厳太		02.正社員 セイシャイン		TL		男		営業		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		07.不動産ユニットビジネス推進グループ		10/14/15						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200533		岩下　真介		02.正社員 セイシャイン		-		男		営業		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		01.アルバイト事業部クライアントコンサルティンググループ		8/1/18						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200534		奥野　次朗		02.正社員 セイシャイン		GL		男		管理		経推-IT キョウ スイ		経推-IT キョウ スイ		経推-IT キョウ スイ		経推-IT キョウ スイ		経推-IT キョウ スイ		経推-IT キョウ スイ		経推-IT キョウ スイ		経推-IT キョウ スイ		経推-IT キョウ スイ		10.経営推進部コーポレートITグループ		9/1/18						東京		在籍		その他		コーポレート

		200535		山田　修		02.正社員 セイシャイン		TL		男		企画		JS-直		JS-直		JS-直		JS-直		JS-直		JS-直		JS-直		JS-直		JS-直		01.アルバイト事業部		9/1/18						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200536		金丸　沙紀		02.正社員		-		女 オンナ		CS(宮崎)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		05.宮崎ユニットアルバイト事業サポートグループ		9/15/18						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200537		中村　美千代		02.正社員		-		女 オンナ		CS(宮崎)		宮崎-SL(JS)		宮崎-SL(JS)		宮崎-SL(JS)		宮崎-SL(JS)		宮崎-SL(JS)		宮崎-SL(JS)		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		05.宮崎ユニットアルバイト事業サポートグループ		11/1/18						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200538		鬼束　光哲		02.正社員 セイシャイン		-		男		企画		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		ドラフト		ドラフト		04.転職ドラフトユニット		11/15/18						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200539		富士谷　康		02.正社員 セイシャイン		-		男		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		ﾃｸﾏ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		08.テクノロジカルマーケティング部データプラットフォームグループ		12/1/18						東京		在籍		企画系		コーポレート

		200540		木村　圭宏		02.正社員 セイシャイン		-		男		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JL-TK-M1		JL-TK-M1		JL-TK-M1		JL-TK-M1		JL-TK-M1		JL-TK-M1		JL-TK-M1		TK-メディア		TK-メディア		02.転職会議事業部メディア開発グループ		12/1/18						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200541		赤坂　洋輔		02.正社員 セイシャイン		-		男		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		ﾃｸﾏ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		08.テクノロジカルマーケティング部データプラットフォームグループ		12/1/18						東京		在籍		企画系		コーポレート

		200542		向畑　美里		02.正社員		-		女 オンナ		営業 エイギョウ		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		TK-AG		TK-AG		02.転職会議事業部エージェントグループ		12/1/18						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200543		兼森　千晶		02.正社員		-		女 オンナ		CS(宮崎)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		05.宮崎ユニットアルバイト事業サポートグループ		12/1/18						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200544		並木　惟		02.正社員		-		女 オンナ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		不動産-P		不動産-P		不動産-IM		不動産-IM		不動産-IM		不動産-IM		不動産-IM		不動産-IM		不動産-IM		07.不動産ユニットIESHILメディア企画グループ		1/1/19						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200545		阿部　洋平		02.正社員		-		男		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		10.経営推進部		1/1/19						東京		在籍		企画系		コーポレート

		200546		瀬戸口　健		02.正社員		-		男		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		08.テクノロジカルマーケティング部インフラストラクチャーグループ		1/1/19						東京		在籍		企画系		コーポレート

		200547		新田　順一		02.正社員 セイシャイン		GL		男		企画				不動産-P		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		07.不動産ユニットDOOR賃貸グループ		2/1/19						東京		在籍		企画系		譲渡事業

		200548		甲斐　美香		02.正社員		-		女 オンナ		CS(宮崎)				宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		05.宮崎ユニットエージェントグループ		2/1/19						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200549		湊　淳		02.正社員 セイシャイン		-		男		企画				JL-転ドラ テン		JL-転ドラ テン		JL-転ドラ テン		JL-転ドラ テン		JL-転ドラ テン		JL-転ドラ テン		ドラフト		ドラフト		04.転職ドラフトユニット		2/1/19						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200550		堀　幸雄		02.正社員 セイシャイン		-		男		営業 エイギョウ				JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG												2/1/19		5/22/19				東京		退職		その他

		200551		江藤　あゆこ		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		CS(宮崎)				宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-JL ミヤザキ		宮崎-JL ミヤザキ		宮崎-JL ミヤザキ		05.宮崎ユニットキャリア事業サポートグループ		2/15/19						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200552		北岡　千香		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		企画(宮崎) ミヤザキ						宮崎-直 ミヤザキ チョク		宮崎-直 ミヤザキ チョク		宮崎-直 ミヤザキ チョク		宮崎-直 ミヤザキ チョク		宮崎-直 ミヤザキ チョク		宮崎-直 ミヤザキ チョク		宮崎-直 ミヤザキ チョク		05.宮崎ユニット		3/15/19						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200553		前田　敦也		02.正社員 セイシャイン		-		男		企画								人事-直		人事-直		社長-直 シャチョウ		JL-転ドラ テン		ドラフト		ドラフト		04.転職ドラフトユニット		4/1/19						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200554		矢部　良太		02.正社員 セイシャイン		-		男		企画								人事-直		人事-直		社長-直 シャチョウ		JL-TK-直		TK-企画		TK-企画		02.転職会議事業部プロダクト企画グループ		4/1/19						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200555		浜田　晃生		02.正社員 セイシャイン		-		男		企画								人事-直		人事-直		社長-直 シャチョウ		JL-ナビ-直		TN-マーケ		TN-マーケ		03.転職ナビ事業部マーケティンググループ		4/1/19						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200556		今若　悠樹		02.正社員 セイシャイン		-		男		営業								人事-直		人事-直		JS-BA		JS-BA		JS-BA		JS-BA		01.アルバイト事業部ビジネスアライアンスグループ		4/1/19						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200557		平尾　静		02.正社員 セイシャイン		-		女		営業								人事-直		人事-直		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		01.アルバイト事業部クライアントコンサルティンググループ		4/1/19						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200558		結城　アンナ		02.正社員 セイシャイン		-		女		営業								人事-直		人事-直		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		07.不動産ユニットビジネス推進グループ		7/18/18				2019/4/1雇用形態変更 コヨウケイタイヘンコウ		東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200559		小屋　雄亮		02.正社員 セイシャイン		-		男		企画								人事-直		人事-直		社長-直 シャチョウ		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		01.アルバイト事業部SEO/UXグループ		4/1/19						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200560		菅原　杏樹		02.正社員 セイシャイン		-		女		CS								人事-直		人事-直		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		4/1/19						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200561		小橋　桃子		02.正社員 セイシャイン		-		女		管理								人事-直		人事-直		経推-直		経推-直		経推-直		経推-直		10.経営推進部		4/1/19						東京		在籍		その他		コーポレート

		200562		廣瀬　みゆき		02.正社員 セイシャイン		-		女		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ								SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		06.就活会議ユニットメディアグループ		4/1/19						東京		在籍		企画系		譲渡事業

		200563		重本　一成		02.正社員 セイシャイン		-		男		CS(宮崎)								宮崎-ナコウド(TN) ミヤザキ		宮崎-ナコウド(TN) ミヤザキ		宮崎-ナコウド(TN) ミヤザキ		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		05.宮崎ユニットエージェントグループ		4/1/19						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200564		脇　康太		02.正社員 セイシャイン		-		男		CS(宮崎)								宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		05.宮崎ユニットエージェントグループ		4/1/19						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200565		安間　貴樹		02.正社員 セイシャイン		TL		男		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ								JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		TK-企画		TK-企画		02.転職会議事業部プロダクト企画グループ		4/15/19						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200566		伊藤　愛美		02.正社員 セイシャイン		-		女		管理										人事-人開 ジンジ ジンカイ		人事-人開 ジンジ ジンカイ		人事-人開 ジンジ ジンカイ		人事-人開 ジンジ ジンカイ		人事-人開 ジンジ ジンカイ		11.人事部組織・人材開発グループ		5/1/19						東京		在籍		その他		コーポレート

		200567		不破　昌代		02.正社員 セイシャイン		-		女		企画										JL-転ドラ テン		JL-転ドラ テン		JL-転ドラ テン		ドラフト		ドラフト		04.転職ドラフトユニット		5/15/19						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200568		荒井　啓志		02.正社員 セイシャイン		-		男		CS(宮崎)										宮崎-ナコウド(TN) ミヤザキ		宮崎-ナコウド(TN) ミヤザキ		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		05.宮崎ユニットエージェントグループ		5/15/19						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200569		竹政　真里恵		02.正社員 セイシャイン		-		女		営業 エイギョウ												JL-B-SC		JL-B-SC		TN-SC		TN-SC		03.転職ナビ事業部セールスコンサルティンググループ		6/1/19						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200570		小山　舞子		02.正社員 セイシャイン		-		女		管理												経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		10.経営推進部		6/1/19						東京		在籍		その他		コーポレート

		200571		浦嶋　良光		02.正社員 セイシャイン		-		男		企画												JL-ナビ-MAR		JL-ナビ-MAR		TN-マーケ		TN-マーケ		03.転職ナビ事業部マーケティンググループ		6/1/19						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200572		山﨑　美珠穂		02.正社員 セイシャイン		-		女		CS(宮崎)												宮崎-SP(JS)		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		05.宮崎ユニットアルバイト事業サポートグループ		6/1/19						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200573		内田　あゆみ		02.正社員 セイシャイン		-		女		CS(宮崎)												宮崎-SP(JS)		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		05.宮崎ユニットアルバイト事業サポートグループ		6/15/19						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200574		井上　夏貴		02.正社員 セイシャイン		-		男		CS(宮崎)												宮崎-ナコウド(TN) ミヤザキ		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		05.宮崎ユニットエージェントグループ		6/15/19						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200575		清水　伸泰		02.正社員 セイシャイン		-		男		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ																		JS-直 チョク		01.アルバイト事業部		9/1/19						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200576		毛利　圭吾		02.正社員 セイシャイン		-		男		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ																テクマ-DP		テクマ-DP		08.テクノロジカルマーケティング部データプラットフォームグループ		8/1/19						東京		在籍		企画系		コーポレート

		200577		新坂　みさき		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		CS(宮崎)														宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		05.宮崎ユニットセールスグループ		7/1/19		9/30/19				宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200578		仁平　愛実		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		営業														SK-事推		SK-事推		SK-事推		06.就活会議ユニット事業推進グループ		11/1/17				2019/7/1雇用形態変更		東京		在籍		その他		譲渡事業

		200579		吉田　梨央		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		CS														JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		4/11/13				2019/7/1雇用形態変更		東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200580		阪本　斗志稀		02.正社員 セイシャイン		-		男		CS(宮崎)														宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		05.宮崎ユニットエージェントグループ		7/15/19						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200581		寺園　ひとみ		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		CS(宮崎)																宮崎-JS		宮崎-JS		05.宮崎ユニットアルバイト事業サポートグループ		8/1/19						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200582		大川　李理		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		CS(宮崎)																宮崎-AG		宮崎-AG		05.宮崎ユニットエージェントグループ		8/1/19						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200583		戸田　安香		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		CS(宮崎)																宮崎-SL		宮崎-SL		05.宮崎ユニットセールスグループ		8/1/19						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200584		篠原　彩		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		管理																		人事-新卒 ジンジ シンソツ		11.人事部新卒採用グループ		9/1/19						東京		在籍		その他		コーポレート

		200587		髙見　幸代		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		企画(宮崎) ミヤザキ																		宮崎-直 ミヤザキ チョク		05.宮崎ユニット		9/1/19						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300002		吉井　美紀子		05.アルバイト		-		女 オンナ		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		9/7/10						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300008		翁　鈴佳		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		女 オンナ		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		1/21/11						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300060		髙橋　彩		05.アルバイト		-		女 オンナ		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		12/19/12						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300071		森山　公平		05.アルバイト		-		男 オトコ		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		2/1/13						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300073		白瀬　有希		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		女 オンナ		-		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		11.人事部新卒採用グループ		3/1/13						東京		在籍		その他		コーポレート

		300074		羽石　奈央		05.アルバイト		-		女 オンナ		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		3/19/13						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300080		吉田　梨央		03.準社員 ジュンシャイン		-		女 オンナ		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE										4/11/13		6/30/19		2019/7/1雇用形態変更		東京		退職		その他

		300092		桑田　美代子		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		女 オンナ		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		8/22/13						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300095		杉本　剛士		03.準社員 ジュンシャイン		-		男 オトコ		-		JS-BA		JS-BA		JS-BA		JS-BA		JS-BA		JS-BA		JS-BA		JS-BA		JS-BA		01.アルバイト事業部ビジネスアライアンスグループ		9/9/13						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300108		新井　潤		05.アルバイト		-		男 オトコ		-		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		03.転職ナビ事業部ナコウドグループ		11/27/13						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300115		越沼　裕		05.アルバイト		-		男 オトコ		-		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		03.転職ナビ事業部ナコウドグループ		1/15/14						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300117		緒方　真由美		03.準社員 ジュンシャイン		-		女 オンナ		-		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		03.転職ナビ事業部ナコウドグループ		1/15/14						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300138		青山　仁美		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		女 オンナ		-		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)										2/26/14		6/3/19				東京		退職		その他

		300169		橘　優 タチバナ		05.アルバイト		-		女 オンナ		-		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		03.転職ナビ事業部ナコウドグループ		4/16/14						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300170		菅原　理江子		05.アルバイト		-		女 オンナ		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE								4/16/14		7/31/19				東京		退職		その他

		300199		河村　基公		05.アルバイト		-		男 オトコ		-		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		03.転職ナビ事業部ナコウドグループ		7/2/14						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300203		吉村　咲子		05.アルバイト		-		女 オンナ		-		JL-TK-MAR		JL-TK-MAR		JL-TK-MAR		JL-TK-MAR		JL-TK-MAR		JL-TK-MAR		JL-TK-MAR		TN-マーケ		TN-マーケ		03.転職ナビ事業部マーケティンググループ		7/30/14		9/30/19				東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300224		河村　裕子		05.アルバイト		-		女 オンナ		-		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		03.転職ナビ事業部ナコウドグループ		10/1/14						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300237		長谷　良佑		05.アルバイト		-		男 オトコ		-		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		TN-SC		TN-SC		03.転職ナビ事業部セールスコンサルティンググループ		11/5/14						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300246		松田　絵理		04.契約社員		-		女 オンナ		-		JL-ナビ-MAR		JL-ナビ-MAR		JL-ナビ-MAR		JL-ナビ-MAR		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		02.転職会議事業部サービス推進グループ		11/19/14						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300248		新藤　陽子 シンドウ		05.アルバイト		-		女 オンナ		-		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		TN-SC		TN-SC		03.転職ナビ事業部セールスコンサルティンググループ		12/3/14						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300256		武田　智規		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		男 オトコ		-		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		TN-SC		TN-SC		03.転職ナビ事業部セールスコンサルティンググループ		12/17/14						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300264		市川　斐乃		04.契約社員		-		女 オンナ		-		JL-ナビ-MAR		JL-ナビ-MAR		JL-ナビ-MAR		JL-ナビ-MAR		JL-ナビ-MAR		JL-ナビ-MAR		JL-ナビ-MAR		TN-マーケ		TN-マーケ		03.転職ナビ事業部マーケティンググループ		1/15/15						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300277		岩田　皓光		04.契約社員 ケイヤクシャイン		TL		男 オトコ		-		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		TN-SC		TN-SC		03.転職ナビ事業部セールスコンサルティンググループ		2/4/15						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300282		中村　かなこ ナカムラ		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		女 オンナ		-		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		03.転職ナビ事業部ナコウドグループ		3/4/15						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300284		佐藤　めぐみ		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		女 オンナ		-		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		10.経営推進部総務グループ		3/4/15						東京		在籍		その他		コーポレート

		300287		上田　梨紗		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		女 オンナ		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		3/4/15						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300292		金城　海秀		04.契約社員 ケイヤクシャイン		TL		男 オトコ		-		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		10.経営推進部財務経理グループ		3/25/15						東京		在籍		その他		コーポレート

		300297		山中　智恵		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		女 オンナ		-		JL-UR-AG		JL-UR-AG																		4/8/15		2/28/19				東京		退職		その他

		300298		浦口　秀行		05.アルバイト		-		男 オトコ		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		4/8/15						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300309		木内　佑佳		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		女 オンナ		-		JS-S/U-P		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JL-TK-直		TK-企画		TK-企画		02.転職会議事業部プロダクト企画グループ		5/7/15						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300317		谷澤　裕美		05.アルバイト		-		女 オンナ		-		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV										5/27/15		6/30/19				東京		退職		その他

		300321		川副　由希子		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		女 オンナ		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		6/15/15						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300335		望月　愛		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		女 オンナ		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		7/22/15						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300337		春名　とも子		05.アルバイト		-		女 オンナ		-		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		07.不動産ユニットフィルライフプロジェクト		8/1/15						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300342		亀澤　優		05.アルバイト		-		女 オンナ		-		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		10.経営推進部総務グループ		9/1/15						東京		在籍		その他		コーポレート

		300343		小松田　水環		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		女 オンナ		-		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		TN-メディア		TN-メディア		03.転職ナビ事業部メディアグループ		9/2/15						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300350		沖原　綾乃		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		女 オンナ		-		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-直		07.不動産ユニット		10/14/15						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300351		橋田　寛子		05.アルバイト		-		女 オンナ		-		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		07.不動産ユニットビジネス推進グループ		10/14/15						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300356		高橋　沙耶香		05.アルバイト		-		女 オンナ		-		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		03.転職ナビ事業部ナコウドグループ		10/28/15						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300357		森岡　実莉		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		女 オンナ		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		11/1/15						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300359		高橋　良介		03.準社員 ジュンシャイン		TL		男 オトコ		-		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		03.転職ナビ事業部ナコウドグループ		11/1/15						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300361		宝城　美紀		04.契約社員 ケイヤクシャイン		TL		女 オンナ		-		JL-ナビ-MAR		JL-ナビ-MAR		JL-ナビ-MAR		JL-ナビ-MAR		JL-ナビ-MAR		JL-ナビ-MAR		JL-ナビ-MAR		TN-マーケ		TN-マーケ		03.転職ナビ事業部マーケティンググループ		11/4/15						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300368		折原　静香		05.アルバイト		-		女 オンナ		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		12/2/15						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300369		木下　祐梨		05.アルバイト		-		女 オンナ		-		不動産-B		不動産-B		不動産-B																4/1/12		3/31/19				東京		退職		その他

		300373		小谷　貴文		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		男 オトコ		-		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		06.就活会議ユニット営業戦略グループ		1/1/16						東京		在籍		その他		譲渡事業

		300374		宮本　亜希奈		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		女 オンナ		-												JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		03.転職ナビ事業部ナコウドグループ		1/1/16				2019/7/1雇用形態変更 コヨウケイタイヘンコウ		東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300374		宮本　亜希奈		05.アルバイト		-		女 オンナ		-		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド												1/1/16		6/30/19		2019/7/1雇用形態変更 コヨウケイタイヘンコウ		東京		退職		その他

		300386		四戸　園子		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		女 オンナ		-		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		10.経営推進部財務経理グループ		2/3/16						東京		在籍		その他		コーポレート

		300399		吉田　暁子		05.アルバイト		-		女 オンナ		-		新規-医療		新規-医療		新規-医療		新規-医療		新規-医療		新規-医療		新規-医療		新規-医療		新規-医療		09.新規事業部医療プロジェクト		3/16/16						東京		在籍		その他		新規事業 シンキジギョウ

		300408		辺見　由利子		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		女 オンナ		-		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		03.転職ナビ事業部ナコウドグループ		4/1/16						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300412		喜井　晶子		05.アルバイト		-		女 オンナ		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		3/30/16						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300413		岡　輝幸		05.アルバイト		-		男 オトコ		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		4/1/16						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300417		矢野　真依		05.アルバイト		-		女 オンナ		-		JL-B-OE		JL-B-OE		JL-B-OE		JL-B-OE		JL-B-OE		JL-B-OE		JL-B-OE		TN-SC		TN-SC		03.転職ナビ事業部セールスコンサルティンググループ		4/6/16						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300418		倉田　望美		05.アルバイト		-		女 オンナ		-		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		01.アルバイト事業部コンバージョンオプティマイズグループ		4/6/16						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300419		佐藤　洋平		05.アルバイト		-		男 オトコ		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		4/13/16						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300420		高橋　夏輝		05.アルバイト		-		男 オトコ		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE																4/13/16		3/31/19				東京		退職		その他

		300423		渡邊　梓 ワタナベ		05.アルバイト		-		女 オンナ		-		人事-人開		人事-人開		人事-人開																4/20/16		3/31/19		2019/4/1雇用形態変更 コヨウケイタイヘンコウ		東京		退職		その他

		300423		渡邊　梓 ワタナベ		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		女 オンナ		-								人事-人開		人事-人開		人事-人開		人事-人開		人事-人開		人事-人開		11.人事部組織・人材開発グループ		4/20/16				2019/4/1雇用形態変更 コヨウケイタイヘンコウ		東京		在籍		その他		コーポレート

		300446		船道　正也		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		男 オトコ		-		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		TK-AG		TK-AG		02.転職会議事業部エージェントグループ		6/13/16						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300447		藤田　かおり		05.アルバイト		-		女 オンナ		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		7/1/16						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300482		志田　麻衣 シダ		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		女 オンナ		-		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		02.転職会議事業部サービス推進グループ		9/7/16						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300491		坂田　寛樹		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		男 オトコ		-		人事-人開		人事-人開		人事-人開		人事-人開		人事-人開		人事-人開		人事-人開		人事-人開		人事-人開		11.人事部組織・人材開発グループ		9/14/16						東京		在籍		その他		コーポレート

		300492		早坂　麻里絵		03.準社員 ジュンシャイン		TL		女 オンナ		-		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		02.転職会議事業部サービス推進グループ		9/14/16						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300514		五十嵐　尚美		03.準社員 ジュンシャイン		-		女 オンナ		-		JL-B-OE		JL-B-OE		JL-B-OE		JL-B-OE		JL-B-OE		JL-B-OE		JL-B-OE		TN-直 チョク		TN-直 チョク		03.転職ナビ事業部		10/5/16						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300536		喜田　美紀		05.アルバイト		-		女 オンナ		-		経推-財務		経推-財務		経推-財務																11/2/16		3/31/19				東京		退職		その他

		300537		金山　秀洸		05.アルバイト		-		男 オトコ		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		11/2/16						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300554		乙部　智佳		08.業務委託 ギョウムイタク		-		女 オンナ		-		人事-直		人事-直		人事-直		人事-直														2/1/15		4/30/19				東京		退職		その他

		300557		藤田　梓沙		05.アルバイト		-		女 オンナ		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		11/24/16						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300561		伊藤　美由		05.アルバイト		-		女 オンナ		-		JL-B-OE		JL-B-OE		JL-B-OE		JL-B-OE		JL-B-OE		JL-B-OE		JL-B-OE		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		02.転職会議事業部サービス推進グループ		1/4/17						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300563		小松田　みなみ		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		女 オンナ		-		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-ナビ-MAR		JL-ナビ-MAR		JL-ナビ-MAR		TN-マーケ		TN-マーケ		03.転職ナビ事業部マーケティンググループ		1/18/17						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300564		稲葉　実奈美		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		女 オンナ		-		SK-事推		SK-事推		SK-事推		SK-事推		SK-事推		SK-事推		SK-事推		SK-事推		SK-事推		06.就活会議ユニット事業推進グループ		2/15/17						東京		在籍		その他		譲渡事業

		300565		中野渡　亜美		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		女 オンナ		-		JL-B-OE		JL-B-OE		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		02.転職会議事業部サービス推進グループ		2/1/17						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300567		山田　友理恵		04.契約社員		-		女 オンナ		-		経推-直		経推-直		経推-直		経推-直		経推-直		内部統制		内部統制		内部統制		内部統制		15.内部統制室		2/15/17						東京		在籍		その他		コーポレート

		300585		梨田　真知子		05.アルバイト		-		女 オンナ		-		JL-B-OE		JL-B-OE		JL-B-OE		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		02.転職会議事業部サービス推進グループ		4/5/17						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300589		小菅　夏海		03.準社員 ジュンシャイン		-		女 オンナ		-		JL-コネクト		JL-コネクト		JL-コネクト		JL-コネクト		JL-コネクト		JL-コネクト		JL-コネクト								4/12/17		7/9/19				東京		退職		その他

		300593		向井　由布子		08.業務委託 ギョウムイタク		-		女 オンナ		-		不動産-P		不動産-P		不動産-IM		不動産-IM		不動産-IM		不動産-IM		不動産-IM		不動産-IM		不動産-IM		07.不動産ユニットIESHILメディア企画グループ		4/19/17						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300595		黒澤　千裕		08.業務委託 ギョウムイタク		-		男 オトコ		-		JL-直		JL-直		JL-直		JL-直		JL-直		JL-直		JL-直		TK-直 チョク		TK-直 チョク		02.転職会議事業部		4/12/17						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300596		能登　信晴		08.業務委託 ギョウムイタク		-		男 オトコ		-		社長-直		社長-直		社長-直		社長-直		社長-直		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		12.社長室		4/17/17						東京		在籍		その他		コーポレート

		300597		趙　玲玲		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		女 オンナ		-		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		TN-SC		TN-SC		03.転職ナビ事業部セールスコンサルティンググループ		4/26/17						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300599		伊達　和美		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		女		-		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		07.不動産ユニットビジネス推進グループ		5/10/17						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300601		鷺　雄紀		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		男		-		JS-S/U-P		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		01.アルバイト事業部SEO/UXグループ		5/10/17						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300606		西端　秀考		08.業務委託 ギョウムイタク		-		男 オトコ		-		JL-TK-SRE		JL-TK-SRE		JL-TK-SRE																5/17/17		3/31/19				東京		退職		その他

		300615		山本　清士		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		男 オトコ		-		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-直		07.不動産ユニット		6/7/17						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300620		阿久津　梨花		08.業務委託 ギョウムイタク		-		女 オンナ		-		JL-TK-M2		JL-TK-M2		JL-TK-M2		JL-TK-M2		JL-TK-M2		JL-TK-M2		JL-TK-M2		TK-メディア		TK-メディア		02.転職会議事業部メディア開発グループ		7/5/17						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300629		山越　栞		08.業務委託 ギョウムイタク		-		女 オンナ		-		JL-ナビ-MAR		JL-ナビ-MAR		JL-ナビ-MAR		JL-ナビ-MAR		JL-ナビ-MAR		JL-ナビ-MAR		JL-ナビ-MAR		TN-マーケ		TN-マーケ		03.転職ナビ事業部マーケティンググループ		8/1/17						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300683		野坂　唯衣		04.契約社員		-		女 オンナ		-		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B								9/6/17		7/31/19				東京		退職		その他

		300730		原　奈緒美		05.アルバイト		-		女 オンナ		-		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		07.不動産ユニットビジネス推進グループ		9/20/17						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300734		佐藤　美希		05.アルバイト		-		女 オンナ		-		JL-B-OE		JL-B-OE		JL-B-OE		JL-B-OE		JL-B-OE		JL-B-OE		JL-B-OE		TN-直 チョク		TN-直 チョク		03.転職ナビ事業部		10/4/17						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300736		早川　哲		08.業務委託 ギョウムイタク		-		男 オトコ		-		不動産-直		不動産-直		不動産-直																10/10/17		3/31/19				東京		退職		その他

		300737		川内野　恵		08.業務委託 ギョウムイタク		-		女 オンナ		-		不動産-直		不動産-直		不動産-直																10/10/17		3/31/19				東京		退職		その他

		300738		本間　一樹		08.業務委託 ギョウムイタク		-		男 オトコ		-		不動産-直		不動産-直		不動産-直																10/10/17		3/31/19				東京		退職		その他

		300739		石井　友里恵		08.業務委託 ギョウムイタク		-		女 オンナ		-		不動産-直		不動産-直		不動産-直																10/10/17		3/31/19				東京		退職		その他

		300741		遠藤　悠姫		05.アルバイト		-		女 オンナ		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		10/11/17						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300745		藤田　友香		05.アルバイト		-		女 オンナ		-		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-直		07.不動産ユニット		10/18/17						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300748		仁平　愛実		03.準社員 ジュンシャイン		-		女 オンナ		-		SK-事推		SK-事推		SK-事推		SK-事推		SK-事推		SK-事推										11/1/17		6/30/19		2019/1/1雇用形態変更／2019/7/1雇用形態変更 コヨウケイタイヘンコウ		東京		退職		その他

		300751		奥村　あかね		07.派遣社員 ハケンシャイン		-		女 オンナ		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		11/1/17						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300755		藤　吾郎		08.業務委託 ギョウムイタク		-		男		-		新規-アプリ		新規-アプリ		新規-アプリ		新規-アプリ		新規-アプリ		新規-アプリ		新規-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		08.テクノロジカルマーケティング部ネイティブアプリグループ		10/1/17						東京		在籍		その他		コーポレート

		300775		嶋田　明雪		05.アルバイト		-		女 オンナ		-		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		02.転職会議事業部サービス推進グループ		12/6/17						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300776		石川　遼		05.アルバイト		-		男		-		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム																12/6/17		3/31/19		2019/4/1雇用形態変更 コヨウケイタイヘンコウ		東京		退職		その他

		300776		石川　遼		04.契約社員		-		男		-								経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		10.経営推進部総務グループ		12/6/17				2019/4/1雇用形態変更 コヨウケイタイヘンコウ		東京		在籍		その他		コーポレート

		300782		高見沢　徳明		08.業務委託 ギョウムイタク		-		男		-		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M												1/10/18		5/31/19				東京		退職		その他

		300784		阿部　未来		07.派遣社員 ハケンシャイン		-		女 オンナ		-		人事-中途		人事-中途		人事-中途		人事-中途		人事-中途		人事-中途		人事-中途		人事-中途						1/10/18		8/31/19				東京		退職		その他

		300785		黒瀬　理沙		07.派遣社員 ハケンシャイン		-		女 オンナ		-		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒												1/10/18		5/31/19				東京		退職		その他

		300791		小林　洋平		08.業務委託 ギョウムイタク		-		男		-		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		06.就活会議ユニットメディアグループ		1/31/18						東京		在籍		その他		譲渡事業

		300794		岡田　洋二		08.業務委託 ギョウムイタク		-		男		-		不動産-P		不動産-P		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		07.不動産ユニットDOOR賃貸グループ		2/7/18						東京		在籍		その他		譲渡事業

		300796		河原塚　有希彦		08.業務委託 ギョウムイタク		-		男		-		JL-TK-MAR		JL-TK-MAR		JL-TK-MAR		JL-TK-MAR		JL-TK-MAR		JL-TK-MAR		JL-TK-MAR		TN-マーケ		TN-マーケ		03.転職ナビ事業部マーケティンググループ		2/7/18						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300797		荒木　由希子		04.契約社員		-		女 オンナ		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		2/7/18						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300799		山根　一城		08.業務委託 ギョウムイタク		-		男		-		人事-中途 ジンジ チュウト		人事-中途 ジンジ チュウト		人事-中途 ジンジ チュウト		人事-中途 ジンジ チュウト		人事-中途 ジンジ チュウト		人事-中途 ジンジ チュウト		人事-中途 ジンジ チュウト		人事-中途 ジンジ チュウト		人事-中途 ジンジ チュウト		11.人事部中途採用グループ		11/15/17						東京		在籍		その他		コーポレート

		300802		栗山　圭		05.アルバイト		-		女 オンナ		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		3/7/18						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300803		平石　桃子		05.アルバイト		-		女 オンナ		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		3/7/18						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300807		岸良　卓哉		08.業務委託		-		男		-		不動産-P		不動産-P		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		07.不動産ユニットDOOR賃貸グループ		4/4/18						東京		在籍		その他		譲渡事業

		300808		森田　強		08.業務委託		-		男		-		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M										4/4/18		6/30/19				東京		退職		その他

		300810		伊藤　和紀		08.業務委託		-		男		-		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		TN-メディア		TN-メディア		03.転職ナビ事業部メディアグループ		4/4/18						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300820		三原　友希江		05.アルバイト		-		女		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE												5/2/18		5/31/19				東京		退職		その他

		300821		山口　和智		05.アルバイト		-		男		-		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク																		5/2/18		2/5/19				東京		退職		その他

		300822		鈴木　あかね		05.アルバイト		-		女		-		JL-B-OE		JL-B-OE		JL-B-OE																5/9/18		3/31/19		2019/4/1雇用形態変更 コヨウケイタイヘンコウ		東京		退職		その他

		300822		鈴木　あかね		04.契約社員		-		女		-								JL-B-OE		JL-B-OE		JL-B-OE		JL-B-OE		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		02.転職会議事業部サービス推進グループ		5/9/18				2019/4/1雇用形態変更 コヨウケイタイヘンコウ		東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300824		松塚　朱香		05.アルバイト		-		女		-		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		02.転職会議事業部サービス推進グループ		5/23/18						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300827		國森　良平		08.業務委託		-		男		-		経推-IT キョウ スイ		経推-IT キョウ スイ		経推-IT キョウ スイ		経推-IT キョウ スイ		経推-IT キョウ スイ		経推-IT キョウ スイ		経推-IT キョウ スイ		経推-IT キョウ スイ		経推-IT キョウ スイ		10.経営推進部コーポレートITグループ		5/30/18						東京		在籍		その他		コーポレート

		300828		樋口　孝代		05.アルバイト		-		女		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		9/9/15						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300830		天野　紗希		05.アルバイト		-		女		-		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG																6/6/18		3/31/19		2019/4/1雇用形態変更 コヨウケイタイヘンコウ		東京		退職		その他

		300830		天野　紗希		04.契約社員		-		女		-								JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		TK-AG		TK-AG		02.転職会議事業部エージェントグループ		6/6/18				2019/4/1雇用形態変更 コヨウケイタイヘンコウ		東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300833		鴨志田　愛		04.契約社員		-		女		-		JL-転ドラ テン		JL-転ドラ テン		JL-転ドラ テン		JL-転ドラ テン		JL-転ドラ テン		JL-転ドラ テン		JL-転ドラ テン		ドラフト		ドラフト		04.転職ドラフトユニット		6/20/18		9/17/19				東京		退職		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300835		小山　功		08.業務委託		-		男		-		不動産-P		不動産-P		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		07.不動産ユニットDOOR賃貸グループ		7/4/18						東京		在籍		その他		譲渡事業

		300836		清水　舞		04.契約社員		-		女		-		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		TN-SC		TN-SC		03.転職ナビ事業部セールスコンサルティンググループ		7/4/18						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300837		野田　幸花		05.アルバイト		-		女		-		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン																7/4/18		3/31/19				東京		退職		その他

		300838		山崎　大悟		07.派遣社員		-		男		-		不動産-B		不動産-B																		7/4/18		3/5/19		3/5で派遣社員としては退職・3/6より契約社員で入社 ハケンシャイン タイショク ケイヤクシャイン ニュウシャ		東京		退職		その他

		300840		森川　龍		08.業務委託		-		男		-		JS-計上/統制		JS-計上/統制		JS-計上/統制		JS-計上/統制		JS-計上/統制		JS-計上/統制		JS-計上/統制		JS-計上/統制		JS-計上/統制		01.アルバイト事業部請求計上・内部統制グループ		7/9/18						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300841		田中　俊一		08.業務委託		-		男		-		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		01.アルバイト事業部コンバージョンオプティマイズグループ		7/11/18						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300843		結城　アンナ		06.インターン		-		女 オンナ		-		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク																7/18/18		3/31/19		2019/4/1雇用形態変更 コヨウケイタイヘンコウ		東京		退職		その他

		300846		朝倉　さゆり		04.契約社員		-		女 オンナ		-		JL-B-OE		JL-B-OE		JL-B-OE		JL-B-OE		JL-B-OE		JL-B-OE		JL-B-OE		TN-直 チョク		TN-直 チョク		03.転職ナビ事業部		8/1/18						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300848		大橋　茉実		05.アルバイト		-		女 オンナ		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		8/1/18						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300849		河野　誠		08.業務委託		-		男		-		JS-基盤 キバン		JS-基盤 キバン		JS-基盤 キバン		JS-基盤 キバン		JS-基盤 キバン		JS-基盤 キバン		JS-基盤 キバン		JS-基盤 キバン		JS-基盤 キバン		01.アルバイト事業部基盤グループ		8/1/18						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300850		岡上　広		07.派遣社員		-		男		-		経推-IT キョウ スイ		経推-IT キョウ スイ		経推-IT キョウ スイ		経推-IT キョウ スイ		経推-IT キョウ スイ		経推-IT キョウ スイ		経推-IT キョウ スイ		経推-IT キョウ スイ		経推-IT キョウ スイ		10.経営推進部コーポレートITグループ		8/1/18		9/30/19				東京		在籍		その他		コーポレート

		300853		佐藤　美咲		04.契約社員		-		女		-		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		TN-SC		TN-SC		03.転職ナビ事業部セールスコンサルティンググループ		8/8/18						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300854		宍戸　絢香		05.アルバイト		-		女		-		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		06.就活会議ユニット事業推進グループ		8/8/18						東京		在籍		その他		譲渡事業

		300862		坂本　智志		08.業務委託		-		男 オトコ		-		人事-人開		人事-人開		人事-人開		人事-人開														8/15/18		4/30/19				東京		退職		その他

		300876		日出山　隆介		08.業務委託		-		男		-		JL-ナビ-M																				8/8/18		1/31/19				東京		退職		その他

		300902		西條　美穂		05.アルバイト		-		女 オンア		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		9/5/18						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300904		西部　真理映		08.業務委託		-		女 オンア		-		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		10.経営推進部		9/3/18						東京		在籍		その他		コーポレート

		300927		佐藤　万莉		06.インターン		-		女 オンア		-		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		08.テクノロジカルマーケティング部データプラットフォームグループ		9/19/18						東京		在籍		その他		コーポレート

		300929		穴見　友佳子		04.契約社員		-		女 オンナ		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE												10/3/18		5/17/19				東京		退職		その他

		300930		陶　思捷		05.アルバイト		-		男		-		ﾃｸﾏ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		08.テクノロジカルマーケティング部データプラットフォームグループ		10/3/18						東京		在籍		その他		コーポレート

		300931		北川　亮		06.インターン		-		男		-		ﾃｸﾏ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		08.テクノロジカルマーケティング部データプラットフォームグループ		10/3/18						東京		在籍		その他		コーポレート

		300932		井上　弘		08.業務委託		-		男		-		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M										10/3/18		6/30/19				東京		退職		その他

		300933		長澤　尚美		08.業務委託		-		女 オンナ		-		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M						10/3/18		8/31/19				東京		退職		その他

		300934		村上　幸子		04.契約社員		-		女 オンナ		-		ﾃｸﾏ-DM		ﾃｸﾏ-DM		ﾃｸﾏ-DM		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		TN-メディア		TN-メディア		03.転職ナビ事業部メディアグループ		10/10/18						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300936		恩田　茜		08.業務委託		-		女 オンナ		-		不動産-P		不動産-P		不動産-IM																10/17/18		3/31/19				東京		退職		その他

		300937		浅野　道人		08.業務委託		-		男		-		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG												9/17/18		5/31/19				東京		退職		その他

		300938		市川　亮		08.業務委託		-		男		-		不動産-IE		不動産-IE		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		07.不動産ユニットIESHILディベロップメントグループ		10/31/18						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300939		犬島　武彦		08.業務委託		-		男		-		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		06.就活会議ユニットメディアグループ		10/31/18						東京		在籍		その他		譲渡事業

		300940		圷　可乃		05.アルバイト		-		女 オンア		-		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン						11/7/18		8/31/19				東京		退職		その他

		300941		阿部　麻里		05.アルバイト		-		女 オンア		-		不動産-B フドウサン																				11/7/18		1/18/19				東京		退職		その他

		300942		西村　規秀		05.アルバイト		-		男		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE												11/7/18		5/31/19				東京		退職		その他

		300944		佐藤　裕美		08.業務委託		-		女 オンナ		-		新規-アプリ シンキ		新規-アプリ シンキ		新規-アプリ シンキ		新規-アプリ シンキ		新規-アプリ シンキ		新規-アプリ シンキ		新規-アプリ シンキ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		08.テクノロジカルマーケティング部ネイティブアプリグループ		11/14/18						東京		在籍		その他		コーポレート

		300945		夜差　悠理		08.業務委託		-		女 オンナ		-		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		TN-SC		TN-SC		03.転職ナビ事業部セールスコンサルティンググループ		11/15/18						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300965		段坂　英明		04.契約社員		-		男		-		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		06.就活会議ユニット営業戦略グループ		11/28/18						東京		在籍		その他		譲渡事業

		300966		早﨑　夕希		04.契約社員		-		男		-		経推-財務 キョウ スイ ザイム		経推-財務 キョウ スイ ザイム		経推-財務 キョウ スイ ザイム		経推-財務 キョウ スイ ザイム		経推-財務 キョウ スイ ザイム		経推-財務 キョウ スイ ザイム		経推-財務 キョウ スイ ザイム		経推-財務 キョウ スイ ザイム		経推-財務 キョウ スイ ザイム		10.経営推進部財務経理グループ		12/5/18						東京		在籍		その他		コーポレート

		300991		黒木　灯香里		04.契約社員		-		女		-		経推-IT キョウ スイ		経推-IT キョウ スイ		経推-IT キョウ スイ		経推-IT キョウ スイ		経推-IT キョウ スイ		経推-IT キョウ スイ		経推-IT キョウ スイ		経推-IT キョウ スイ		経推-IT キョウ スイ		10.経営推進部コーポレートITグループ		4/1/17				2019/1/1雇用形態変更 コヨウケイタイヘンコウ		東京		在籍		その他		コーポレート

		300992		山下　慶倫		08.業務委託		-		男		-		不動産-IE		不動産-IE		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID										1/9/19		6/30/19				東京		退職		その他

		300993		木内　淳子		04.契約社員		-		女		-		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		06.就活会議ユニット事業推進グループ		1/9/19						東京		在籍		その他		譲渡事業

		300994		高井　めぐみ		05.アルバイト		-		女 オンア		-				JL-B-OE		JL-B-OE		JL-B-OE		JL-B-OE		JL-B-OE		JL-B-OE		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		02.転職会議事業部サービス推進グループ		2/1/19						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300995		島村　絢音		05.アルバイト		-		女 オンア		-				JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC										2/1/19		6/28/19				東京		退職		その他

		300996		阿部　圭一		05.アルバイト		-		男		-				JL-B-直 チョク		JL-B-直 チョク																2/1/19		3/31/19				東京		退職		その他

		300997		池谷　涼		05.アルバイト		-		男		-				テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		08.テクノロジカルマーケティング部データプラットフォームグループ		2/6/19						東京		在籍		その他		コーポレート

		300998		三添　彩乃		06.インターン		-		女 オンア		-				JL-転ドラ テン		JL-転ドラ テン																2/6/19		3/31/19				東京		退職		その他

		300999		柿花　修介		07.派遣社員		-		男		-				SK-戦略		SK-戦略		SK-戦略		SK-戦略		SK-戦略		SK-戦略		SK-戦略		SK-戦略		06.就活会議ユニット営業戦略グループ		2/6/19						東京		在籍		その他		譲渡事業

		301000		久米　泰弘		08.業務委託		-		男		-				SK-M																		2/12/19		2/28/19				東京		退職		その他

		301001		飯尾　直樹		06.インターン		-		男		-				JS-直 チョク																		2/13/19		2/14/19				東京		退職		その他

		301002		猪股　美保		08.業務委託		-		女 オンア		-				JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		TK-企画		TK-企画		02.転職会議事業部プロダクト企画グループ		2/13/19						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301003		影山　夕子		04.契約社員		-		女 オンア		-						JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		TN-SC		TN-SC		03.転職ナビ事業部セールスコンサルティンググループ		3/6/19						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ																																														5/9.

		301004		乳井　宏一		08.業務委託		-		男		-						不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		07.不動産ユニットDOOR賃貸グループ		3/6/19						東京		在籍		その他		譲渡事業

		301005		山﨑　大悟 ヤマサキ		04.契約社員		-		男		-						不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		07.不動産ユニットビジネス推進グループ		3/6/19				3/5で派遣社員としては退職・3/6より契約社員で入社 ハケンシャイン タイショク ケイヤクシャイン ニュウシャ		東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301006		清水　裕也		05.アルバイト		-		男		-						SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		06.就活会議ユニット営業戦略グループ		3/6/19						東京		在籍		その他		譲渡事業

		301007		澤　葉月		04.契約社員		-		女 オンア		-						JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		TN-SC		TN-SC		03.転職ナビ事業部セールスコンサルティンググループ		3/6/19						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301008		伊藤　遼		06.インターン		-		男		-						不動産-ID																3/15/19		3/15/19				東京		退職		その他

		301009		佐藤　玲		05.アルバイト		-		女 オンア		-						JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		3/22/19						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301010		木村　辰		08.業務委託		-		男		-						JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		ドラフト		ドラフト		04.転職ドラフトユニット		3/27/19						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301011		西島　誠		08.業務委託		-		男		-								JL-TK-M2		JL-TK-M2		JL-TK-M2		JL-TK-M2		TK-メディア		TK-メディア		02.転職会議事業部メディア開発グループ		4/3/19						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301012		上原　愛弓		05.アルバイト		-		女 オンア		-								不動産-直 フドウサン チョク		不動産-直 フドウサン チョク		不動産-直 フドウサン チョク		不動産-直 フドウサン チョク		不動産-直 フドウサン チョク		不動産-直 フドウサン チョク		07.不動産ユニット		4/3/19						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301013		酒井　美樹		03.準社員 ジュンシャイン		-		女		-								人事-人開		人事-人開		人事-人開		人事-人開		人事-人開		人事-人開		11.人事部組織・人材開発グループ		3/21/17				2019/4/1雇用形態変更 コヨウケイタイヘンコウ		東京		在籍		その他		コーポレート

		301014		中野　雄一郎		05.アルバイト		-		男		-								テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		08.テクノロジカルマーケティング部データプラットフォームグループ		4/3/19		9/30/19				東京		在籍		その他		コーポレート

		301015		小田　圭位子		05.アルバイト		-		女 オンア		-								JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		4/3/19						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301016		齊藤　有紀		05.アルバイト		-		女 オンア		-								JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		4/3/19						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301017		新井　美久		05.アルバイト		-		女 オンア		-								不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン						4/3/19		8/31/19				東京		退職		その他

		301018		飯尾　直樹		06.インターン		-		男		-								不動産-ID														4/8/19		4/19/19				東京		退職		その他

		301019		古川　洋考		07.派遣社員 ハケンシャイン		-		男		-								SK-戦略		SK-戦略		SK-戦略		SK-戦略		SK-戦略		SK-戦略		06.就活会議ユニット営業戦略グループ		4/10/19		9/13/19				東京		退職		その他		譲渡事業

		301020		星野　優人		06.インターン		-		男		-								JL-ナビ-MAR														4/15/19		4/19/19				東京		退職		その他

		301022		飯尾　直樹		06.インターン		-		男		-										JS-B		JS-B		JS-B		JS-B		JS-B		01.アルバイト事業部ブランディンググループ		5/15/19						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301023		下濵　美久		05.アルバイト		-		女 オンア		-										SK-戦略		SK-戦略										5/15/19		6/28/19				東京		退職		その他

		301024		比嘉　竜一		07.派遣社員 ハケンシャイン		-		男		-										SK-戦略												5/15/19		5/27/19				東京		退職		その他

		301025		上野　麻由		04.契約社員		-		女 オンナ		-										SK-戦略		SK-戦略		SK-戦略		SK-戦略		SK-戦略		06.就活会議ユニット営業戦略グループ		5/22/19						東京		在籍		その他		譲渡事業

		301026		谷垣　悠介		04.契約社員		-		男		-												不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		07.不動産ユニットIESHILディベロップメントグループ		6/5/19						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301027		小林　幸司		08.業務委託		-		男		-												JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		TN-メディア		TN-メディア		03.転職ナビ事業部メディアグループ		6/5/19						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301028		塚田　鮎実		04.契約社員		-		女 オンナ		-														不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		07.不動産ユニットビジネス推進グループ		7/3/19						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301029		山内　小百合		04.契約社員		-		女 オンナ		-														JL-TK-直		TK-推進 スイシン		横断 オウダン		16.アライアンス横断プロジェクト		7/3/19						東京		在籍		その他		コーポレート

		301030		多田　龍馬		08.業務委託		-		男		-														新規-アプリ シンキ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		08.テクノロジカルマーケティング部ネイティブアプリグループ		7/3/19						東京		在籍		その他		コーポレート

		301031		樽川　夕夏		05.アルバイト		-		女 オンナ		-														JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		7/3/19						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301032		久保田　拓馬		08.業務委託		-		男		-														JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		01.アルバイト事業部SEO/UXグループ		7/3/19						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301033		五十嵐　紀子		08.業務委託		-		女 オンナ		-														不動産-IM		不動産-IM		不動産-IM		07.不動産ユニットIESHILメディア企画グループ		7/3/19						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301034		甲斐　友美		04.契約社員		-		女 オンナ		-														SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		06.就活会議ユニット事業推進グループ		1/15/17				2019/7/1雇用形態変更 コヨウケイタイヘンコウ		東京		在籍		その他		譲渡事業

		301035		岩切　良子		04.契約社員		-		女 オンナ		-														JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		12/1/15				2019/7/1雇用形態変更 コヨウケイタイヘンコウ		東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301036		小林　弘和		08.業務委託		-		男		-														経推-法務		経推-法務		経推-法務		10.経営推進部法務グループ		7/5/19						東京		在籍		その他		コーポレート

		301037		秋野　由佳		08.業務委託		-		女 オンナ		-														JL-B-SC		TN-SC		TN-SC		03.転職ナビ事業部セールスコンサルティンググループ		7/10/19						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301038		山浦　清透		08.業務委託		-		男		-														経戦		経戦		経戦		13.経営戦略プロジェクト		7/10/19				7/10から業務委託へ変更		東京		在籍		その他		コーポレート

		301039		及川　梓		05.アルバイト		-		女 オンナ		-														SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		06.就活会議ユニット事業推進グループ		7/17/19						東京		在籍		その他		譲渡事業

		301040		山本　光康		08.業務委託		-		男		-														JL-ナビ-M		TN-メディア		TN-メディア		03.転職ナビ事業部メディアグループ		7/17/19						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301041		夏目　康平		08.業務委託		-		男		-														新規-アプリ シンキ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		08.テクノロジカルマーケティング部ネイティブアプリグループ		7/24/19		9/30/19				東京		在籍		その他		コーポレート

		301042		瀬尾　拓馬		07.派遣社員 ハケンシャイン		-		男		-														人事-中途 ジンジ チュウト		人事-中途 ジンジ チュウト		人事-中途 ジンジ チュウト		11.人事部中途採用グループ		7/24/19		9/10/19				東京		退職		その他		コーポレート

		301043		渡邉　絢子		08.業務委託		-		女 オンナ		-														SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		06.就活会議ユニット事業推進グループ		7/25/19						東京		在籍		その他		譲渡事業

		301044		藤井　博久		08.業務委託		-		男		-																ドラフト		ドラフト		04.転職ドラフトユニット		8/7/19						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301045		志賀　奎太		06.インターン		-		男		-																SK-M						8/5/19		8/16/19				東京		退職		その他

		301046		栗山　純平		06.インターン		-		男		-																TK-メディア						8/5/19		8/16/19				東京		退職		その他

		301047		夏井　佳裕		08.業務委託		-		男		-																		TN-メディア		03.転職ナビ事業部メディアグループ		9/4/19						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301048		森内　瑞香		04.契約社員		-		女 オンナ		-																		SK-事推 コト スイ		06.就活会議ユニット事業推進グループ		9/4/19						東京		在籍		その他		譲渡事業

		301049		朴　基元		08.業務委託		-		男		-																ドラフト		ドラフト		04.転職ドラフトユニット		8/7/19						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301050		堀　雄太		06.インターン		-		男		-																テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		08.テクノロジカルマーケティング部ネイティブアプリグループ		8/19/19		9/13/19				東京		退職		その他		コーポレート

		301052		西川　初音		04.契約社員		-		女 オンナ		-																		人事-中途		11.人事部中途採用グループ		9/11/19						東京		在籍		その他		コーポレート

		301053		津田　夏美		04.契約社員		-		女 オンナ		-																		SK-事推 コト スイ		06.就活会議ユニット事業推進グループ		9/4/19						東京		在籍		その他		譲渡事業

		301054		杉山　美代子		04.契約社員		-		女 オンナ		-																		人事-人開 ジンジ ジンカイ		11.人事部組織・人材開発グループ		9/4/19						東京		在籍		その他		コーポレート

		301055		野本 直輝		08.業務委託		-		男		-																テクマ-直 チョク		テクマ-直 チョク		08.テクノロジカルマーケティング部		8/21/19						東京		在籍		その他		コーポレート

		301056		井関　禎朗		06.インターン		-		男		-																		不動産-ID		07.不動産ユニットIESHILディベロップメントグループ		9/2/19		9/13/19				東京		退職		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301057		飯田　拓馬		06.インターン		-		男		-																		不動産-ID		07.不動産ユニットIESHILディベロップメントグループ		9/2/19		10/4/19				東京		退職		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301058		柏原　功太郎		06.インターン		-		男		-																		不動産-ID		07.不動産ユニットIESHILディベロップメントグループ		9/2/19		9/27/19				東京		退職		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301059		安田　一平		06.インターン		-		男		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ		11.人事部新卒採用グループ		9/5/19		9/7/19				東京		退職		その他		コーポレート

		301060		上坂　尚樹		06.インターン		-		男		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ		11.人事部新卒採用グループ		9/5/19		9/7/19				東京		退職		その他		コーポレート

		301061		上久保　航志		06.インターン		-		男		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ		11.人事部新卒採用グループ		9/5/19		9/7/19				東京		退職		その他		コーポレート

		301062		保坂　純		06.インターン		-		男		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ		11.人事部新卒採用グループ		9/5/19		9/7/19				東京		退職		その他		コーポレート

		301063		丸山　迅		06.インターン		-		男		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ		11.人事部新卒採用グループ		9/5/19		9/7/19				東京		退職		その他		コーポレート

		301064		中村　一智		06.インターン		-		男		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ		11.人事部新卒採用グループ		9/5/19		9/7/19				東京		退職		その他		コーポレート

		301065		石坂　樹央		06.インターン		-		男		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ		11.人事部新卒採用グループ		9/5/19		9/7/19				東京		退職		その他		コーポレート

		301066		北出　弥雅		06.インターン		-		男		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ		11.人事部新卒採用グループ		9/5/19		9/7/19				東京		退職		その他		コーポレート

		301067		笹近　亮太		06.インターン		-		男		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ		11.人事部新卒採用グループ		9/5/19		9/7/19				東京		退職		その他		コーポレート

		301068		近　汐莉		06.インターン		-		女 オンナ		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ		11.人事部新卒採用グループ		9/5/19		9/7/19				東京		退職		その他		コーポレート

		301069		渡邊　純大		06.インターン		-		男		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ		11.人事部新卒採用グループ		9/5/19		9/7/19				東京		退職		その他		コーポレート

		301070		島貫　幹太		06.インターン		-		男		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ		11.人事部新卒採用グループ		9/5/19		9/7/19				東京		退職		その他		コーポレート

		301071		森口　日菜		06.インターン		-		女 オンナ		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ		11.人事部新卒採用グループ		9/5/19		9/7/19				東京		退職		その他		コーポレート

		301073		廣瀬　由悟		06.インターン		-		男		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ		11.人事部新卒採用グループ		9/5/19		9/7/19				東京		退職		その他		コーポレート

		301074		星村　拓実		06.インターン		-		男		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ		11.人事部新卒採用グループ		9/5/19		9/7/19				東京		退職		その他		コーポレート

		301075		加世　興平		06.インターン		-		男		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ		11.人事部新卒採用グループ		9/5/19		9/7/19				東京		退職		その他		コーポレート

		301076		石田　健人		06.インターン		-		男		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ		11.人事部新卒採用グループ		9/5/19		9/7/19				東京		退職		その他		コーポレート

		301077		谷口　祐実子		06.インターン		-		女 オンナ		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ		11.人事部新卒採用グループ		9/5/19		9/7/19				東京		退職		その他		コーポレート

		301078		福井　直人		06.インターン		-		男		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ		11.人事部新卒採用グループ		9/5/19		9/7/19				東京		退職		その他		コーポレート

		301079		髙田　航希		06.インターン		-		男		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ		11.人事部新卒採用グループ		9/5/19		9/7/19				東京		退職		その他		コーポレート

		301080		柳沢　拓		08.業務委託		-		男 オトコ																				経推-IT キョウ スイ		10.経営推進部コーポレートITグループ		9/1/19						東京		在籍		その他		コーポレート

		301081		片岡　大飛		08.業務委託		-		男 オトコ																				経推-IT キョウ スイ		10.経営推進部コーポレートITグループ		9/1/19						東京		在籍		その他		コーポレート

		301082		成田　大耀		08.業務委託		-		男 オトコ																				経推-IT キョウ スイ		10.経営推進部コーポレートITグループ		9/1/19						東京		在籍		その他		コーポレート

		301083		新保　直樹		08.業務委託 ギョウム イタク		-		男 オトコ																				TK-企画		02.転職会議事業部プロダクト企画グループ		9/11/19						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301085		金藤　圭汰		06.インターン		-		男		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ		11.人事部新卒採用グループ		9/19/19		9/21/19				東京		退職		その他		コーポレート

		301086		松原　大雅		06.インターン		-		男		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ		11.人事部新卒採用グループ		9/19/19		9/21/19				東京		退職		その他		コーポレート

		301087		佐藤　諒		06.インターン		-		男		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ		11.人事部新卒採用グループ		9/19/19		9/21/19				東京		退職		その他		コーポレート

		301088		塩谷　隆太		06.インターン		-		男		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ		11.人事部新卒採用グループ		9/19/19		9/21/19				東京		退職		その他		コーポレート

		301089		小林　健人		06.インターン		-		男		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ		11.人事部新卒採用グループ		9/19/19		9/21/19				東京		退職		その他		コーポレート

		301091		安倍　大裕		06.インターン		-		男		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ		11.人事部新卒採用グループ		9/19/19		9/21/19				東京		退職		その他		コーポレート

		301092		高橋　裕駿		06.インターン		-		男		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ		11.人事部新卒採用グループ		9/19/19		9/21/19				東京		退職		その他		コーポレート

		301094		有須　元紀		06.インターン		-		男		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ		11.人事部新卒採用グループ		9/19/19		9/21/19				東京		退職		その他		コーポレート

		301095		天谷　航平		06.インターン		-		男		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ		11.人事部新卒採用グループ		9/19/19		9/21/19				東京		退職		その他		コーポレート

		301096		杉山　祐里奈		06.インターン		-		女 オンナ		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ		11.人事部新卒採用グループ		9/19/19		9/21/19				東京		退職		その他		コーポレート

		301097		稲村　麟		06.インターン		-		男		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ		11.人事部新卒採用グループ		9/19/19		9/21/19				東京		退職		その他		コーポレート

		301099		山嵜　晴貴		06.インターン		-		男		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ		11.人事部新卒採用グループ		9/19/19		9/21/19				東京		退職		その他		コーポレート

		301100		立野　大晟		06.インターン		-		男		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ		11.人事部新卒採用グループ		9/19/19		9/21/19				東京		退職		その他		コーポレート

		301101		福岡　勇祐		06.インターン		-		男		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ		11.人事部新卒採用グループ		9/19/19		9/21/19				東京		退職		その他		コーポレート

		301103		河嶋　丈富		06.インターン		-		男		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ		11.人事部新卒採用グループ		9/19/19		9/21/19				東京		退職		その他		コーポレート

		301105		相澤　杏果		06.インターン		-		女 オンナ		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ		11.人事部新卒採用グループ		9/19/19		9/21/19				東京		退職		その他		コーポレート

		301106		岡村　壮真		06.インターン		-		男		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ		11.人事部新卒採用グループ		9/19/19		9/21/19				東京		退職		その他		コーポレート

		301107		久保田　陸		06.インターン		-		男		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ		11.人事部新卒採用グループ		9/19/19		9/21/19				東京		退職		その他		コーポレート

		301108		橋本　瑞希		06.インターン		-		男		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ		11.人事部新卒採用グループ		9/19/19		9/21/19				東京		退職		その他		コーポレート

		301109		横田　直樹		06.インターン		-		男		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ		11.人事部新卒採用グループ		9/19/19		9/21/19				東京		退職		その他		コーポレート

		301110		田村　佳苗 カナエ		04.契約社員		-		女 オンナ		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ		11.人事部新卒採用グループ		9/25/19						東京		在籍		その他		コーポレート

		301111		山崎　健太 ヤマザキ ケンタ		06.インターン		-		男		-																		テクマ-I		08.テクノロジカルマーケティング部インフラストラクチャーグループ		9/30/19		10/11/19				東京		退職		その他		コーポレート

		410055		首藤　梓		07.派遣社員 ハケンシャイン		-		女 オンナ		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		2/19/14						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ
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tc={52D200BF-0EF9-4C56-849B-388DA528CF20}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    青:役員
水色:正社員
黄緑:アルバイト・契約社員・準社員
黄色:派遣社員
グレー:業務委託		氏名 シメイ		雇用形態 コヨウ ケイタイ		役職 ヤクショク		性別 セイベツ		職種 ショクシュ		1月		2月		3月		4月 ガツ		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ		8月 ガツ		9月 ガツ		10月 ガツ		11月 ガツ		12月		部署		入社日 ニュウシャビ		退職日 タイショクビ		備考 ビコウ		拠点 キョテン		在籍 ザイセキ		職種 ショクシュ		部門 ブモン

		100001		村上　太一		00.取締役 トリシマリヤク		-		男 オトコ		-		取締役 トリシマリヤク		取締役 トリシマリヤク		取締役 トリシマリヤク		取締役 トリシマリヤク		取締役 トリシマリヤク		取締役 トリシマリヤク		取締役 トリシマリヤク		取締役 トリシマリヤク		取締役 トリシマリヤク		取締役 トリシマリヤク		取締役 トリシマリヤク		取締役 トリシマリヤク		-		2/8/06						東京		在籍		その他

		100002		桂　大介		02.正社員 セイシャイン		PL		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JS-B		JS-B		JS-B		JS-B		デザイン		デザイン		デザイン		デザイン		デザイン		デザイン		デザイン		デザイン		15.経営デザインプロジェクト		2/8/06						東京		在籍		企画系		コーポレート

		100004		江原　準一		01.監査役 カンサヤク		-		男 オトコ		-		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		-		-						東京		在籍		その他

		100127		本田　浩之		00.取締役 トリシマリヤク		-		男 オトコ		-		取締役 トリシマリヤク		取締役 トリシマリヤク		取締役 トリシマリヤク																						-		3/28/19		退任日：2019/03/28 タイニン ビ		東京		退職		その他

		110002		尾崎　充		01.監査役 カンサヤク		-		男 オトコ		-		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		-		-						東京		在籍		その他

		110003		片山　典之		01.監査役 カンサヤク		-		男 オトコ		-						監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		-		-				就任日：2019/03/28 シュウニン ビ		東京		在籍		その他

		110004		吉澤　尚		01.監査役 カンサヤク		-		男 オトコ		-		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク																						-		3/28/19		退任日：2019/03/28 タイニン ビ		東京		退職		その他

		110005		淡輪　敬三		00.取締役 トリシマリヤク		-		男 オトコ		-		取締役 トリシマリヤク		取締役 トリシマリヤク		取締役 トリシマリヤク		取締役 トリシマリヤク		取締役 トリシマリヤク		取締役 トリシマリヤク		取締役 トリシマリヤク		取締役 トリシマリヤク		取締役 トリシマリヤク		取締役 トリシマリヤク		取締役 トリシマリヤク		取締役 トリシマリヤク		-		-						東京		在籍		その他

		110006		池田　純		00.取締役 トリシマリヤク		-		男 オトコ		-		取締役 トリシマリヤク		取締役 トリシマリヤク		取締役 トリシマリヤク																						-		3/28/19		退任日：2019/03/28 タイニン ビ		東京		退職		その他

		200015		土屋　雅行		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JS-S/U-P		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U						6/15/09		11/22/19				東京		退職		企画系

		200025		正池　慎		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト		04.転職ドラフトユニット		4/1/10						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200032		春日　太志		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JS-基盤		JS-基盤		JS-基盤		JS-基盤		JS-基盤		JS-基盤		JS-基盤		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		08.テクノロジカルマーケティング部インフラストラクチャーグループ		9/1/10						東京		在籍		企画系		コーポレート

		200035		加藤　めぐみ		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		企画		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		TK-企画		TK-企画		TK-企画		TK-直 チョク		TK-直 チョク		02.転職会議事業部		4/1/11						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200037		福田　絵里		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JL-TK-SRE		JL-TK-SRE		JL-TK-SRE		JL-TK-SRE		JL-TK-SRE		JL-TK-SRE		JL-TK-SRE		TK-基盤		TK-基盤		TK-基盤		TK-基盤		TK-基盤		02.転職会議事業部基盤開発グループ		4/1/11						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200040		佐藤　洋輔		02.正社員 セイシャイン		GL		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		03.転職ナビ事業部メディアグループ		6/7/11						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200045		松栄　友希		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		企画		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		ドラフト												10/1/11		8/31/19				東京		退職		企画系

		200046		月島　まりも		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		企画		JS-S/U-P		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		不動産-IM		不動産-IM		不動産-IM		不動産-IM		不動産-IM		07.不動産ユニットIESHILメディア企画グループ		11/21/11						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200049		松井　佐帆		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		企画		不動産-フィル		不動産-フィル		不動産-フィル		不動産-フィル		不動産-フィル		不動産-フィル		不動産-フィル		不動産-フィル		不動産-フィル		不動産-フィル		不動産-フィル						12/14/11		11/26/19				東京		退職		企画系

		200053		風間　麻理子		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		企画		新規-アプリ		新規-アプリ		新規-アプリ		SK-直 チョク		SK-直 チョク		SK-直 チョク		SK-直 チョク		SK-直 チョク		SK-直 チョク		SK-直 チョク		SK-直 チョク		SK-直 チョク		06.就活会議ユニット		2/13/12						東京		在籍		企画系		譲渡事業

		200057		武田　吉正		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		企画		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		03.転職ナビ事業部		4/1/12		12/31/19				東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200058		稲田　満津美		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		管理		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務																		4/1/12		5/23/19				東京		退職		その他

		200064		尾沢　綾子		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		企画		不動産-P		不動産-P		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		07.不動産ユニットDOOR賃貸グループ		6/18/12						東京		在籍		企画系		譲渡事業

		200065		福澤　真生子		02.正社員 セイシャイン		GL		女 オンナ		営業		SK-事推		SK-事推		SK-事推		SK-事推		SK-事推		SK-事推		SK-事推		SK-事推		SK-事推		SK-事推		SK-事推		SK-事推		06.就活会議ユニット事業推進グループ		7/1/12						東京		在籍		その他		譲渡事業

		200072		細井　広太郎		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		企画		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		TK-直 チョク		TK-直 チョク		TK-直 チョク		TK-直 チョク		TK-直 チョク		02.転職会議事業部		1/1/13						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200076		工藤　祐司		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		06.就活会議ユニットメディアグループ		2/1/13						東京		在籍		企画系		譲渡事業

		200082		山浦　清透		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ														4/1/13		7/9/19		7/10から業務委託へ変更 ギョウムイタク ヘンコウ		東京		退職		企画系

		200085		竹馬　力		02.正社員 セイシャイン		GL		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		不動産-IE		不動産-IE		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		07.不動産ユニットIESHILディベロップメントグループ		5/1/13						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200087		志賀　響子		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		企画		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-直		07.不動産ユニット		5/1/13						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200090		吉永　浩二		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		不動産-P		不動産-P		不動産-IM		不動産-IM		不動産-IM		不動産-IM		不動産-IM		不動産-IM		不動産-IM		不動産-IM		不動産-IM		不動産-IM		07.不動産ユニットIESHILメディア企画グループ		5/13/13						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200092		谷村　琢也		02.正社員 セイシャイン		部長		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		テクマ-直 チョク		テクマ-直 チョク		テクマ-直 チョク		テクマ-直 チョク		テクマ-直 チョク		テクマ-直 チョク		テクマ-直 チョク		テクマ-直 チョク		テクマ-直 チョク		テクマ-直 チョク		テクマ-直 チョク		テクマ-直 チョク		08.テクノロジカルマーケティング部		6/1/13						東京		在籍		企画系		コーポレート

		200094		福島　健二		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		営業		JL-コネクト																										7/1/13		1/31/19				東京		退職		その他

		200096		澁谷　拓		02.正社員 セイシャイン		UL		男 オトコ		企画		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-直		07.不動産ユニット		8/1/13						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200103		水谷　敏貴		02.正社員 セイシャイン		GL		男 オトコ		管理		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		10.経営推進部財務経理グループ		10/1/13						東京		在籍		その他		コーポレート

		200114		高久　聡子		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		管理		人事-直		人事-直		人事-直		人事-直		人事-直		人事-直		人事-直														2/1/14		7/31/19				東京		退職		その他

		200116		眞鍋　考平		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		営業		JL-コネクト																										3/20/14		1/23/19				東京		退職		その他

		200118		中西　晶大		02.正社員 セイシャイン		GL		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JL-TK-SRE		JL-TK-SRE		JL-TK-SRE		JL-TK-SRE		JL-TK-SRE		JL-TK-SRE		JL-TK-SRE		TK-基盤		TK-基盤		TK-基盤		TK-基盤		TK-基盤		02.転職会議事業部基盤開発グループ		4/1/14						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200120		松原　慧		02.正社員 セイシャイン		GL		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JS-計上/統制		JS-計上/統制		JS-計上/統制		JS-計上/統制		JS-計上/統制		JS-計上/統制		JS-計上/統制		JS-計上/統制		JS-計上/統制		JS-計上/統制		JS-計上/統制		JS-計上/統制		01.アルバイト事業部請求計上・内部統制グループ		4/1/14						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200123		篠原　拓人		02.正社員 セイシャイン		TL		男 オトコ		営業		JS-BA																										4/1/14		1/22/19				東京		退職		その他

		200124		稲留　駿介		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		06.就活会議ユニットメディアグループ		4/1/14						東京		在籍		企画系		譲渡事業

		200126		遠藤　正幸		02.正社員 セイシャイン		部長		男 オトコ		管理		JL-直		JL-直		JL-直		JL-直		JL-直		JL-直		人事-直		人事-直		人事-直		人事-直		人事-直		人事-直		12.人事部		4/21/14						東京		在籍		その他		コーポレート

		200128		遠藤　太一		02.正社員 セイシャイン		PL		男 オトコ		管理		経戦 ケイセン		経戦 ケイセン		経戦 ケイセン		経戦 ケイセン		経戦 ケイセン		経戦 ケイセン		経戦 ケイセン		経戦 ケイセン		経戦 ケイセン		経戦 ケイセン		経戦 ケイセン		経戦 ケイセン		14.経営戦略プロジェクト		5/1/14						東京		在籍		その他		コーポレート

		200130		吉武　正史		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		ﾃｸﾏ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		08.テクノロジカルマーケティング部データプラットフォームグループ		6/1/14						東京		在籍		企画系		コーポレート

		200136		坂本　沙織		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		管理		人事-人開		人事-人開		人事-人開																						7/1/14		3/14/19				東京		退職		その他

		200139		中里　基		00.取締役 トリシマリヤク		部長		男 オトコ		-		経推-直		経推-直		経推-直		経推-直		経推-直		経推-直		経推-直		経推-直		経推-直		経推-直		経推-直		経推-直		10.経営推進部		8/1/14						東京		在籍		その他		コーポレート

		200142		宮本　亜矢子		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		管理		社長-直		社長-直		社長-直		社長-直																				9/1/14		4/14/19				東京		退職		その他

		200144		渋谷　篤史		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		管理		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒																		9/16/14		5/31/19				東京		退職		その他

		200145		大波　誠		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		07.不動産ユニットフィルライフプロジェクト		10/1/14						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200146		早坂　まゆみ		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		企画		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト		04.転職ドラフトユニット		10/1/14						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200149		島田　俊介		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト						10/1/14		11/30/19				東京		退職		企画系

		200150		松家　弘樹		02.正社員 セイシャイン		TL		男 オトコ		管理		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		10.経営推進部財務経理グループ		8/3/10						東京		在籍		その他		コーポレート

		200152		高橋　梨菜		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		管理		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		10.経営推進部総務グループ		11/1/14						東京		在籍		その他		コーポレート

		200153		龍崎　美和子		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JS-S/U-C		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		01.アルバイト事業部SEO/UXグループ		11/1/14						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200154		石渡　崇之		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		管理		経推-直		経推-直		経推-直		経推-直		経推-直		経推-直		経推-直														11/25/14		7/3/19				東京		退職		その他

		200158		海野　拓		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		13.社長室		12/15/14						東京		在籍		企画系		コーポレート

		200164		眞崎　久美子		02.正社員 セイシャイン		GL		女 オンナ		管理		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-法務 キョウ スイ ホウム		経推-法務 キョウ スイ ホウム		経推-法務 キョウ スイ ホウム		経推-法務 キョウ スイ ホウム		経推-法務 キョウ スイ ホウム		経推-法務 キョウ スイ ホウム		経推-法務 キョウ スイ ホウム		10.経営推進部法務グループ		2/1/15						東京		在籍		その他		コーポレート

		200166		高橋　宏平		02.正社員 セイシャイン		部長		男 オトコ		企画		JS-直		JS-直		JS-直		JS-直		JS-直		JS-直		JS-直		JS-直		JS-直		JS-直		JS-直		JS-直		01.アルバイト事業部		2/1/15						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200167		星野　里季		02.正社員 セイシャイン		部長		男 オトコ		企画		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-ナビ-直		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		03.転職ナビ事業部		2/9/15						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200168		臼井　久仁子		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		管理		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		10.経営推進部財務経理グループ		3/1/15						東京		在籍		その他		コーポレート

		200169		芳賀　一生		02.正社員 セイシャイン		部長		男 オトコ		企画		JL-直		JL-直		JL-直		JL-直		JL-直		JL-直		JL-直		TK-直 チョク		TK-直 チョク		TK-直 チョク		TK-直 チョク		TK-直 チョク		02.転職会議事業部		3/1/15						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200172		末吉　真治		02.正社員 セイシャイン		TL		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		03.転職ナビ事業部メディアグループ		3/1/15						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200175		金原　寛顕		02.正社員 セイシャイン		GL		男 オトコ		管理		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		10.経営推進部総務グループ		3/23/15						東京		在籍		その他		コーポレート

		200179		久米　泰弘		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		SK-M		SK-M																								4/1/15		2/8/19				東京		退職		企画系

		200182		内山　高広		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JS-直		JS-直		JS-直		JS-直		JS-直		JS-直		JS-直		JS-直		JS-直		JS-直								4/1/15		10/14/19				東京		退職		企画系

		200184		横井　淳史		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		管理		JL-直		JL-直		JL-直		JL-直		JL-直		JL-直		JL-転ドラ テン		経戦 ケイセン		経戦 ケイセン										4/1/15		9/30/19				東京		退職		その他

		200185		鹿山　洋一		02.正社員 セイシャイン		GL		男 オトコ		管理		人事-中途		人事-中途		人事-人開		人事-人開		人事-人開		人事-人開		人事-人開		人事-人開		人事-人開		人事-中途 チュウト		人事-中途 チュウト		人事-中途 チュウト		12.人事部中途採用グループ		4/1/15						東京		在籍		その他		コーポレート

		200186		村上　康雄		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		ﾃｸﾏ-DP																										4/1/15		1/6/19				東京		退職		企画系

		200188		榊原　勇斗		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		営業		JL-コネクト																										4/1/15		1/31/19				東京		退職		その他

		200193		西田　頼子		02.正社員 セイシャイン		GL		女 オンナ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JL-TK-M2		JL-TK-M2		JL-TK-M2		JL-TK-M2		JL-TK-M2		JL-TK-M2		JL-TK-M2		TK-メディア		TK-メディア		TK-メディア		TK-メディア		TK-メディア		02.転職会議事業部メディア開発グループ		5/1/15						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200197		野本　直輝		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		ﾃｸﾏ-DP		ﾃｸﾏ-DP		ﾃｸﾏ-DP																						6/1/15		3/31/19				東京		退職		企画系

		200198		中野　悦史		02.正社員 セイシャイン		GL		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		08.テクノロジカルマーケティング部インフラストラクチャーグループ		6/1/15						東京		在籍		企画系		コーポレート

		200200		谷川　さやか		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		管理		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		12.人事部新卒採用グループ		6/1/15						東京		在籍		その他		コーポレート

		200202		柏　淳一朗		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JL-TK-SRE		JL-TK-SRE		JL-TK-SRE		JL-TK-SRE		JL-TK-SRE		JL-TK-SRE		JL-TK-SRE		TK-基盤		TK-基盤		TK-基盤		TK-基盤		TK-基盤		02.転職会議事業部基盤開発グループ		6/15/15						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200204		檜山　麻衣子		02.正社員 セイシャイン		GL		女 オンナ		CS		JS-OE		JS-OE		JS-OE																						12/13/10		3/31/19				東京		退職		その他

		200206		木下　康生		02.正社員 セイシャイン		TL		男 オトコ		企画		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M																								7/1/15		2/28/19				東京		退職		企画系

		200211		増田　彩		02.正社員 セイシャイン		副GL		女 オンナ		管理		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		12.人事部新卒採用グループ		8/1/15						東京		在籍		その他		コーポレート

		200214		熱海　裕一		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		営業		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		TK-AG												8/1/15		8/31/19				東京		退職		その他

		200216		松本　聖司		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		営業		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-SC						8/15/15		11/26/19				東京		退職		その他

		200217		平井　伴弥		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		営業		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク												8/15/15		8/1/19				東京		退職		その他

		200220		上野　ゆう希		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		管理		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		10.経営推進部財務経理グループ		8/24/15						東京		在籍		その他		コーポレート

		200221		岡　陽介		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JL-TK-M1		JL-TK-M1		JL-TK-M1		JL-TK-M1		JL-TK-M1		JL-TK-M1		JL-TK-M1		TK-基盤		TK-基盤		TK-基盤		TK-基盤		TK-基盤		02.転職会議事業部基盤開発グループ		9/1/15						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200228		岸良　腕		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		企画		JL-転ドラ テン		JL-転ドラ テン		JL-転ドラ テン		JL-転ドラ テン		JL-転ドラ テン		JL-転ドラ テン		JL-転ドラ テン		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト		04.転職ドラフトユニット		9/15/15		12/31/19				東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200230		弓削　友人		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		CS(宮崎)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG										9/1/15		9/30/19				東京		退職		その他

		200231		山内　雅斗		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JL-TK-SRE		JL-TK-SRE		JL-TK-SRE		JL-TK-SRE		JL-TK-SRE		JL-TK-SRE		JL-TK-SRE		TK-基盤		TK-基盤		TK-基盤		TK-基盤		TK-基盤		02.転職会議事業部基盤開発グループ		9/1/15						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200237		飯田　智美		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-M2		JL-TK-M2		TK-企画		TK-企画		TK-企画		TK-企画		TK-企画		02.転職会議事業部プロダクト企画グループ		10/1/15						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200238		岩田　泰明		02.正社員 セイシャイン		TL		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		不動産-P		不動産-P		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		07.不動産ユニットDOOR賃貸グループ		10/1/15						東京		在籍		企画系		譲渡事業

		200239		長田　智也		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JL-TK-M2		JL-TK-M2		JL-TK-M2		JL-TK-M2		JL-TK-M2		JL-TK-M2		JL-TK-M2		TK-メディア		TK-メディア		TK-メディア		TK-メディア		TK-メディア		02.転職会議事業部メディア開発グループ		10/1/15						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200240		竹本　将気		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		ﾃｸﾏ-I		ﾃｸﾏ-I		ﾃｸﾏ-I		ﾃｸﾏ-I																				10/1/15		4/30/19				東京		退職		企画系

		200241		松原　秀治		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		ﾃｸﾏ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP						10/1/15		11/30/19				東京		退職		企画系

		200242		金子　宏太		02.正社員 セイシャイン		GL		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		新規-アプリ		新規-アプリ		新規-アプリ		新規-アプリ		新規-アプリ		新規-アプリ		新規-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		08.テクノロジカルマーケティング部ネイティブアプリグループ		10/1/15						東京		在籍		企画系		コーポレート

		200246		太田　浩二		02.正社員 セイシャイン		TL		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		01.アルバイト事業部コンバージョンオプティマイズグループ		10/15/15						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200247		新島　涼		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		営業		JL-コネクト		JL-コネクト		JL-コネクト		JL-コネクト		JL-コネクト		JL-コネクト		JL-コネクト														10/15/15		7/31/19				東京		退職		その他

		200250		水野　和弥		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		01.アルバイト事業部コンバージョンオプティマイズグループ		11/1/15						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200252		岩切　良子		02.正社員 セイシャイン		副GL		女 オンナ		CS(宮崎)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)																12/1/15		6/30/19		2019/7/1雇用形態変更 コヨウケイタイヘンコウ		東京		退職		その他

		200253		河野　浩子		02.正社員 セイシャイン		副TL		女 オンナ		企画(宮崎) ミヤザキ		宮崎-SP(JS)		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		05.宮崎ユニット		12/1/15						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200256		宮田　真莉子		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		CS(宮崎)		宮崎-ナコウド(TN) ミヤザキ		宮崎-ナコウド(TN) ミヤザキ		宮崎-ナコウド(TN) ミヤザキ		宮崎-ナコウド(TN) ミヤザキ		宮崎-ナコウド(TN) ミヤザキ		宮崎-ナコウド(TN) ミヤザキ		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		05.宮崎ユニットエージェントグループ		12/1/15						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200261		川名　正吾		02.正社員 セイシャイン		副UL フク		男 オトコ		企画		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-直 フドウサン チョク		不動産-直 フドウサン チョク		不動産-直 フドウサン チョク		不動産-直 フドウサン チョク		不動産-直 フドウサン チョク		不動産-直 フドウサン チョク		不動産-直 フドウサン チョク		不動産-直 フドウサン チョク		07.不動産ユニット		12/16/15						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200262		渕上　雄介		02.正社員 セイシャイン		GL		男 オトコ		営業		JS-BA		JS-BA		JS-BA		JS-BA		JS-BA		JS-BA		JS-BA		JS-BA		JS-BA		JS-BA		JS-BA		JS-BA		01.アルバイト事業部ビジネスアライアンスグループ		1/1/16						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200268		稲垣　景子		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		企画		不動産-P		不動産-P		不動産-IM		不動産-IM		不動産-IM		不動産-IM		不動産-IM		不動産-IM		不動産-IM		不動産-IM		不動産-IM		不動産-IM		07.不動産ユニットIESHILメディア企画グループ		4/1/14		12/31/19				東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200269		大倉　潤也		02.正社員 セイシャイン		UL		男 オトコ		企画		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		TK-AG		TK-AG		TK-AG		ドラフト		ドラフト		04.転職ドラフトユニット		7/3/12						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200271		前田　美香夏 マエダ		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		CS(宮崎)		宮崎-BS(TN)		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		05.宮崎ユニットセールスグループ		1/15/16						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200275		原　美穂		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		CS(宮崎)		宮崎-BS(TN)		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-JL ミヤザキ		宮崎-JL ミヤザキ		宮崎-JL ミヤザキ		宮崎-JL ミヤザキ		宮崎-JL ミヤザキ		宮崎-JL ミヤザキ		05.宮崎ユニットキャリア事業サポートグループ		2/15/16						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200276		西村　仁志		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		営業		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		TK-AG		TK-AG		TK-AG		TK-AG		TK-AG		02.転職会議事業部エージェントグループ		2/15/16						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200280		花泉　真由美		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		CS(宮崎)		宮崎-SL(JS)		宮崎-SL(JS)		宮崎-SL(JS)		宮崎-SL(JS)		宮崎-SL(JS)		宮崎-SL(JS)		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		05.宮崎ユニットアルバイト事業サポートグループ		3/1/16						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200281		合田　朋矢		02.正社員 セイシャイン		TL		男 オトコ		CS(宮崎)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		05.宮崎ユニットアルバイト事業サポートグループ		3/1/16						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200283		沼口　優衣華		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		CS(宮崎)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		05.宮崎ユニットアルバイト事業サポートグループ		3/7/16						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200284		黒木　爽		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		CS(宮崎)		宮崎-BS(TN)		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL														3/15/16		7/31/19				東京		退職		その他

		200286		井上　裕之		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		新規-アプリ		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		06.就活会議ユニットメディアグループ		4/1/16						東京		在籍		企画系		譲渡事業

		200287		田中　祥太郎		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		ﾃｸﾏ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		08.テクノロジカルマーケティング部データプラットフォームグループ		4/1/16						東京		在籍		企画系		コーポレート

		200288		堤下　薫		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		新規-アプリ		新規-アプリ		新規-アプリ		新規-アプリ		新規-アプリ		新規-アプリ		新規-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		08.テクノロジカルマーケティング部ネイティブアプリグループ		4/1/16						東京		在籍		企画系		コーポレート

		200289		水野　拓		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		08.テクノロジカルマーケティング部インフラストラクチャーグループ		4/1/16						東京		在籍		企画系		コーポレート

		200291		小沼　陸		02.正社員 セイシャイン		TL		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		不動産-IE		不動産-IE		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		07.不動産ユニットIESHILディベロップメントグループ		4/1/16						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200292		渡部　陽貴		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JL-TK-M1		JL-TK-M1		JL-TK-M1		JL-TK-M1		JL-TK-M1		JL-TK-M1		JL-TK-M1		TK-メディア		TK-メディア		TK-メディア		TK-メディア		TK-メディア		02.転職会議事業部メディア開発グループ		4/1/16		12/14/19				東京		退職		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200293		平野　千夏		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		企画		JS-B		JS-B		JS-B		JS-B		JS-B		JS-B		JS-B		JS-B		JS-B		JS-B		JS-B		JS-B		01.アルバイト事業部ブランディンググループ		4/1/16		1/31/20				東京		退職		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200295		井上　滉也		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		CS		宮崎-BS(TN)		JL-B-OE		JL-B-OE		JL-ナビ-直		JL-ナビ-直		JL-ナビ-直		JL-ナビ-直		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド						4/1/16		11/30/19				東京		退職		その他

		200296		羽山　慎一		02.正社員 セイシャイン		GL		男 オトコ		管理		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		12.人事部新卒採用グループ		4/1/16						東京		在籍		その他		コーポレート

		200298		渡部　雄大		02.正社員 セイシャイン		UL		男 オトコ		企画		SK-直		SK-直		SK-直		SK-直		SK-直		SK-直		SK-直		SK-直		SK-直		SK-直		SK-直		SK-直		06.就活会議ユニット		4/1/16						東京		在籍		企画系		譲渡事業

		200300		橋本　朱里		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		CS(宮崎)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		05.宮崎ユニットアルバイト事業サポートグループ		4/1/16						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200301		浦本　譲		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		営業		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-BA		JS-BA		JS-BA		JS-BA		JS-BA		01.アルバイト事業部ビジネスアライアンスグループ		8/1/14						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200302		大谷　崇介		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		企画		JL-ナビ-MAR		JL-ナビ-MAR		JL-ナビ-MAR		JL-ナビ-MAR		JL-ナビ-MAR		JL-ナビ-MAR		JL-ナビ-MAR		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		03.転職ナビ事業部		9/3/14						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200303		鵜戸西　真紀		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		CS(宮崎)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		05.宮崎ユニットアルバイト事業サポートグループ		4/15/16						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200304		大賀　百恵		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		CS(宮崎)		宮崎-BS(TN)		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		05.宮崎ユニットセールスグループ		4/15/16						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200305		山本　忠利		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		CS(宮崎)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		05.宮崎ユニットアルバイト事業サポートグループ		4/15/16						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200306		渡邊　可奈子		02.正社員 セイシャイン		TL		女 オンナ		CS(宮崎)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		05.宮崎ユニットエージェントグループ		4/15/16		12/9/19				宮崎		退職		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200307		兒玉　祥子 コダマ		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		CS(宮崎)		宮崎-BS(TN)		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-JS		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		05.宮崎ユニットキャリア事業サポートグループ		4/15/16						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200308		小島　貴之		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		TK-直 チョク		TK-直 チョク		TK-直 チョク		TK-直 チョク		TK-直 チョク		02.転職会議事業部		5/1/16						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200309		須貝　俊		02.正社員 セイシャイン		TL		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		不動産-IE		不動産-IE		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		07.不動産ユニットIESHILディベロップメントグループ		5/1/16						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200310		伊東　理		02.正社員 セイシャイン		GL		男 オトコ		CS(宮崎)		宮崎-BS(TN)		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL ミヤザキ		宮崎-SL ミヤザキ		宮崎-SL ミヤザキ		宮崎-SL ミヤザキ		宮崎-SL ミヤザキ		宮崎-SL ミヤザキ		05.宮崎ユニットセールスグループ		5/1/16						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200311		網　由香		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		CS(宮崎)		宮崎-BS(TN)		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-JL ミヤザキ		宮崎-JL ミヤザキ		宮崎-JL ミヤザキ		宮崎-JL ミヤザキ		宮崎-JL ミヤザキ		宮崎-JL ミヤザキ		05.宮崎ユニットキャリア事業サポートグループ		5/1/16						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200312		北原　洋一		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		ﾃｸﾏ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		08.テクノロジカルマーケティング部データプラットフォームグループ		6/1/16						東京		在籍		企画系		コーポレート

		200317		吉田　晃子		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		CS(宮崎)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		05.宮崎ユニットエージェントグループ		6/15/16						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200318		大塚　宏之		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		営業		JS-BA		JS-BA		JS-BA		JS-BA		JS-BA		JS-BA		JS-BA		JS-BA		JS-BA										6/22/16		9/30/19				東京		退職		その他

		200320		青山　成貴		02.正社員 セイシャイン		UL		男 オトコ		企画(宮崎)		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		05.宮崎ユニット		9/8/14						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200321		福留　夏美		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		CS(宮崎)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)																		7/15/16		5/31/19				東京		退職		その他

		200322		坂下　弘行		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		CS(宮崎)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		05.宮崎ユニットエージェントグループ		7/15/16		12/31/19				宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200323		野中　海月		02.正社員 セイシャイン		TL		男 オトコ		CS(宮崎)		宮崎-BS(TN)		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		05.宮崎ユニットキャリア事業サポートグループ		8/1/16						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200326		中石　彩 ナカイシ		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		CS(宮崎)		宮崎-BS(TN)		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		05.宮崎ユニットセールスグループ		8/15/16						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200328		青山　輝		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JS-基盤		JS-基盤		JS-基盤		JS-基盤		JS-基盤		JS-基盤		JS-基盤		JS-基盤		JS-基盤		JS-計上/統制		JS-計上/統制		JS-計上/統制		01.アルバイト事業部請求計上・内部統制グループ		8/22/16						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200329		佐藤　誠		02.正社員 セイシャイン		TL		男 オトコ		CS(宮崎)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG										9/1/16		9/30/19				東京		退職		その他

		200331		福永　亜由美		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		CS(宮崎)		宮崎-BS(TN)		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		05.宮崎ユニットセールスグループ		9/1/16						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200332		佐藤　陽平		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		CS(宮崎)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)																9/1/16		6/30/19				東京		退職		その他

		200333		松葉　奈緒子		02.正社員 セイシャイン		TL		女 オンナ		企画(宮崎) ミヤザキ		宮崎-SP(JS)		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		05.宮崎ユニット		9/1/16						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200336		永澤　歩		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		管理		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		10.経営推進部		9/1/16						東京		在籍		その他		コーポレート

		200338		永原　良治		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		企画(宮崎) ミヤザキ		宮崎-SP(JS)		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直										9/1/16		9/30/19				東京		退職		その他

		200339		中村　早耶子		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		CS(宮崎)		宮崎-SL(JS)		宮崎-SL(JS)		宮崎-SL(JS)		宮崎-SL(JS)		宮崎-SL(JS)		宮崎-SL(JS)		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		05.宮崎ユニットアルバイト事業サポートグループ		9/1/16						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200340		高野　瑶子		02.正社員 セイシャイン		TL		女 オンナ		CS		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		6/16/11						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200341		澳本　竜子		02.正社員 セイシャイン		GL		女 オンナ		営業		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		01.アルバイト事業部クライアントコンサルティンググループ		6/22/11						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200342		森山　雅子		02.正社員 セイシャイン		TL		女 オンナ		CS		JS-OE		JS-OE		JS-OE																						5/1/14		3/31/19				東京		退職		その他

		200343		水野　聡子		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		管理		経推-直		経推-直		経推-直		経推-直		経推-直		内部統制		内部統制		内部統制		内部統制		内部統制		内部統制		内部統制		16.内部統制室		10/1/14						東京		在籍		その他		コーポレート

		200344		岡部　翔悟		02.正社員 セイシャイン		TL		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JS-S/U-C		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		01.アルバイト事業部SEO/UXグループ		10/1/16						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200345		松倉　翔吾		02.正社員 セイシャイン		TL		男 オトコ		営業		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC																10/1/16		6/30/19				東京		退職		その他

		200346		椎名　卓弥		02.正社員 セイシャイン		GL		男 オトコ		営業		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		TK-AG		TK-AG		TK-AG		TK-AG		TK-AG		02.転職会議事業部エージェントグループ		10/1/16						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200347		古川　千智		02.正社員 セイシャイン		TL		女 オンナ		CS(宮崎)		宮崎-BS(TN)		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL ミヤザキ		宮崎-SL ミヤザキ		宮崎-SL ミヤザキ		宮崎-SL ミヤザキ		宮崎-SL ミヤザキ		宮崎-SL ミヤザキ		05.宮崎ユニットセールスグループ		10/15/16						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200348		藤井　有希 フジイ		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		企画(宮崎) ミヤザキ		宮崎-BS(TN)		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		05.宮崎ユニット		10/15/16						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200349		宮永　利保		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		CS(宮崎)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		05.宮崎ユニットアルバイト事業サポートグループ		10/15/16						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200352		古瀬　賢一		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		企画		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		TK-直 チョク		TK-直 チョク		TK-直 チョク		TK-直 チョク		TK-直 チョク		02.転職会議事業部		11/1/16		1/17/20				東京		退職		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200354		後藤　鉄平		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		企画(宮崎) ミヤザキ		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-JS		宮崎-直 ミヤザキ チョク		宮崎-直 ミヤザキ チョク		宮崎-直 ミヤザキ チョク		宮崎-直 ミヤザキ チョク		宮崎-直 ミヤザキ チョク		05.宮崎ユニット		11/1/16						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200355		甲斐　弘樹		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		CS(宮崎)		宮崎-SL(JS)		宮崎-SL(JS)		宮崎-SL(JS)		宮崎-SL(JS)		宮崎-SL(JS)		宮崎-SL(JS)		宮崎-SL														11/1/16		7/31/19				東京		退職		その他

		200358		寺本　奈津子		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		営業		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		TK-AG		TK-AG		TK-AG		TK-AG		TK-AG		02.転職会議事業部エージェントグループ		12/1/16						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200359		小山田　愛理		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		営業		JL-コネクト		JL-コネクト		JL-コネクト		JL-コネクト		JL-コネクト		JL-コネクト		横断		横断		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		01.アルバイト事業部クライアントコンサルティンググループ		12/1/16						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200362		高村　弥希		02.正社員 セイシャイン		副GL フク		男 オトコ		営業		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		07.不動産ユニットビジネス推進グループ		1/1/17						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200363		斉藤　右弥		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		管理		経戦 ケイセン		経戦 ケイセン		経戦 ケイセン		経戦 ケイセン		経戦 ケイセン		経戦 ケイセン		経戦 ケイセン		経戦 ケイセン		経戦 ケイセン		経戦 ケイセン		経戦 ケイセン		経戦 ケイセン		14.経営戦略プロジェクト		1/1/17						東京		在籍		その他		コーポレート

		200364		井上　祥多		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		CS(宮崎)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)																				1/1/17		4/14/19				東京		退職		その他

		200365		甲斐　友美		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		CS(宮崎)		宮崎-SP(TK)		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ																1/15/17		6/30/19		2019/7/1雇用形態変更 コヨウケイタイヘンコウ		東京		退職		その他

		200366		鈴木　公貴		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		CS(宮崎)		宮崎-SL(JS)		宮崎-SL(JS)		宮崎-SL(JS)		宮崎-SL(JS)																				1/1/17		4/23/19				東京		退職		その他

		200371		中島　さゆり		02.正社員 セイシャイン		GL		女 オンナ		CS		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		6/1/14						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200372		澁谷　亮一		02.正社員 セイシャイン		TL		男 オトコ		CS(宮崎)		JL-B-SC		JL-B-SC		宮崎-SL(JS)		宮崎-SL(JS)		宮崎-SL(JS)		宮崎-SL(JS)		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		05.宮崎ユニットアルバイト事業サポートグループ		1/1/15						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200374		小山　勇		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		企画		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト		04.転職ドラフトユニット		2/4/15						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200375		千葉　大樹		02.正社員 セイシャイン		副GL		男 オトコ		CS		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		10/1/14						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200377		小野　香織		02.正社員 セイシャイン		副TL		女		CS(宮崎)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		05.宮崎ユニットアルバイト事業サポートグループ		2/1/17						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200378		二階　智美		02.正社員 セイシャイン		-		女		CS(宮崎)		宮崎-BS(TN)		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		05.宮崎ユニットキャリア事業サポートグループ		2/1/17						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200380		結城　宏次郎 ユウキ		02.正社員 セイシャイン		-		男		CS(宮崎)		宮崎-BS(TN)		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		05.宮崎ユニットキャリア事業サポートグループ		2/1/17						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200382		小畑　賢一		02.正社員 セイシャイン		-		男		営業		JL-コネクト		JL-コネクト																								2/1/17		2/28/19				東京		退職		その他

		200383		井出　香織		02.正社員 セイシャイン		-		女		企画		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-直 フドウサン チョク		不動産-直 フドウサン チョク		不動産-直 フドウサン チョク		不動産-直 フドウサン チョク		不動産-直 フドウサン チョク		不動産-直 フドウサン チョク		不動産-直 フドウサン チョク		不動産-直 フドウサン チョク		07.不動産ユニット		2/15/17						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200384		矢崎　憲太		02.正社員 セイシャイン		-		男		企画		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		TK-AG		TK-AG		TK-AG		ドラフト		ドラフト		04.転職ドラフトユニット		2/15/17						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200385		荻原　昂彦		02.正社員 セイシャイン		-		男		企画		JS-直		JS-直		JS-直																						2/18/17		3/18/19				東京		退職		企画系

		200386		金土　太一		02.正社員 セイシャイン		GL		男		管理		人事-人開		人事-人開		人事-人開		人事-人開		人事-人開		人事-人開		人事-人開		人事-人開		人事-人開		人事-人開		人事-人開		人事-人開		12.人事部組織・人材開発グループ		3/1/17						東京		在籍		その他		コーポレート

		200389		岩田　美樹		02.正社員 セイシャイン		-		女		CS(宮崎)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		05.宮崎ユニットアルバイト事業サポートグループ		3/1/17						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200390		酒井　美樹		02.正社員 セイシャイン		-		女		管理		人事-人開		人事-人開		人事-人開																						3/21/17		3/31/19		2019/4/1雇用形態変更 コヨウケイタイヘンコウ		東京		退職		その他

		200391		小池  俊光		02.正社員 セイシャイン		PL		男		企画		不動産-フィル		不動産-フィル		不動産-フィル		不動産-フィル		不動産-フィル		不動産-フィル		不動産-フィル		不動産-フィル		不動産-フィル		不動産-フィル		不動産-フィル		不動産-フィル		07.不動産ユニットフィルライフプロジェクト		3/15/17						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200392		岡田　大空		02.正社員 セイシャイン		-		男		営業		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		01.アルバイト事業部クライアントコンサルティンググループ		4/1/17						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200395		山下　悠介		02.正社員 セイシャイン		-		男		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JL-TK-M2		JL-TK-M2		JL-TK-M2		JL-TK-M2		JL-TK-M2		JL-TK-M2		JL-TK-M2		TK-メディア		TK-メディア		TK-メディア		TK-メディア		TK-メディア		02.転職会議事業部メディア開発グループ		4/1/17						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200396		渡辺　晴仁		02.正社員 セイシャイン		-		男		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JS-S/U-C		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		01.アルバイト事業部SEO/UXグループ		4/1/17						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200397		陳　鈞		02.正社員 セイシャイン		-		男		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		不動産-IE		不動産-IE		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		07.不動産ユニットIESHILディベロップメントグループ		4/1/17						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200398		瀬戸口　竜		02.正社員 セイシャイン		-		男		営業		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		01.アルバイト事業部クライアントコンサルティンググループ		4/1/17						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200400		東　進之介		02.正社員 セイシャイン		-		男		企画		JL-TK-MAR		JL-TK-MAR		JL-TK-MAR		JL-TK-MAR		JL-TK-MAR		JL-TK-MAR		JL-TK-MAR		TK-企画		TK-企画		TK-企画		TK-企画		TK-企画		02.転職会議事業部プロダクト企画グループ		4/1/17						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200401		横倉　一真		02.正社員 セイシャイン		-		男		営業		SK-事推		SK-事推		SK-事推		SK-事推		SK-事推		SK-事推																4/1/17		6/5/19				東京		退職		その他

		200402		小林　直樹		02.正社員 セイシャイン		-		男		営業		JS-BA		JS-BA		JS-BA		JS-BA		JS-BA		JS-BA		JS-BA		JS-BA		JS-BA		JS-BA		JS-BA		JS-BA		01.アルバイト事業部ビジネスアライアンスグループ		4/1/17						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200403		大橋　若葉		02.正社員 セイシャイン		-		女		企画		不動産-P		不動産-P		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-IM		07.不動産ユニットIESHILメディア企画グループ		4/1/17						東京		在籍		企画系		譲渡事業

		200405		中垣　智晴		02.正社員 セイシャイン		-		男		企画		JS-CV		JS-CV		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-直 チョク		JS-直 チョク		JS-直 チョク		JS-直 チョク		JS-直 チョク		JS-直 チョク		01.アルバイト事業部		4/1/17						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200407		萩原　大地		02.正社員 セイシャイン		-		男		企画		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		07.不動産ユニットフィルライフプロジェクト		4/1/17						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200408		森川　なな子		02.正社員 セイシャイン		-		女		営業		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG														4/1/17		7/31/19				東京		退職		その他

		200409		鎌田　有也		02.正社員 セイシャイン		-		男		営業		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		07.不動産ユニットビジネス推進グループ		4/1/17		12/31/19				東京		在籍		その他		譲渡事業

		200410		五十嵐　理紗		02.正社員 セイシャイン		-		女		管理		JS-BA		JS-BA		JS-BA		JS-BA		JS-BA		JS-BA		JS-BA		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		12.人事部新卒採用グループ		4/1/17						東京		在籍		その他		コーポレート

		200411		髙畠　悠		02.正社員 セイシャイン		-		男		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JS-B		JS-B		JS-B		JS-B		JS-B		JS-B		JS-B		JS-B		JS-B		JS-B		JS-B		JS-B		01.アルバイト事業部ブランディンググループ		4/1/17						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200412		内河　亮介		02.正社員 セイシャイン		-		男		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		08.テクノロジカルマーケティング部インフラストラクチャーグループ		4/1/17						東京		在籍		企画系		コーポレート

		200415		日髙　直子		02.正社員 セイシャイン		-		女		CS(宮崎)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		05.宮崎ユニットキャリア事業サポートグループ		4/1/17						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200416		村松　晃司		02.正社員 セイシャイン		TL		男		CS(宮崎)		宮崎-BS(TN)		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		05.宮崎ユニットキャリア事業サポートグループ		4/1/17						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200417		中薗　優夏		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		CS(宮崎)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SL(JS)		宮崎-SL(JS)		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		05.宮崎ユニットセールスグループ		4/1/17						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200418		藤本　規江		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		CS(宮崎)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		05.宮崎ユニットキャリア事業サポートグループ		4/1/17						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200419		久保　勇斗		02.正社員 セイシャイン		副TL		男		CS(宮崎)		宮崎-BS(TN)		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		05.宮崎ユニットセールスグループ		4/1/17						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200420		吉田　早紀		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		CS(宮崎)		宮崎-BS(TN)		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-JL		宮崎-JL												4/1/17		8/25/19				東京		退職		その他

		200421		坂元　理紗		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		CS(宮崎)		宮崎-BS(TN)		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		05.宮崎ユニットセールスグループ		4/1/17						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200422		今別府　健太		02.正社員 セイシャイン		-		男		CS(宮崎)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		05.宮崎ユニットエージェントグループ		4/1/17						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200424		戸田　道弥		02.正社員 セイシャイン		-		男		CS(宮崎)		宮崎-BS(TN)		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL(TN) ミヤザキ		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		05.宮崎ユニットセールスグループ		4/1/17						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200425		神田　怜		02.正社員 セイシャイン		-		男		営業		JL-コネクト		JL-コネクト		JL-コネクト		JL-コネクト		JL-コネクト		JL-コネクト		JL-コネクト														8/15/16		7/25/19				東京		退職		その他

		200427		橋本　祐樹		02.正社員 セイシャイン		-		男		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		ﾃｸﾏ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		08.テクノロジカルマーケティング部データプラットフォームグループ		4/15/17						東京		在籍		企画系		コーポレート

		200429		松下　加奈		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		企画(宮崎) ミヤザキ		宮崎-BS(TN)		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直												4/15/17		8/31/19				東京		退職		その他

		200430		後藤　悠		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		CS(宮崎)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		05.宮崎ユニットエージェントグループ		4/15/17						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200431		内田　沙織		02.正社員 セイシャイン		-		女		CS(宮崎)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		05.宮崎ユニットエージェントグループ		5/1/17						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200432		岡﨑　沙織		02.正社員 セイシャイン		-		女		CS(宮崎)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)																						5/1/17		3/31/19				東京		退職		その他

		200434		三島　拓也		02.正社員 セイシャイン		-		男		企画		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト		04.転職ドラフトユニット		5/1/17						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200437		速水　大祐		02.正社員 セイシャイン		-		男		営業		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC																5/1/17		6/30/19				東京		退職		その他

		200439		川俣　晴嗣		02.正社員 セイシャイン		-		男		CS(宮崎)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		05.宮崎ユニットエージェントグループ		5/1/17						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200440		中島　唯		02.正社員 セイシャイン		TL		女 オンナ		CS(宮崎)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		05.宮崎ユニットキャリア事業サポートグループ		5/15/17						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200442		廣川　瑞季		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		企画		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト		04.転職ドラフトユニット		5/15/17						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200444		浜砂　佑紀		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		CS(宮崎)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		05.宮崎ユニットキャリア事業サポートグループ		6/1/17						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200448		新妻　巧朗		02.正社員 セイシャイン		TL		男		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JS-S/U-C		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U								6/1/17		10/28/19				東京		退職		企画系

		200449		石山　宏幸		02.正社員 セイシャイン		-		男		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		03.転職ナビ事業部メディアグループ		6/1/17						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200451		角田　玲生		02.正社員 セイシャイン		-		男		営業		JL-B-AL		JL-B-AL		JL-B-AL		JL-B-AL		JL-B-AL		JL-B-AL		JL-B-AL		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		02.転職会議事業部サービス推進グループ		6/15/17						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200452		長澤　駿		02.正社員 セイシャイン		-		男		営業		JL-コネクト		JL-コネクト		JL-コネクト		JL-コネクト		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		TK-AG		TK-AG		TK-AG		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		02.転職会議事業部サービス推進グループ		6/15/17						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200453		大村　恵依子		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		管理		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-法務 キョウ スイ ホウム		経推-法務 キョウ スイ ホウム		経推-法務 キョウ スイ ホウム		経推-法務 キョウ スイ ホウム		経推-法務 キョウ スイ ホウム		経推-法務 キョウ スイ ホウム		経推-法務 キョウ スイ ホウム		10.経営推進部法務グループ		7/1/17						東京		在籍		その他		コーポレート

		200454		前山　一仁		02.正社員 セイシャイン		-		男		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JL-TK-M2		JL-TK-M2		JL-TK-M2		JL-TK-M2		JL-TK-M2		JL-TK-M2		JL-TK-M2		TK-メディア		TK-メディア		TK-メディア		TK-メディア		TK-メディア		02.転職会議事業部メディア開発グループ		7/1/17						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200456		水谷　聡志		02.正社員 セイシャイン		-		男		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JL-TK-M2		JL-TK-M2		JL-TK-M2		JL-TK-M2		JL-TK-M2		JL-TK-M2		JL-TK-M2		TK-基盤		TK-基盤		TK-基盤		TK-基盤		TK-基盤		02.転職会議事業部基盤開発グループ		7/1/17						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200457		中村　宏道		02.正社員 セイシャイン		GL		男 オトコ		営業		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		06.就活会議ユニット営業戦略グループ		2/26/15						東京		在籍		その他		譲渡事業

		200458		武藤　可奈子		02.正社員 セイシャイン		TL		女 オンナ		企画		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		01.アルバイト事業部コンバージョンオプティマイズグループ		7/1/13						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200459		西野　彰浩		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		営業		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC										4/1/13		9/30/19				東京		退職		その他

		200460		佐々木　晋哉		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		ﾃｸﾏ-DM		テクマ-DM		テクマ-DM		テクマ-DM		テクマ-DM		テクマ-DM		テクマ-DM		テクマ-DM		テクマ-DM		テクマ-DM		テクマ-DM		テクマ-DM		08.テクノロジカルマーケティング部データマーケティンググループ		7/1/17						東京		在籍		企画系		コーポレート

		200461		立和田　文華		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		企画(宮崎)		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		05.宮崎ユニット		7/1/17						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200462		菅野　裕		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JL-TK-M1		JL-TK-M1		JL-TK-M1		JL-TK-M1		JL-TK-M1		JL-TK-M1		JL-TK-M1		TK-メディア		TK-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		03.転職ナビ事業部メディアグループ		7/15/17				10/1部署間移動 ブショ カン イドウ		東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200463		山本　雄大		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JS-直		JS-直		JS-直		JS-CV		JS-CV																		7/15/17		5/9/19				東京		退職		企画系

		200464		神保　力也		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		営業		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG																						8/1/17		3/31/19				東京		退職		その他

		200465		中村　愛美		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JL-TK-M1		JL-TK-M1		JL-TK-M1		JL-TK-M1		JL-TK-M1		JL-TK-M1		JL-TK-M1		TK-基盤		TK-基盤		TK-基盤		TK-基盤		TK-基盤		02.転職会議事業部基盤開発グループ		8/1/17						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200466		高橋　拓太郎		02.正社員 セイシャイン		GL		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		ﾃｸﾏ-DM		テクマ-DM		テクマ-DM		テクマ-DM		テクマ-DM		テクマ-DM		テクマ-DM		テクマ-DM		テクマ-DM		テクマ-DM		テクマ-DM		テクマ-DM		08.テクノロジカルマーケティング部データマーケティンググループ		8/1/17						東京		在籍		企画系		コーポレート

		200467		黒川　智		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JS-計上/統制		JS-計上/統制		JS-計上/統制																						9/1/17		3/21/19				東京		退職		企画系

		200468		菊池　裕貴		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		営業		JL-コネクト		JL-コネクト		JL-コネクト		JL-コネクト		JL-コネクト		JL-B-AL		JL-B-AL		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		02.転職会議事業部サービス推進グループ		9/1/17						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200471		徳丸　永久		02.正社員 セイシャイン		GL		男		CS(宮崎)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		05.宮崎ユニットエージェントグループ		9/15/17						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200472		興梠　洋祐		02.正社員 セイシャイン		-		男		CS(宮崎)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-AG		宮崎-AG												9/15/17		8/31/19				東京		退職		その他

		200473		小柳　周太		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		営業		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		横断		横断		横断		横断		横断		横断		17.アライアンス横断プロジェクト		10/1/17						東京		在籍		その他		コーポレート

		200474		松尾　明仁		02.正社員 セイシャイン		副GL		男 オトコ		CS(宮崎)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		05.宮崎ユニットエージェントグループ		10/1/17						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200476		田村　周		02.正社員 セイシャイン		TL		男 オトコ		営業		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		01.アルバイト事業部クライアントコンサルティンググループ		6/1/16						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200477		根岸　優貴		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-マーケ		TN-マーケ		03.転職ナビ事業部マーケティンググループ		6/17/15						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200478		井上　大輝		02.正社員 セイシャイン		TL		男 オトコ		CS(宮崎)		宮崎-SL(JS)		宮崎-SL(JS)		宮崎-SL(JS)		宮崎-SL(JS)		宮崎-SL(JS)		宮崎-SL(JS)		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		05.宮崎ユニットセールスグループ		10/15/17						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200479		白川　みちる		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直																						11/1/17		3/31/19				東京		退職		企画系

		200480		阿部　紘志		02.正社員 セイシャイン		TL		男 オトコ		営業		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-SC		03.転職ナビ事業部セールスコンサルティンググループ		11/1/17						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200481		田中　彰誉		02.正社員 セイシャイン		TL		男 オトコ		営業		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-SC		03.転職ナビ事業部セールスコンサルティンググループ		11/1/17						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200482		井上　拓哉		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ														11/1/17		7/31/19				東京		退職		企画系

		200483		盛武　宏樹		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		CS(宮崎)		宮崎-BS(TN)		宮崎-SL(TN) ミヤザキ																								11/1/17		2/28/19				東京		退職		その他

		200486		井手　奈々美		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		CS(宮崎)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		05.宮崎ユニットアルバイト事業サポートグループ		12/1/17						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200487		楢木　鈴乃		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		CS(宮崎)		宮崎-SP(JS)		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-SL		宮崎-SL		05.宮崎ユニットセールスグループ		12/15/17						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200489		黒木　省后		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		企画(宮崎)		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		05.宮崎ユニット		12/15/17						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200490		平野　幸太		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		CS(宮崎)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		05.宮崎ユニットエージェントグループ		12/15/17						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200491		渡辺　もも		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		不動産-IE		不動産-IE		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		07.不動産ユニットIESHILディベロップメントグループ		12/15/17						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200492		松田　多恵子		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		CS(宮崎)		宮崎-BS(TN)		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		05.宮崎ユニットキャリア事業サポートグループ		10/1/15						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200493		大垣　麻衣		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JS-S/U-C		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		01.アルバイト事業部SEO/UXグループ		1/1/18						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200495		大内　聖也		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JL-TK-M2		JL-TK-M2		JL-TK-M2		JL-TK-M2		JL-TK-M2		JL-TK-M2		JL-TK-M2		TK-基盤		TK-基盤		TK-基盤		TK-基盤		TK-基盤		02.転職会議事業部基盤開発グループ		1/1/18						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200496		林　丞玹		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		TK-企画												1/1/18		8/31/19				東京		退職		企画系

		200497		杉田　翔		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		CS(宮崎)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		05.宮崎ユニットセールスグループ		3/2/16						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200498		今村　香澄		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		企画(宮崎)		宮崎-SP(JS)		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		05.宮崎ユニット		2/1/18						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200499		林　義也		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		08.テクノロジカルマーケティング部インフラストラクチャーグループ		2/15/18						東京		在籍		企画系		コーポレート

		200500		中村　勇斗		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		管理		人事-人開 ジンジ ジンカイ																										3/1/18		1/31/19				東京		退職		その他

		200501		岩屋　勝美		02.正社員 セイシャイン		-		男 オトコ		管理		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-法務 キョウ スイ ホウム		経推-法務 キョウ スイ ホウム														3/1/18		7/31/19				東京		退職		その他

		200502		前田　夏樹		02.正社員 セイシャイン		-		男		企画		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		TK-AG		TK-AG		TK-AG		ドラフト		ドラフト		04.転職ドラフトユニット		4/1/18						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200503		荒川　慎太郎		02.正社員 セイシャイン		-		男		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		06.就活会議ユニットメディアグループ		4/1/18						東京		在籍		企画系		譲渡事業

		200504		望月　歩		02.正社員 セイシャイン		-		男		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JS-計上/統制		JS-計上/統制		JS-計上/統制		JS-計上/統制		JS-計上/統制		JS-計上/統制		JS-計上/統制		JS-計上/統制		JS-計上/統制		JS-計上/統制		JS-計上/統制		JS-計上/統制		01.アルバイト事業部請求計上・内部統制グループ		4/1/18						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200505		城川　勇汰		02.正社員 セイシャイン		-		男		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JL-TK-M1		JL-TK-M1		JL-TK-M1		JL-TK-M1		JL-TK-M1		JL-TK-M1		JL-TK-M1		TK-基盤		TK-基盤		TK-基盤		TK-基盤		TK-基盤		02.転職会議事業部基盤開発グループ		4/1/18						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200506		加藤　壮馬		02.正社員 セイシャイン		-		男		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		新規-アプリ シンキ		新規-アプリ シンキ		新規-アプリ シンキ		新規-アプリ シンキ		新規-アプリ シンキ		新規-アプリ シンキ		新規-アプリ シンキ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		08.テクノロジカルマーケティング部ネイティブアプリグループ		4/1/18						東京		在籍		企画系		コーポレート

		200507		池田　尭弘		02.正社員 セイシャイン		-		男		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JL-TK-M1		JL-TK-M1		JL-TK-M1		JL-TK-M1		JL-TK-M1		JL-TK-M1		JL-TK-M1		TK-メディア		TK-メディア		TK-メディア		TK-メディア		TK-メディア		02.転職会議事業部メディア開発グループ		4/1/18						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200508		海野　恵凜那		02.正社員 セイシャイン		-		女		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		03.転職ナビ事業部メディアグループ		4/1/18						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200509		榊　天翔		02.正社員 セイシャイン		-		男		企画		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		01.アルバイト事業部SEO/UXグループ		4/1/18						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200510		林　智宏		02.正社員 セイシャイン		-		男		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		ﾃｸﾏ-DM		テクマ-DM		テクマ-DM		テクマ-DM		テクマ-DM		テクマ-DM		テクマ-DM		テクマ-DM		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		03.転職ナビ事業部マーケティンググループ		4/1/18						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200511		安　賢洙		02.正社員 セイシャイン		TL		男		企画		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		03.転職ナビ事業部		4/1/18						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200512		福田　拓哉 フクダ		02.正社員 セイシャイン		-		男		営業		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG																				4/1/18		4/30/19				東京		退職		その他

		200513		水城　美冠		02.正社員 セイシャイン		-		女		営業		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC								4/1/18		10/4/19				東京		退職		その他

		200514		石川　晃輔		02.正社員 セイシャイン		-		男		営業		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		07.不動産ユニットビジネス推進グループ		4/1/18						東京		在籍		その他		譲渡事業

		200515		丹羽　祥太		02.正社員 セイシャイン		副TL		男		営業		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-SC		03.転職ナビ事業部セールスコンサルティンググループ		4/1/18						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200517		塩原　正隆		02.正社員 セイシャイン		-		男		企画		JS-S/U-P		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-直		JS-直		JS-直		JS-直		JS-直		JS-直		01.アルバイト事業部		4/1/18						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200519		伊藤　豪		02.正社員 セイシャイン		-		男		営業		JL-B-AL		JL-B-AL		JL-B-AL		JL-B-AL		JL-B-AL		JL-B-AL		JL-B-AL		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		02.転職会議事業部サービス推進グループ		4/1/18						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200520		川上　真未		02.正社員 セイシャイン		-		女		営業		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		07.不動産ユニットビジネス推進グループ		4/1/18						東京		在籍		その他		譲渡事業

		200521		上形　淳		02.正社員 セイシャイン		-		男		営業		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-SC		TN-SC		03.転職ナビ事業部セールスコンサルティンググループ		4/1/18		12/23/19				東京		退職		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200522		内藤　隆		02.正社員 セイシャイン		-		男		営業		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク																4/1/18		6/17/19				東京		退職		その他

		200523		吉田　実樹		02.正社員 セイシャイン		-		女		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		新規-アプリ シンキ		新規-アプリ シンキ		新規-アプリ シンキ		新規-アプリ シンキ		新規-アプリ シンキ		新規-アプリ シンキ		新規-アプリ シンキ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		08.テクノロジカルマーケティング部ネイティブアプリグループ		5/15/18						東京		在籍		企画系		コーポレート

		200524		坂本　絢		02.正社員 セイシャイン		-		女		企画(宮崎) ミヤザキ		宮崎-直 ミヤザキ チョク		宮崎-直 ミヤザキ チョク		宮崎-直 ミヤザキ チョク		宮崎-直 ミヤザキ チョク		宮崎-直 ミヤザキ チョク		宮崎-直 ミヤザキ チョク		宮崎-直 ミヤザキ チョク		宮崎-直 ミヤザキ チョク		宮崎-直 ミヤザキ チョク		宮崎-直 ミヤザキ チョク		宮崎-直 ミヤザキ チョク		宮崎-直 ミヤザキ チョク		05.宮崎ユニット		5/15/18						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200526		伊賀　純		02.正社員 セイシャイン		-		男		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		01.アルバイト事業部コンバージョンオプティマイズグループ		6/1/18						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200527		山崎　弘之		02.正社員 セイシャイン		-		男		企画		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		TK-企画		TK-企画		TK-企画		TK-直 チョク		TK-直 チョク		02.転職会議事業部		6/1/18						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200528		森川　直緒		02.正社員 セイシャイン		-		男		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		08.テクノロジカルマーケティング部インフラストラクチャーグループ		7/1/18						東京		在籍		企画系		コーポレート

		200530		山河　和輝		02.正社員 セイシャイン		-		男		営業		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		06.就活会議ユニット営業戦略グループ		7/1/18						東京		在籍		その他		譲渡事業

		200531		逆瀬川　英宣		02.正社員 セイシャイン		GL		男		CS(宮崎)		宮崎-BS(TN)		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-JL ミヤザキ		宮崎-JL ミヤザキ		宮崎-JL ミヤザキ		宮崎-JL ミヤザキ		宮崎-JL ミヤザキ		宮崎-JL ミヤザキ		05.宮崎ユニットキャリア事業サポートグループ		3/19/14						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200532		中村　厳太		02.正社員 セイシャイン		TL		男		営業		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		07.不動産ユニットビジネス推進グループ		10/14/15						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200533		岩下　真介		02.正社員 セイシャイン		-		男		営業		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		01.アルバイト事業部クライアントコンサルティンググループ		8/1/18						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200534		奥野　次朗		02.正社員 セイシャイン		室長		男		管理		経推-IT キョウ スイ		経推-IT キョウ スイ		経推-IT キョウ スイ		経推-IT キョウ スイ		経推-IT キョウ スイ		経推-IT キョウ スイ		経推-IT キョウ スイ		経推-IT キョウ スイ		経推-IT キョウ スイ		CTS		CTS		CTS		11.コーポレートテクノロジーソリューション室		9/1/18						東京		在籍		その他		コーポレート

		200535		山田　修		02.正社員 セイシャイン		TL		男		企画		JS-直		JS-直		JS-直		JS-直		JS-直		JS-直		JS-直		JS-直		JS-直		JS-直		JS-直		JS-直		01.アルバイト事業部		9/1/18						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200536		金丸　沙紀		02.正社員		-		女 オンナ		CS(宮崎)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		05.宮崎ユニットアルバイト事業サポートグループ		9/15/18						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200537		中村　美千代		02.正社員		-		女 オンナ		CS(宮崎)		宮崎-SL(JS)		宮崎-SL(JS)		宮崎-SL(JS)		宮崎-SL(JS)		宮崎-SL(JS)		宮崎-SL(JS)		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		05.宮崎ユニットアルバイト事業サポートグループ		11/1/18						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200538		鬼束　光哲		02.正社員 セイシャイン		-		男		企画		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト		04.転職ドラフトユニット		11/15/18						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200539		富士谷　康		02.正社員 セイシャイン		-		男		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		ﾃｸﾏ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		08.テクノロジカルマーケティング部データプラットフォームグループ		12/1/18						東京		在籍		企画系		コーポレート

		200540		木村　圭宏		02.正社員 セイシャイン		-		男		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JL-TK-M1		JL-TK-M1		JL-TK-M1		JL-TK-M1		JL-TK-M1		JL-TK-M1		JL-TK-M1		TK-メディア		TK-メディア		TK-メディア		TK-メディア		TK-メディア		02.転職会議事業部メディア開発グループ		12/1/18						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200541		赤坂　洋輔		02.正社員 セイシャイン		-		男		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		ﾃｸﾏ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		08.テクノロジカルマーケティング部データプラットフォームグループ		12/1/18						東京		在籍		企画系		コーポレート

		200542		向畑　美里		02.正社員		-		女 オンナ		営業 エイギョウ		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		TK-AG		TK-AG		TK-AG		JS-CC		JS-CC		01.アルバイト事業部クライアントコンサルティンググループ		12/1/18						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200543		兼森　千晶		02.正社員		-		女 オンナ		CS(宮崎)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS						12/1/18		11/30/19				東京		退職		その他

		200544		並木　惟		02.正社員		-		女 オンナ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		不動産-P		不動産-P		不動産-IM		不動産-IM		不動産-IM		不動産-IM		不動産-IM		不動産-IM		不動産-IM		不動産-IM		不動産-IM		不動産-IM		07.不動産ユニットIESHILメディア企画グループ		1/1/19						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200545		阿部　洋平		02.正社員		-		男		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		10.経営推進部		1/1/19						東京		在籍		企画系		コーポレート

		200546		瀬戸口　健		02.正社員		-		男		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		08.テクノロジカルマーケティング部インフラストラクチャーグループ		1/1/19						東京		在籍		企画系		コーポレート

		200547		新田　順一		02.正社員 セイシャイン		GL		男		企画				不動産-P		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-IM		07.不動産ユニットIESHILメディア企画グループ		2/1/19						東京		在籍		企画系		譲渡事業

		200548		甲斐　美香		02.正社員		-		女 オンナ		企画(宮崎)				宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(JS)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-直 ミヤザキ チョク		宮崎-直 ミヤザキ チョク		05.宮崎ユニット		2/1/19						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200549		湊　淳		02.正社員 セイシャイン		-		男		企画				JL-転ドラ テン		JL-転ドラ テン		JL-転ドラ テン		JL-転ドラ テン		JL-転ドラ テン		JL-転ドラ テン		ドラフト		ドラフト		JS-BA		JS-BA		ドラフト		04.転職ドラフトユニット		2/1/19						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200550		堀　幸雄		02.正社員 セイシャイン		-		男		営業 エイギョウ				JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG																		2/1/19		5/22/19				東京		退職		その他

		200551		江藤　あゆこ		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		CS(宮崎)				宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-SP(TN) ミヤザキ		宮崎-JL ミヤザキ		宮崎-JL ミヤザキ		宮崎-JL ミヤザキ		宮崎-JL ミヤザキ		宮崎-JL ミヤザキ		宮崎-JL ミヤザキ		05.宮崎ユニットキャリア事業サポートグループ		2/15/19						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200552		北岡　千香		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		企画(宮崎)						宮崎-直 ミヤザキ チョク		宮崎-直 ミヤザキ チョク		宮崎-直 ミヤザキ チョク		宮崎-直 ミヤザキ チョク		宮崎-直 ミヤザキ チョク		宮崎-直 ミヤザキ チョク		宮崎-直 ミヤザキ チョク		宮崎-直 ミヤザキ チョク		宮崎-直 ミヤザキ チョク		宮崎-直 ミヤザキ チョク		05.宮崎ユニット		3/15/19						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200553		前田　敦也		02.正社員 セイシャイン		-		男		企画								人事-直		人事-直		社長-直 シャチョウ		JL-転ドラ テン		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト		04.転職ドラフトユニット		4/1/19		1/9/20				東京		退職		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200554		矢部　良太		02.正社員 セイシャイン		-		男		企画								人事-直		人事-直		社長-直 シャチョウ		JL-TK-直		TK-企画		TK-企画		TK-企画		TK-企画		TK-企画		02.転職会議事業部プロダクト企画グループ		4/1/19						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200555		浜田　晃生		02.正社員 セイシャイン		-		男		企画								人事-直		人事-直		社長-直 シャチョウ		JL-ナビ-直		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		03.転職ナビ事業部マーケティンググループ		4/1/19						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200556		今若　悠樹		02.正社員 セイシャイン		-		男		営業								人事-直		人事-直		JS-BA		JS-BA		JS-BA		JS-BA		JS-BA		JS-BA		JS-BA		01.アルバイト事業部ビジネスアライアンスグループ		4/1/19						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200557		平尾　静		02.正社員 セイシャイン		-		女		営業								人事-直		人事-直		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		01.アルバイト事業部クライアントコンサルティンググループ		4/1/19						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200558		結城　アンナ		02.正社員 セイシャイン		-		女		営業								人事-直		人事-直		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		07.不動産ユニットビジネス推進グループ		7/18/18				2019/4/1雇用形態変更 コヨウケイタイヘンコウ		東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200559		小屋　雄亮		02.正社員 セイシャイン		-		男		企画								人事-直		人事-直		社長-直 シャチョウ		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		01.アルバイト事業部SEO/UXグループ		4/1/19						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200560		菅原　杏樹		02.正社員 セイシャイン		-		女		CS								人事-直		人事-直		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		4/1/19						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200561		小橋　桃子		02.正社員 セイシャイン		-		女		管理								人事-直		人事-直		経推-直		経推-直		経推-直		経推-直		経推-直		経推-直		経推-直		10.経営推進部		4/1/19						東京		在籍		その他		コーポレート

		200562		廣瀬　みゆき		02.正社員 セイシャイン		-		女		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ								SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		06.就活会議ユニットメディアグループ		4/1/19						東京		在籍		企画系		譲渡事業

		200563		重本　一成		02.正社員 セイシャイン		-		男		CS(宮崎)								宮崎-ナコウド(TN) ミヤザキ		宮崎-ナコウド(TN) ミヤザキ		宮崎-ナコウド(TN) ミヤザキ		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		05.宮崎ユニットエージェントグループ		4/1/19						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200564		脇　康太		02.正社員 セイシャイン		-		男		CS(宮崎)								宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-SP(TK)		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		05.宮崎ユニットエージェントグループ		4/1/19						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200565		安間　貴樹		02.正社員 セイシャイン		TL		男		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ								JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		TK-企画		TK-企画		TK-企画		TK-企画		TK-企画		02.転職会議事業部プロダクト企画グループ		4/15/19						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200566		伊藤　愛美		02.正社員 セイシャイン		-		女		管理										人事-人開 ジンジ ジンカイ		人事-人開 ジンジ ジンカイ		人事-人開 ジンジ ジンカイ		人事-人開 ジンジ ジンカイ		人事-人開 ジンジ ジンカイ		人事-人開 ジンジ ジンカイ		人事-人開 ジンジ ジンカイ		人事-人開 ジンジ ジンカイ		12.人事部組織・人材開発グループ		5/1/19						東京		在籍		その他		コーポレート

		200567		不破　昌代		02.正社員 セイシャイン		-		女		企画										JL-転ドラ テン		JL-転ドラ テン		JL-転ドラ テン		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト		04.転職ドラフトユニット		5/15/19						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200568		荒井　啓志		02.正社員 セイシャイン		-		男		CS(宮崎)										宮崎-ナコウド(TN) ミヤザキ		宮崎-ナコウド(TN) ミヤザキ		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		05.宮崎ユニットエージェントグループ		5/15/19						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200569		竹政　真里恵		02.正社員 セイシャイン		-		女		営業 エイギョウ												JL-B-SC		JL-B-SC		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-SC		03.転職ナビ事業部セールスコンサルティンググループ		6/1/19						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200570		小山　舞子		02.正社員 セイシャイン		-		女		管理												経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		10.経営推進部		6/1/19						東京		在籍		その他		コーポレート

		200571		浦嶋　良光		02.正社員 セイシャイン		-		男		企画												JL-ナビ-MAR		JL-ナビ-MAR		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		03.転職ナビ事業部マーケティンググループ		6/1/19						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200572		山﨑　美珠穂		02.正社員 セイシャイン		-		女		CS(宮崎)												宮崎-SP(JS)		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		05.宮崎ユニットアルバイト事業サポートグループ		6/1/19						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200573		内田　あゆみ		02.正社員 セイシャイン		-		女		CS(宮崎)												宮崎-SP(JS)		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS								6/15/19		10/4/19				東京		退職		その他

		200574		井上　夏貴		02.正社員 セイシャイン		-		男		CS(宮崎)												宮崎-ナコウド(TN) ミヤザキ		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		05.宮崎ユニットエージェントグループ		6/15/19						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200575		清水　伸泰		02.正社員 セイシャイン		-		男		企画																		JS-直 チョク		JS-直 チョク		JS-直 チョク		JS-直 チョク		01.アルバイト事業部		9/1/19						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200576		毛利　圭吾		02.正社員 セイシャイン		-		男		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ																テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		08.テクノロジカルマーケティング部データプラットフォームグループ		8/1/19						東京		在籍		企画系		コーポレート

		200577		新坂　みさき		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		CS(宮崎)														宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL										7/1/19		9/30/19				東京		退職		その他

		200578		仁平　愛実		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		営業														SK-事推		SK-事推		SK-事推		SK-事推		SK-事推		SK-事推		06.就活会議ユニット事業推進グループ		11/1/17				2019/7/1雇用形態変更		東京		在籍		その他		譲渡事業

		200579		吉田　梨央		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		CS														JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		4/11/13				2019/7/1雇用形態変更		東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200580		阪本　斗志稀		02.正社員 セイシャイン		-		男		CS(宮崎)														宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		05.宮崎ユニットエージェントグループ		7/15/19						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200581		寺園　ひとみ		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		CS(宮崎)																宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		05.宮崎ユニットアルバイト事業サポートグループ		8/1/19						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200582		大川　李理		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		CS(宮崎)																宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		05.宮崎ユニットエージェントグループ		8/1/19						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200583		戸田　安香		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		CS(宮崎)																宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		05.宮崎ユニットセールスグループ		8/1/19						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200584		篠原　彩		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		管理																		人事-新卒 ジンジ シンソツ		人事-新卒 ジンジ シンソツ		人事-新卒 ジンジ シンソツ		人事-新卒 ジンジ シンソツ		12.人事部新卒採用グループ		9/1/19						東京		在籍		その他		コーポレート

		200585		晝間 幾太郎		02.正社員		-		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ																				テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		08.テクノロジカルマーケティング部データプラットフォームグループ		10/15/19						東京		在籍		企画系		コーポレート

		200586		張 洵		02.正社員		-		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ																				テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		08.テクノロジカルマーケティング部データプラットフォームグループ		10/1/19						東京		在籍		企画系		コーポレート

		200587		髙見　幸代		02.正社員 セイシャイン		-		女 オンナ		企画(宮崎) ミヤザキ																		宮崎-直 ミヤザキ チョク		宮崎-直 ミヤザキ チョク		宮崎-直 ミヤザキ チョク		宮崎-直 ミヤザキ チョク		05.宮崎ユニット		9/1/19						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200588		土田 泰弘		02.正社員		-		男 オトコ		営業																				JS-CC		JS-CC		JS-CC		01.アルバイト事業部クライアントコンサルティンググループ		10/1/19						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200589		北村 隆		02.正社員		-		男 オトコ		管理																				CTS		CTS		CTS		11.コーポレートテクノロジーソリューション室		10/1/19		12/13/19				東京		退職		その他		コーポレート

		200590		沢田 利夫		02.正社員		-		男 オトコ		管理																				経推-法務		経推-法務		経推-法務		10.経営推進部法務グループ		10/15/19						東京		在籍		その他		コーポレート

		200591		村山　公啓		02.正社員		-		男 オトコ		企画																						JS-S/U		JS-S/U		01.アルバイト事業部SEO/UXグループ		11/1/19						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200592		武田 紗永子		02.正社員		-		女 オンナ		企画 キカク																				JS-直		JS-直		JS-直		01.アルバイト事業部		10/1/19						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200593		大坪 誠		02.正社員		-		男 オトコ		企画 キカク																				JS-直		JS-直		JS-直		01.アルバイト事業部		10/15/19						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200594		久嶋 みなみ		02.正社員		-		女 オンナ		CS(宮崎)																				宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		05.宮崎ユニットアルバイト事業サポートグループ		10/15/19						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200595		石井　綾佳		02.正社員		-		女 オンナ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ																								ドラフト		04.転職ドラフトユニット		12/1/19						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200596		荻原　昂彦		02.正社員		-		男 オトコ		企画																						新規-直 シンキ チョク		新規-直 シンキ チョク		09.新規事業部		11/15/19						東京		在籍		企画系		新規事業 シンキジギョウ

		200597		酒井　美樹		02.正社員		-		女		管理																				人事-人開 ジンジ ジンカイ		人事-人開 ジンジ ジンカイ		人事-人開 ジンジ ジンカイ		12.人事部組織・人材開発グループ		3/21/17				2019/10/1雇用形態変更 コヨウ ケイタイ ヘンコウ		東京		在籍		その他		コーポレート

		200598		早坂　麻里絵		02.正社員		TL		女 オンナ		営業 エイギョウ																				TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		02.転職会議事業部サービス推進グループ		9/14/16				2019/10/1雇用形態変更 コヨウ ケイタイ ヘンコウ		東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200599		野中　里砂		02.正社員		-		女 オンナ		企画(宮崎) ミヤザキ																				宮崎-直 ミヤザキ チョク		宮崎-直 ミヤザキ チョク		宮崎-直 ミヤザキ チョク		05.宮崎ユニット		10/15/19						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200601		山﨑 理弘		02.正社員		-		男 オトコ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ																								TK-基盤		02.転職会議事業部基盤開発グループ		12/1/19						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200602		鶴田　奈津美		02.正社員		-		女 オンナ		CS(宮崎)																								宮崎-JS		05.宮崎ユニットアルバイト事業サポートグループ		12/1/19						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200603		吉永　圭佑		02.正社員		-		男 オトコ		CS(宮崎)																								宮崎-JS		05.宮崎ユニットアルバイト事業サポートグループ		12/1/19						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300002		吉井　美紀子		05.アルバイト		-		女 オンナ		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		9/7/10						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300008		翁　鈴佳		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		女 オンナ		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		1/21/11						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300060		髙橋　彩		05.アルバイト		-		女 オンナ		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		12/19/12						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300071		森山　公平		05.アルバイト		-		男 オトコ		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		2/1/13						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300073		白瀬　有希		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		女 オンナ		-		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		人事-人開 ジンジ ジンカイ		人事-人開 ジンジ ジンカイ		12.人事部組織・人材開発グループ		3/1/13						東京		在籍		その他		コーポレート

		300074		羽石　奈央		05.アルバイト		-		女 オンナ		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		3/19/13						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300080		吉田　梨央		03.準社員 ジュンシャイン		-		女 オンナ		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE																4/11/13		6/30/19		2019/7/1雇用形態変更		東京		退職		その他

		300092		桑田　美代子		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		女 オンナ		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		8/22/13						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300095		杉本　剛士		03.準社員 ジュンシャイン		-		男 オトコ		-		JS-BA		JS-BA		JS-BA		JS-BA		JS-BA		JS-BA		JS-BA		JS-BA		JS-BA		JS-BA		JS-BA		JS-BA		01.アルバイト事業部ビジネスアライアンスグループ		9/9/13						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300108		新井　潤		05.アルバイト		-		男 オトコ		-		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		03.転職ナビ事業部ナコウドグループ		11/27/13						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300115		越沼　裕		05.アルバイト		-		男 オトコ		-		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		03.転職ナビ事業部ナコウドグループ		1/15/14						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300117		緒方　真由美		03.準社員 ジュンシャイン		-		女 オンナ		-		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		03.転職ナビ事業部ナコウドグループ		1/15/14						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300138		青山　仁美		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		女 オンナ		-		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)		宮崎-ナコウド(TN)																2/26/14		6/3/19				東京		退職		その他

		300169		橘　優 タチバナ		05.アルバイト		-		女 オンナ		-		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		03.転職ナビ事業部ナコウドグループ		4/16/14						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300170		菅原　理江子		05.アルバイト		-		女 オンナ		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE														4/16/14		7/31/19				東京		退職		その他

		300199		河村　基公		05.アルバイト		-		男 オトコ		-		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		03.転職ナビ事業部ナコウドグループ		7/2/14						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300203		吉村　咲子		05.アルバイト		-		女 オンナ		-		JL-TK-MAR		JL-TK-MAR		JL-TK-MAR		JL-TK-MAR		JL-TK-MAR		JL-TK-MAR		JL-TK-MAR		TN-マーケ		TN-マーケ										7/30/14		9/30/19				東京		退職		その他

		300224		河村　裕子		05.アルバイト		-		女 オンナ		-		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		03.転職ナビ事業部ナコウドグループ		10/1/14						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300237		長谷　良佑		05.アルバイト		-		男 オトコ		-		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-SC		03.転職ナビ事業部セールスコンサルティンググループ		11/5/14						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300246		松田　絵理		04.契約社員		-		女 オンナ		-		JL-ナビ-MAR		JL-ナビ-MAR		JL-ナビ-MAR		JL-ナビ-MAR		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		02.転職会議事業部サービス推進グループ		11/19/14						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300248		新藤　陽子 シンドウ		05.アルバイト		-		女 オンナ		-		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-SC		03.転職ナビ事業部セールスコンサルティンググループ		12/3/14						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300256		武田　智規		04.契約社員 ケイヤクシャイン		副TL		男 オトコ		-		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-SC		03.転職ナビ事業部セールスコンサルティンググループ		12/17/14						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300264		市川　斐乃		04.契約社員		-		女 オンナ		-		JL-ナビ-MAR		JL-ナビ-MAR		JL-ナビ-MAR		JL-ナビ-MAR		JL-ナビ-MAR		JL-ナビ-MAR		JL-ナビ-MAR		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		03.転職ナビ事業部マーケティンググループ		1/15/15						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300277		岩田　皓光		04.契約社員 ケイヤクシャイン		TL		男 オトコ		-		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-SC		03.転職ナビ事業部セールスコンサルティンググループ		2/4/15						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300282		中村　かなこ ナカムラ		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		女 オンナ		-		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		03.転職ナビ事業部ナコウドグループ		3/4/15						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300284		佐藤　めぐみ		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		女 オンナ		-		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		10.経営推進部総務グループ		3/4/15						東京		在籍		その他		コーポレート

		300287		上田　梨紗		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		女 オンナ		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		3/4/15						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300292		金城　海秀		04.契約社員 ケイヤクシャイン		TL		男 オトコ		-		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		10.経営推進部財務経理グループ		3/25/15						東京		在籍		その他		コーポレート

		300297		山中　智恵		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		女 オンナ		-		JL-UR-AG		JL-UR-AG																								4/8/15		2/28/19				東京		退職		その他

		300298		浦口　秀行		05.アルバイト		-		男 オトコ		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		4/8/15						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300309		木内　佑佳		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		女 オンナ		-		JS-S/U-P		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JL-TK-直		TK-企画		TK-企画		TK-企画		TK-企画		TK-企画		02.転職会議事業部プロダクト企画グループ		5/7/15						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300317		谷澤　裕美		05.アルバイト		-		女 オンナ		-		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV																5/27/15		6/30/19				東京		退職		その他

		300321		川副　由希子		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		女 オンナ		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		6/15/15						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300335		望月　愛		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		女 オンナ		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		7/22/15						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300337		春名　とも子		05.アルバイト		-		女 オンナ		-		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		07.不動産ユニットフィルライフプロジェクト		8/1/15						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300342		亀澤　優		05.アルバイト		-		女 オンナ		-		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		10.経営推進部総務グループ		9/1/15						東京		在籍		その他		コーポレート

		300343		小松田　水環		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		女 オンナ		-		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		03.転職ナビ事業部メディアグループ		9/2/15						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300350		沖原　綾乃		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		女 オンナ		-		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-直		07.不動産ユニット		10/14/15						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300351		橋田　寛子		05.アルバイト		-		女 オンナ		-		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		07.不動産ユニットビジネス推進グループ		10/14/15						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300356		高橋　沙耶香		05.アルバイト		-		女 オンナ		-		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		03.転職ナビ事業部ナコウドグループ		10/28/15		12/31/19				東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300357		森岡　実莉		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		女 オンナ		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		11/1/15						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300359		高橋　良介		03.準社員 ジュンシャイン		TL		男 オトコ		-		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		03.転職ナビ事業部ナコウドグループ		11/1/15						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300361		宝城　美紀		04.契約社員 ケイヤクシャイン		TL		女 オンナ		-		JL-ナビ-MAR		JL-ナビ-MAR		JL-ナビ-MAR		JL-ナビ-MAR		JL-ナビ-MAR		JL-ナビ-MAR		JL-ナビ-MAR		TN-マーケ		TN-マーケ										11/4/15		9/30/19		2019/10/1雇用形態変更 コヨウケイタイヘンコウ		東京		退職		その他

		300361		宝城　美紀		03.準社員 ジュンシャイン		TL		女 オンナ																						TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		03.転職ナビ事業部マーケティンググループ		11/4/15				2019/10/1雇用形態変更 コヨウケイタイヘンコウ		東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300368		折原　静香		05.アルバイト		-		女 オンナ		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		12/2/15						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300369		木下　祐梨		05.アルバイト		-		女 オンナ		-		不動産-B		不動産-B		不動産-B																						4/1/12		3/31/19				東京		退職		その他

		300373		小谷　貴文		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		男 オトコ		-		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		06.就活会議ユニット営業戦略グループ		1/1/16						東京		在籍		その他		譲渡事業

		300374		宮本　亜希奈		05.アルバイト		-		女 オンナ		-		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド																		1/1/16		6/30/19		2019/7/1雇用形態変更 コヨウケイタイヘンコウ		東京		退職		その他

		300374		宮本　亜希奈		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		女 オンナ		-												JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		03.転職ナビ事業部ナコウドグループ		1/1/16				2019/7/1雇用形態変更 コヨウケイタイヘンコウ		東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300386		四戸　園子		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		女 オンナ		-		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		10.経営推進部財務経理グループ		2/3/16						東京		在籍		その他		コーポレート

		300399		吉田　暁子		05.アルバイト		-		女 オンナ		-		新規-医療		新規-医療		新規-医療		新規-医療		新規-医療		新規-医療		新規-医療		新規-医療		新規-医療		新規-医療		新規-医療		新規-医療		09.新規事業部医療プロジェクト		3/16/16						東京		在籍		その他		新規事業 シンキジギョウ

		300408		辺見　由利子		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		女 オンナ		-		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		JL-UR-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		03.転職ナビ事業部ナコウドグループ		4/1/16						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300412		喜井　晶子		05.アルバイト		-		女 オンナ		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		3/30/16						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300413		岡　輝幸		05.アルバイト		-		男 オトコ		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		4/1/16						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300417		矢野　真依		05.アルバイト		-		女 オンナ		-		JL-B-OE		JL-B-OE		JL-B-OE		JL-B-OE		JL-B-OE		JL-B-OE		JL-B-OE		TN-SC		TN-SC		TN-SC								4/6/16		10/24/19				東京		退職		その他

		300418		倉田　望美		05.アルバイト		-		女 オンナ		-		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		01.アルバイト事業部コンバージョンオプティマイズグループ		4/6/16						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300419		佐藤　洋平		05.アルバイト		-		男 オトコ		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		4/13/16						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300420		高橋　夏輝		05.アルバイト		-		男 オトコ		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE																						4/13/16		3/31/19				東京		退職		その他

		300423		渡邊　梓 ワタナベ		05.アルバイト		-		女 オンナ		-		人事-人開		人事-人開		人事-人開																						4/20/16		3/31/19		2019/4/1雇用形態変更 コヨウケイタイヘンコウ		東京		退職		その他

		300423		渡邊　梓 ワタナベ		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		女 オンナ		-								人事-人開		人事-人開		人事-人開		人事-人開		人事-人開		人事-人開		人事-人開		人事-人開		人事-人開		12.人事部組織・人材開発グループ		4/20/16				2019/4/1雇用形態変更 コヨウケイタイヘンコウ		東京		在籍		その他		コーポレート

		300446		船道　正也		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		男 オトコ		-		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		TK-AG		TK-AG		TK-AG		TK-AG		TK-AG		02.転職会議事業部エージェントグループ		6/13/16						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300447		藤田　かおり		05.アルバイト		-		女 オンナ		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		7/1/16						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300482		志田　麻衣 シダ		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		女 オンナ		-		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		02.転職会議事業部サービス推進グループ		9/7/16						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300491		坂田　寛樹		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		男 オトコ		-		人事-人開		人事-人開		人事-人開		人事-人開		人事-人開		人事-人開		人事-人開		人事-人開		人事-人開		人事-人開		人事-人開		人事-人開		12.人事部組織・人材開発グループ		9/14/16						東京		在籍		その他		コーポレート

		300492		早坂　麻里絵		03.準社員 ジュンシャイン		TL		女 オンナ		-		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン										9/14/16		9/30/19		2019/10/1雇用形態変更 コヨウ ケイタイ ヘンコウ		東京		退職		その他

		300514		五十嵐　尚美		03.準社員 ジュンシャイン		-		-		-		JL-B-OE		JL-B-OE		JL-B-OE		JL-B-OE		JL-B-OE		JL-B-OE		JL-B-OE		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		03.転職ナビ事業部		10/5/16						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300536		喜田　美紀		05.アルバイト		-		女 オンナ		-		経推-財務		経推-財務		経推-財務																						11/2/16		3/31/19				東京		退職		その他

		300537		金山　秀洸		05.アルバイト		-		男 オトコ		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		11/2/16						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300554		乙部　智佳		08.業務委託 ギョウムイタク		-		女 オンナ		-		人事-直		人事-直		人事-直		人事-直																				2/1/15		4/30/19				東京		退職		その他

		300557		藤田　梓沙		05.アルバイト		-		女 オンナ		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		11/24/16						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300561		伊藤　美由		05.アルバイト		-		女 オンナ		-		JL-B-OE		JL-B-OE		JL-B-OE		JL-B-OE		JL-B-OE		JL-B-OE		JL-B-OE		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		02.転職会議事業部サービス推進グループ		1/4/17						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300563		小松田　みなみ		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		女 オンナ		-		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-ナビ-MAR		JL-ナビ-MAR		JL-ナビ-MAR		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		03.転職ナビ事業部マーケティンググループ		1/18/17						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300564		稲葉　実奈美		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		女 オンナ		-		SK-事推		SK-事推		SK-事推		SK-事推		SK-事推		SK-事推		SK-事推		SK-事推		SK-事推		SK-事推		SK-事推		SK-事推		06.就活会議ユニット事業推進グループ		2/15/17						東京		在籍		その他		譲渡事業

		300565		中野渡　亜美		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		女 オンナ		-		JL-B-OE		JL-B-OE		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		02.転職会議事業部サービス推進グループ		2/1/17						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300567		山田　友理恵		04.契約社員		-		女 オンナ		-		経推-直		経推-直		経推-直		経推-直		経推-直		内部統制		内部統制		内部統制		内部統制		内部統制		内部統制		内部統制		16.内部統制室		2/15/17						東京		在籍		その他		コーポレート

		300585		梨田　真知子		05.アルバイト		-		女 オンナ		-		JL-B-OE		JL-B-OE		JL-B-OE		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		02.転職会議事業部サービス推進グループ		4/5/17						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300589		小菅　夏海		03.準社員 ジュンシャイン		-		女 オンナ		-		JL-コネクト		JL-コネクト		JL-コネクト		JL-コネクト		JL-コネクト		JL-コネクト		JL-コネクト														4/12/17		7/9/19				東京		退職		その他

		300593		向井　由布子		08.業務委託 ギョウムイタク		-		女 オンナ		-		不動産-P		不動産-P		不動産-IM		不動産-IM		不動産-IM		不動産-IM		不動産-IM		不動産-IM		不動産-IM		不動産-IM		不動産-IM		不動産-IM		07.不動産ユニットIESHILメディア企画グループ		4/19/17						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300595		黒澤　千裕		08.業務委託 ギョウムイタク		-		男 オトコ		-		JL-直		JL-直		JL-直		JL-直		JL-直		JL-直		JL-直		TK-直 チョク		TK-直 チョク		TK-直 チョク		TK-直 チョク		TK-直 チョク		02.転職会議事業部		4/12/17						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300596		能登　信晴		08.業務委託 ギョウムイタク		-		男 オトコ		-		社長-直		社長-直		社長-直		社長-直		社長-直		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		13.社長室		4/17/17						東京		在籍		その他		コーポレート

		300597		趙　玲玲		04.契約社員 ケイヤクシャイン		副TL		女 オンナ		-		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-SC		03.転職ナビ事業部セールスコンサルティンググループ		4/26/17						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300599		伊達　和美		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		女		-		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		07.不動産ユニットビジネス推進グループ		5/10/17						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300601		鷺　雄紀		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		男		-		JS-S/U-P		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U										5/10/17		9/30/19		2019/10/1雇用形態変更 コヨウ ケイタイ ヘンコウ		東京		退職		その他

		300601		鷺　雄紀		03.準社員 ジュンシャイン		-		男		-																				JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		01.アルバイト事業部SEO/UXグループ		5/10/17				2019/10/1雇用形態変更 コヨウ ケイタイ ヘンコウ		東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300606		西端　秀考		08.業務委託 ギョウムイタク		-		男 オトコ		-		JL-TK-SRE		JL-TK-SRE		JL-TK-SRE																						5/17/17		3/31/19				東京		退職		その他

		300615		山本　清士		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		男 オトコ		-		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-DOOR		不動産-DOOR		07.不動産ユニットDOOR賃貸グループ		6/7/17						東京		在籍		その他		譲渡事業

		300620		阿久津　梨花		08.業務委託 ギョウムイタク		-		女 オンナ		-		JL-TK-M2		JL-TK-M2		JL-TK-M2		JL-TK-M2		JL-TK-M2		JL-TK-M2		JL-TK-M2		TK-メディア		TK-メディア		TK-メディア		TK-メディア		TK-メディア		02.転職会議事業部メディア開発グループ		7/5/17						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300629		山越　栞		08.業務委託 ギョウムイタク		-		女 オンナ		-		JL-ナビ-MAR		JL-ナビ-MAR		JL-ナビ-MAR		JL-ナビ-MAR		JL-ナビ-MAR		JL-ナビ-MAR		JL-ナビ-MAR		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		03.転職ナビ事業部マーケティンググループ		8/1/17						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300683		野坂　唯衣		04.契約社員		-		女 オンナ		-		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B														9/6/17		7/31/19				東京		退職		その他

		300730		原　奈緒美		05.アルバイト		-		女 オンナ		-		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		07.不動産ユニットビジネス推進グループ		9/20/17						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300734		佐藤　美希		05.アルバイト		-		女 オンナ		-		JL-B-OE		JL-B-OE		JL-B-OE		JL-B-OE		JL-B-OE		JL-B-OE		JL-B-OE		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		03.転職ナビ事業部		10/4/17						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300736		早川　哲		08.業務委託 ギョウムイタク		-		男 オトコ		-		不動産-直		不動産-直		不動産-直																						10/10/17		3/31/19				東京		退職		その他

		300737		川内野　恵		08.業務委託 ギョウムイタク		-		女 オンナ		-		不動産-直		不動産-直		不動産-直																						10/10/17		3/31/19				東京		退職		その他

		300738		本間　一樹		08.業務委託 ギョウムイタク		-		男 オトコ		-		不動産-直		不動産-直		不動産-直																						10/10/17		3/31/19				東京		退職		その他

		300739		石井　友里恵		08.業務委託 ギョウムイタク		-		女 オンナ		-		不動産-直		不動産-直		不動産-直																						10/10/17		3/31/19				東京		退職		その他

		300741		遠藤　悠姫		05.アルバイト		-		女 オンナ		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE										10/11/17		9/30/19		2019/10/1雇用形態変更 コヨウケイタイヘンコウ		東京		退職		その他

		300741		遠藤　悠姫		04.契約社員		-		女 オンナ		-																				JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		10/11/17				2019/10/1雇用形態変更 コヨウケイタイヘンコウ		東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300745		藤田　友香		05.アルバイト		-		女 オンナ		-		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-直		07.不動産ユニット		10/18/17						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300748		仁平　愛実		03.準社員 ジュンシャイン		-		女 オンナ		-		SK-事推		SK-事推		SK-事推		SK-事推		SK-事推		SK-事推																11/1/17		6/30/19		2019/1/1雇用形態変更／2019/7/1雇用形態変更 コヨウケイタイヘンコウ		東京		退職		その他

		300751		奥村　あかね		07.派遣社員 ハケンシャイン		-		女 オンナ		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		11/1/17						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300755		藤　吾郎		08.業務委託 ギョウムイタク		-		男		-		新規-アプリ		新規-アプリ		新規-アプリ		新規-アプリ		新規-アプリ		新規-アプリ		新規-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		08.テクノロジカルマーケティング部ネイティブアプリグループ		10/1/17						東京		在籍		その他		コーポレート

		300775		嶋田　明雪		05.アルバイト		-		女 オンナ		-		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		02.転職会議事業部サービス推進グループ		12/6/17						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300776		石川　遼		05.アルバイト		-		男		-		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム																						12/6/17		3/31/19		2019/4/1雇用形態変更 コヨウケイタイヘンコウ		東京		退職		その他

		300776		石川　遼		04.契約社員		-		男		-								経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		10.経営推進部総務グループ		12/6/17				2019/4/1雇用形態変更 コヨウケイタイヘンコウ		東京		在籍		その他		コーポレート

		300782		高見沢　徳明		08.業務委託 ギョウムイタク		-		男		-		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M																		1/10/18		5/31/19				東京		退職		その他

		300784		阿部　未来		07.派遣社員 ハケンシャイン		-		女 オンナ		-		人事-中途		人事-中途		人事-中途		人事-中途		人事-中途		人事-中途		人事-中途		人事-中途												1/10/18		8/31/19				東京		退職		その他

		300785		黒瀬　理沙		07.派遣社員 ハケンシャイン		-		女 オンナ		-		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒		人事-新卒																		1/10/18		5/31/19				東京		退職		その他

		300791		小林　洋平		08.業務委託 ギョウムイタク		-		男		-		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		06.就活会議ユニットメディアグループ		1/31/18						東京		在籍		その他		譲渡事業

		300794		岡田　洋二		08.業務委託 ギョウムイタク		-		男		-		不動産-P		不動産-P		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		07.不動産ユニットDOOR賃貸グループ		2/7/18		12/31/19				東京		在籍		その他		譲渡事業

		300796		河原塚　有希彦		08.業務委託 ギョウムイタク		-		男		-		JL-TK-MAR		JL-TK-MAR		JL-TK-MAR		JL-TK-MAR		JL-TK-MAR		JL-TK-MAR		JL-TK-MAR		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		03.転職ナビ事業部マーケティンググループ		2/7/18						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300797		荒木　由希子		04.契約社員		-		女 オンナ		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		2/7/18						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300799		山根　一城		08.業務委託 ギョウムイタク		-		男		-		人事-中途 ジンジ チュウト		人事-中途 ジンジ チュウト		人事-中途 ジンジ チュウト		人事-中途 ジンジ チュウト		人事-中途 ジンジ チュウト		人事-中途 ジンジ チュウト		人事-中途 ジンジ チュウト		人事-中途 ジンジ チュウト		人事-中途 ジンジ チュウト		人事-中途 ジンジ チュウト		人事-中途 ジンジ チュウト		人事-中途 ジンジ チュウト		12.人事部中途採用グループ		11/15/17						東京		在籍		その他		コーポレート

		300802		栗山　圭		05.アルバイト		-		女 オンナ		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		3/7/18						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300803		平石　桃子		05.アルバイト		-		女 オンナ		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		3/7/18						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300807		岸良　卓哉		08.業務委託		-		男		-		不動産-P		不動産-P		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		07.不動産ユニットDOOR賃貸グループ		4/4/18		12/31/19				東京		在籍		その他		譲渡事業

		300808		森田　強		08.業務委託		-		男		-		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M																4/4/18		6/30/19				東京		退職		その他

		300810		伊藤　和紀		08.業務委託		-		男		-		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア								4/4/18		10/31/19				東京		退職		その他

		300820		三原　友希江		05.アルバイト		-		女		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE																		5/2/18		5/31/19				東京		退職		その他

		300821		山口　和智		05.アルバイト		-		男		-		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク																								5/2/18		2/5/19				東京		退職		その他

		300822		鈴木　あかね		05.アルバイト		-		女		-		JL-B-OE		JL-B-OE		JL-B-OE																						5/9/18		3/31/19		2019/4/1雇用形態変更 コヨウケイタイヘンコウ		東京		退職		その他

		300822		鈴木　あかね		04.契約社員		-		女		-								JL-B-OE		JL-B-OE		JL-B-OE		JL-B-OE		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		02.転職会議事業部サービス推進グループ		5/9/18				2019/4/1雇用形態変更 コヨウケイタイヘンコウ		東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300824		松塚　朱香		05.アルバイト		-		女		-		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		02.転職会議事業部サービス推進グループ		5/23/18						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300827		國森　良平		08.業務委託		-		男		-		経推-IT キョウ スイ		経推-IT キョウ スイ		経推-IT キョウ スイ		経推-IT キョウ スイ		経推-IT キョウ スイ		経推-IT キョウ スイ		経推-IT キョウ スイ		経推-IT キョウ スイ		経推-IT キョウ スイ		CTS		CTS		CTS		11.コーポレートテクノロジーソリューション室		5/30/18						東京		在籍		その他		コーポレート

		300828		樋口　孝代		05.アルバイト		-		女		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		9/9/15						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300830		天野　紗希		05.アルバイト		-		女		-		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG																						6/6/18		3/31/19		2019/4/1雇用形態変更 コヨウケイタイヘンコウ		東京		退職		その他

		300830		天野　紗希		04.契約社員		-		女		-								JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		TK-AG		TK-AG		TK-AG		TK-AG		TK-AG		02.転職会議事業部エージェントグループ		6/6/18				2019/4/1雇用形態変更 コヨウケイタイヘンコウ		東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300833		鴨志田　愛		04.契約社員		-		女		-		JL-転ドラ テン		JL-転ドラ テン		JL-転ドラ テン		JL-転ドラ テン		JL-転ドラ テン		JL-転ドラ テン		JL-転ドラ テン		ドラフト		ドラフト										6/20/18		9/17/19				東京		退職		その他

		300835		小山　功		08.業務委託		-		男		-		不動産-P		不動産-P		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		07.不動産ユニットDOOR賃貸グループ		7/4/18						東京		在籍		その他		譲渡事業

		300836		清水　舞		04.契約社員		-		女		-		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-SC		03.転職ナビ事業部セールスコンサルティンググループ		7/4/18						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300837		野田　幸花		05.アルバイト		-		女		-		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン																						7/4/18		3/31/19				東京		退職		その他

		300838		山崎　大悟		07.派遣社員		-		男		-		不動産-B		不動産-B																								7/4/18		3/5/19		3/5で派遣社員としては退職・3/6より契約社員で入社 ハケンシャイン タイショク ケイヤクシャイン ニュウシャ		東京		退職		その他

		300840		森川　龍		08.業務委託		-		男		-		JS-計上/統制		JS-計上/統制		JS-計上/統制		JS-計上/統制		JS-計上/統制		JS-計上/統制		JS-計上/統制		JS-計上/統制		JS-計上/統制										7/9/18		9/30/19				東京		退職		その他

		300841		田中　俊一		08.業務委託		-		男		-		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		JS-CV		01.アルバイト事業部コンバージョンオプティマイズグループ		7/11/18						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300843		結城　アンナ		06.インターン		-		女 オンナ		-		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク																						7/18/18		3/31/19		2019/4/1雇用形態変更 コヨウケイタイヘンコウ		東京		退職		その他

		300846		朝倉　さゆり		04.契約社員		-		女 オンナ		-		JL-B-OE		JL-B-OE		JL-B-OE		JL-B-OE		JL-B-OE		JL-B-OE		JL-B-OE		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		03.転職ナビ事業部		8/1/18						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300848		大橋　茉実		05.アルバイト		-		女 オンナ		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE						8/1/18		11/22/19				東京		退職		その他

		300849		河野　誠		08.業務委託		-		男		-		JS-基盤 キバン		JS-基盤 キバン		JS-基盤 キバン		JS-基盤 キバン		JS-基盤 キバン		JS-基盤 キバン		JS-基盤 キバン		JS-基盤 キバン		JS-基盤 キバン		JS-基盤 キバン		JS-基盤 キバン		JS-基盤 キバン		01.アルバイト事業部基盤グループ		8/1/18						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300850		岡上　広		07.派遣社員		-		男		-		経推-IT キョウ スイ		経推-IT キョウ スイ		経推-IT キョウ スイ		経推-IT キョウ スイ		経推-IT キョウ スイ		経推-IT キョウ スイ		経推-IT キョウ スイ		経推-IT キョウ スイ		経推-IT キョウ スイ										8/1/18		9/30/19				東京		退職		その他

		300853		佐藤　美咲		04.契約社員		-		女		-		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-SC		03.転職ナビ事業部セールスコンサルティンググループ		8/8/18						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300854		宍戸　絢香		05.アルバイト		-		女		-		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		06.就活会議ユニット事業推進グループ		8/8/18						東京		在籍		その他		譲渡事業

		300862		坂本　智志		08.業務委託		-		男 オトコ		-		人事-人開		人事-人開		人事-人開		人事-人開																				8/15/18		4/30/19				東京		退職		その他

		300876		日出山　隆介		08.業務委託		-		男		-		JL-ナビ-M																										8/8/18		1/31/19				東京		退職		その他

		300902		西條　美穂		05.アルバイト		-		女 オンア		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		9/5/18						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300904		西部　真理映		08.業務委託		-		女 オンア		-		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		10.経営推進部		9/3/18						東京		在籍		その他		コーポレート

		300927		佐藤　万莉		06.インターン		-		女 オンア		-		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		08.テクノロジカルマーケティング部データプラットフォームグループ		9/19/18		12/31/19				東京		在籍		その他		コーポレート

		300929		穴見　友佳子		04.契約社員		-		女 オンナ		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE																		10/3/18		5/17/19				東京		退職		その他

		300930		陶　思捷		05.アルバイト		-		男		-		ﾃｸﾏ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		08.テクノロジカルマーケティング部データプラットフォームグループ		10/3/18						東京		在籍		その他		コーポレート

		300931		北川　亮		06.インターン		-		男		-		ﾃｸﾏ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		08.テクノロジカルマーケティング部データプラットフォームグループ		10/3/18						東京		在籍		その他		コーポレート

		300932		井上　弘		08.業務委託		-		男		-		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M																10/3/18		6/30/19				東京		退職		その他

		300933		長澤　尚美		08.業務委託		-		女 オンナ		-		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M												10/3/18		8/31/19				東京		退職		その他

		300934		村上　幸子		04.契約社員		-		女 オンナ		-		ﾃｸﾏ-DM		ﾃｸﾏ-DM		ﾃｸﾏ-DM		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		03.転職ナビ事業部メディアグループ		10/10/18						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300936		恩田　茜		08.業務委託		-		女 オンナ		-		不動産-P		不動産-P		不動産-IM																						10/17/18		3/31/19				東京		退職		その他

		300937		浅野　道人		08.業務委託		-		男		-		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG		JL-UR-AG																		9/17/18		5/31/19				東京		退職		その他

		300938		市川　亮		08.業務委託		-		男		-		不動産-IE		不動産-IE		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		07.不動産ユニットIESHILディベロップメントグループ		10/31/18						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300939		犬島　武彦		08.業務委託		-		男		-		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		06.就活会議ユニットメディアグループ		10/31/18						東京		在籍		その他		譲渡事業

		300940		圷　可乃		05.アルバイト		-		女 オンア		-		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン												11/7/18		8/31/19				東京		退職		その他

		300941		阿部　麻里		05.アルバイト		-		女 オンア		-		不動産-B フドウサン																										11/7/18		1/18/19				東京		退職		その他

		300942		西村　規秀		05.アルバイト		-		男		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE																		11/7/18		5/31/19				東京		退職		その他

		300944		佐藤　裕美		08.業務委託		-		女 オンナ		-		新規-アプリ シンキ		新規-アプリ シンキ		新規-アプリ シンキ		新規-アプリ シンキ		新規-アプリ シンキ		新規-アプリ シンキ		新規-アプリ シンキ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		08.テクノロジカルマーケティング部ネイティブアプリグループ		11/14/18						東京		在籍		その他		コーポレート

		300945		夜差　悠理		08.業務委託		-		女 オンナ		-		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-SC		03.転職ナビ事業部セールスコンサルティンググループ		11/15/18						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300965		段坂　英明		04.契約社員		-		男		-		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク										11/28/18		9/30/19		2019/10/1雇用形態変更 コヨウ ケイタイ ヘンコウ		東京		退職		その他

		300965		段坂　英明		03.準社員		-		男		-																				SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		06.就活会議ユニット営業戦略グループ		11/28/18				2019/10/1雇用形態変更 コヨウ ケイタイ ヘンコウ		東京		在籍		その他		譲渡事業

		300966		早﨑　夕希		04.契約社員		-		男		-		経推-財務 キョウ スイ ザイム		経推-財務 キョウ スイ ザイム		経推-財務 キョウ スイ ザイム		経推-財務 キョウ スイ ザイム		経推-財務 キョウ スイ ザイム		経推-財務 キョウ スイ ザイム		経推-財務 キョウ スイ ザイム		経推-財務 キョウ スイ ザイム		経推-財務 キョウ スイ ザイム		経推-財務 キョウ スイ ザイム		経推-財務 キョウ スイ ザイム		経推-財務 キョウ スイ ザイム		10.経営推進部財務経理グループ		12/5/18						東京		在籍		その他		コーポレート

		300991		黒木　灯香里		04.契約社員		-		女		-		経推-IT キョウ スイ		経推-IT キョウ スイ		経推-IT キョウ スイ		経推-IT キョウ スイ		経推-IT キョウ スイ		経推-IT キョウ スイ		経推-IT キョウ スイ		経推-IT キョウ スイ		経推-IT キョウ スイ										4/1/17				2019/1/1雇用形態変更 コヨウケイタイヘンコウ		東京		在籍		その他

		300991		黒木　灯香里		03.準社員		-		女		-																				CTS		CTS		CTS		11.コーポレートテクノロジーソリューション室		4/1/17				2019/10/1雇用形態変更 コヨウ ケイタイ ヘンコウ		東京		在籍		その他		コーポレート

		300992		山下　慶倫		08.業務委託		-		男		-		不動産-IE		不動産-IE		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID																1/9/19		6/30/19				東京		退職		その他

		300993		木内　淳子		04.契約社員		-		女		-		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		06.就活会議ユニット事業推進グループ		1/9/19						東京		在籍		その他		譲渡事業																																														5/9.

		300994		高井　めぐみ		05.アルバイト		-		女 オンア		-				JL-B-OE		JL-B-OE		JL-B-OE		JL-B-OE		JL-B-OE		JL-B-OE		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		経推-総務 キョウ スイ ソウム		経推-総務 キョウ スイ ソウム		10.経営推進部総務グループ		2/1/19						東京		在籍		その他		コーポレート

		300995		島村　絢音		05.アルバイト		-		女 オンア		-				JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC																2/1/19		6/28/19				東京		退職		その他

		300996		阿部　圭一		05.アルバイト		-		男		-				JL-B-直 チョク		JL-B-直 チョク																						2/1/19		3/31/19				東京		退職		その他

		300997		池谷　涼		05.アルバイト		-		男		-				テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		08.テクノロジカルマーケティング部データプラットフォームグループ		2/6/19						東京		在籍		その他		コーポレート

		300998		三添　彩乃		06.インターン		-		女 オンア		-				JL-転ドラ テン		JL-転ドラ テン																						2/6/19		3/31/19				東京		退職		その他

		300999		柿花　修介		07.派遣社員		-		男		-				SK-戦略		SK-戦略		SK-戦略		SK-戦略		SK-戦略		SK-戦略		SK-戦略		SK-戦略										2/6/19		9/30/19		2019/10/1雇用形態変更 コヨウ ケイタイ ヘンコウ		東京		退職		その他

		300999		柿花　修介		05.アルバイト		-		男		-																				SK-戦略		TN-SC		TN-SC		03.転職ナビ事業部セールスコンサルティンググループ		2/6/19				2019/10/1雇用形態変更 コヨウ ケイタイ ヘンコウ		東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301000		久米　泰弘		08.業務委託		-		男		-				SK-M																								2/12/19		2/28/19				東京		退職		その他

		301001		飯尾　直樹		06.インターン		-		男		-				JS-直 チョク																								2/13/19		2/14/19				東京		退職		その他

		301002		猪股　美保		08.業務委託		-		女 オンア		-				JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		JL-TK-直		TK-企画		TK-企画		TK-企画								2/13/19		10/31/19				東京		退職		その他

		301003		影山　夕子		04.契約社員		-		女 オンア		-						JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-SC		03.転職ナビ事業部セールスコンサルティンググループ		3/6/19						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301004		乳井　宏一		08.業務委託		-		男		-						不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		不動産-DOOR		07.不動産ユニットDOOR賃貸グループ		3/6/19		12/27/19				東京		退職		その他		譲渡事業

		301005		山﨑　大悟 ヤマサキ		04.契約社員		-		男		-						不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		07.不動産ユニットビジネス推進グループ		3/6/19				3/5で派遣社員としては退職・3/6より契約社員で入社 ハケンシャイン タイショク ケイヤクシャイン ニュウシャ		東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301006		清水　裕也		05.アルバイト		-		男		-						SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		SK-戦略 センリャク		06.就活会議ユニット営業戦略グループ		3/6/19		12/31/19				東京		在籍		その他		譲渡事業

		301007		澤　葉月		04.契約社員		-		女 オンア		-						JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		JL-B-SC		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-SC		03.転職ナビ事業部セールスコンサルティンググループ		3/6/19						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301008		伊藤　遼		06.インターン		-		男		-						不動産-ID																						3/15/19		3/15/19				東京		退職		その他

		301009		佐藤　玲		05.アルバイト		-		女 オンア		-						JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		3/22/19						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301010		木村　辰		08.業務委託		-		男		-						JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		JL-転ドラ		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト		04.転職ドラフトユニット		3/27/19						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301011		西島　誠		08.業務委託		-		男		-								JL-TK-M2		JL-TK-M2		JL-TK-M2		JL-TK-M2		TK-メディア		TK-メディア		TK-メディア		TK-メディア		TK-メディア		02.転職会議事業部メディア開発グループ		4/3/19						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301012		上原　愛弓		05.アルバイト		-		女 オンア		-								不動産-直 フドウサン チョク		不動産-直 フドウサン チョク		不動産-直 フドウサン チョク		不動産-直 フドウサン チョク		不動産-直 フドウサン チョク		不動産-直 フドウサン チョク		不動産-直 フドウサン チョク		不動産-直 フドウサン チョク		不動産-直 フドウサン チョク		07.不動産ユニット		4/3/19		12/31/19				東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301013		酒井　美樹		03.準社員 ジュンシャイン		-		女		-								人事-人開		人事-人開		人事-人開		人事-人開		人事-人開		人事-人開										3/21/17		9/30/19		2019/4/1雇用形態変更.2019/10/1雇用形態変更 コヨウケイタイヘンコウ		東京		退職		その他

		301014		中野　雄一郎		05.アルバイト		-		男		-								テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP										4/3/19		9/30/19				東京		退職		その他

		301015		小田　圭位子		05.アルバイト		-		女 オンア		-								JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		4/3/19						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301016		齊藤　有紀		05.アルバイト		-		女 オンア		-								JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE						4/3/19		11/30/19				東京		退職		その他

		301017		新井　美久		05.アルバイト		-		女 オンア		-								不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン												4/3/19		8/31/19				東京		退職		その他

		301018		飯尾　直樹		06.インターン		-		男		-								不動産-ID																				4/8/19		4/19/19				東京		退職		その他

		301019		古川　洋考		07.派遣社員 ハケンシャイン		-		男		-								SK-戦略		SK-戦略		SK-戦略		SK-戦略		SK-戦略		SK-戦略										4/10/19		9/13/19				東京		退職		その他

		301020		星野　優人		06.インターン		-		男		-								JL-ナビ-MAR																				4/15/19		4/19/19				東京		退職		その他

		301022		飯尾　直樹		06.インターン		-		男		-										JS-B		JS-B		JS-B		JS-B		JS-B		JS-B		JS-S/U		JS-S/U		01.アルバイト事業部SEO/UXグループ		5/15/19						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301023		下濵　美久		05.アルバイト		-		女 オンア		-										SK-戦略		SK-戦略																5/15/19		6/28/19				東京		退職		その他

		301024		比嘉　竜一		07.派遣社員 ハケンシャイン		-		男		-										SK-戦略																		5/15/19		5/27/19				東京		退職		その他

		301025		上野　麻由		04.契約社員		-		女 オンナ		-										SK-戦略		SK-戦略		SK-戦略		SK-戦略		SK-戦略		SK-戦略		TN-ナコウド		TN-ナコウド		03.転職ナビ事業部ナコウドグループ		5/22/19						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301026		谷垣　悠介		04.契約社員		-		男		-												不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID		不動産-ID						6/5/19		11/30/19				東京		退職		その他

		301027		小林　幸司		08.業務委託		-		男		-												JL-ナビ-M		JL-ナビ-M		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		03.転職ナビ事業部メディアグループ		6/5/19						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301028		塚田　鮎実		04.契約社員		-		女 オンナ		-														不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		07.不動産ユニットビジネス推進グループ		7/3/19						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301029		山内　小百合		04.契約社員		-		女 オンナ		-														JL-TK-直		TK-推進 スイシン		横断 オウダン		横断 オウダン		横断 オウダン		横断 オウダン		17.アライアンス横断プロジェクト		7/3/19						東京		在籍		その他		コーポレート

		301030		多田　龍馬		08.業務委託		-		男		-														新規-アプリ シンキ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		08.テクノロジカルマーケティング部ネイティブアプリグループ		7/3/19						東京		在籍		その他		コーポレート

		301031		樽川　夕夏		05.アルバイト		-		女 オンナ		-														JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		7/3/19		12/6/19				東京		退職		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301032		久保田　拓馬		08.業務委託		-		男		-														JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U										7/3/19		9/30/19				東京		退職		その他

		301033		五十嵐　紀子		08.業務委託		-		女 オンナ		-														不動産-IM		不動産-IM		不動産-IM		不動産-IM		不動産-IM						7/3/19		11/6/19				東京		退職		その他

		301034		甲斐　友美		04.契約社員		-		女 オンナ		-														SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		06.就活会議ユニット事業推進グループ		1/15/17				2019/7/1雇用形態変更 コヨウケイタイヘンコウ		東京		在籍		その他		譲渡事業

		301035		岩切　良子		04.契約社員		-		女 オンナ		-														JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		12/1/15				2019/7/1雇用形態変更 コヨウケイタイヘンコウ		東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301036		小林　弘和		08.業務委託		-		男		-														経推-法務		経推-法務		経推-法務		経推-法務		経推-法務		経推-法務		10.経営推進部法務グループ		7/5/19						東京		在籍		その他		コーポレート

		301037		秋野　由佳		08.業務委託		-		女 オンナ		-														JL-B-SC		TN-SC		TN-SC		TN-SC								7/10/19				2019/11/1からアルバイトへ変更 ヘンコウ		東京		在籍		その他

		301037		秋野　由佳		05.アルバイト		-		女 オンナ		-																						TN-SC		TN-SC		03.転職ナビ事業部セールスコンサルティンググループ		7/10/19						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301038		山浦　清透		08.業務委託		-		男		-														経戦		経戦		経戦		経戦		経戦		経戦		14.経営戦略プロジェクト		7/10/19				7/10から業務委託へ変更		東京		在籍		その他		コーポレート

		301039		及川　梓		05.アルバイト		-		女 オンナ		-														SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		06.就活会議ユニット事業推進グループ		7/17/19						東京		在籍		その他		譲渡事業

		301040		山本　光康		08.業務委託		-		男		-														JL-ナビ-M		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-マーケ		TN-マーケ		03.転職ナビ事業部マーケティンググループ		7/17/19						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301041		夏目　康平		08.業務委託		-		男		-														新規-アプリ シンキ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ										7/24/19		9/30/19				東京		退職		その他

		301042		瀬尾　拓馬		07.派遣社員 ハケンシャイン		-		男		-														人事-中途 ジンジ チュウト		人事-中途 ジンジ チュウト		人事-中途 ジンジ チュウト										7/24/19		9/10/19				東京		退職		その他

		301043		渡邉　絢子		08.業務委託		-		女 オンナ		-														SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ								7/25/19		10/31/19				東京		退職		その他

		301044		藤井　博久		08.業務委託		-		男		-																ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト		04.転職ドラフトユニット		8/7/19						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301045		志賀　奎太		06.インターン		-		男		-																SK-M												8/5/19		8/16/19				東京		退職		その他

		301046		栗山　純平		06.インターン		-		男		-																TK-メディア												8/5/19		8/16/19				東京		退職		その他

		301047		夏井　佳裕		08.業務委託		-		男		-																		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		03.転職ナビ事業部メディアグループ		9/4/19						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301048		森内　瑞香		04.契約社員		-		女 オンナ		-																		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		06.就活会議ユニット事業推進グループ		9/4/19						東京		在籍		その他		譲渡事業

		301049		朴　基元		08.業務委託		-		男		-																ドラフト		ドラフト		ドラフト								8/7/19		10/31/19				東京		退職		その他

		301050		堀　雄太		06.インターン		-		男		-																テクマ-アプリ		テクマ-アプリ										8/19/19		9/13/19				東京		退職		その他

		301052		西川　初音		04.契約社員		-		女 オンナ		-																		人事-中途		人事-中途		人事-中途		人事-中途		12.人事部中途採用グループ		9/11/19						東京		在籍		その他		コーポレート

		301053		津田　夏美		04.契約社員		-		女 オンナ		-																		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		06.就活会議ユニット事業推進グループ		9/4/19						東京		在籍		その他		譲渡事業

		301054		杉山　美代子		04.契約社員		-		女 オンナ		-																		人事-人開 ジンジ ジンカイ		人事-人開 ジンジ ジンカイ		人事-人開 ジンジ ジンカイ		人事-人開 ジンジ ジンカイ		12.人事部組織・人材開発グループ		9/4/19						東京		在籍		その他		コーポレート

		301055		野本 直輝		08.業務委託		-		男		-																テクマ-直 チョク		テクマ-直 チョク		テクマ-直 チョク		テクマ-直 チョク		テクマ-直 チョク		08.テクノロジカルマーケティング部		8/21/19						東京		在籍		その他		コーポレート

		301056		井関　禎朗		06.インターン		-		男		-																		不動産-ID										9/2/19		9/13/19				東京		退職		その他

		301057		飯田　拓馬		06.インターン		-		男		-																		不動産-ID		不動産-ID								9/2/19		10/4/19				東京		退職		その他

		301058		柏原　功太郎		06.インターン		-		男		-																		不動産-ID										9/2/19		9/27/19				東京		退職		その他

		301059		安田　一平		06.インターン		-		男		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ										9/5/19		9/7/19				東京		退職		その他

		301060		上坂　尚樹		06.インターン		-		男		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ										9/5/19		9/7/19				東京		退職		その他

		301061		上久保　航志		06.インターン		-		男		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ										9/5/19		9/7/19				東京		退職		その他

		301062		保坂　純		06.インターン		-		男		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ										9/5/19		9/7/19				東京		退職		その他

		301063		丸山　迅		06.インターン		-		男		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ										9/5/19		9/7/19				東京		退職		その他

		301064		中村　一智		06.インターン		-		男		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ										9/5/19		9/7/19				東京		退職		その他

		301065		石坂　樹央		06.インターン		-		男		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ										9/5/19		9/7/19				東京		退職		その他

		301066		北出　弥雅		06.インターン		-		男		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ										9/5/19		9/7/19				東京		退職		その他

		301067		笹近　亮太		06.インターン		-		男		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ										9/5/19		9/7/19				東京		退職		その他

		301068		近　汐莉		06.インターン		-		女 オンナ		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ										9/5/19		9/7/19				東京		退職		その他

		301069		渡邊　純大		06.インターン		-		男		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ										9/5/19		9/7/19				東京		退職		その他

		301070		島貫　幹太		06.インターン		-		男		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ										9/5/19		9/7/19				東京		退職		その他

		301071		森口　日菜		06.インターン		-		女 オンナ		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ										9/5/19		9/7/19				東京		退職		その他

		301073		廣瀬　由悟		06.インターン		-		男		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ										9/5/19		9/7/19				東京		退職		その他

		301074		星村　拓実		06.インターン		-		男		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ										9/5/19		9/7/19				東京		退職		その他

		301075		加世　興平		06.インターン		-		男		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ										9/5/19		9/7/19				東京		退職		その他

		301076		石田　健人		06.インターン		-		男		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ										9/5/19		9/7/19				東京		退職		その他

		301077		谷口　祐実子		06.インターン		-		女 オンナ		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ										9/5/19		9/7/19				東京		退職		その他

		301078		福井　直人		06.インターン		-		男		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ										9/5/19		9/7/19				東京		退職		その他

		301079		髙田　航希		06.インターン		-		男		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ										9/5/19		9/7/19				東京		退職		その他

		301080		柳沢　拓		08.業務委託		-		男 オトコ																				経推-IT キョウ スイ		CTS		CTS		CTS		11.コーポレートテクノロジーソリューション室		9/1/19						東京		在籍		その他		コーポレート

		301081		片岡　大飛		08.業務委託		-		男 オトコ																				経推-IT キョウ スイ		CTS		CTS		CTS		11.コーポレートテクノロジーソリューション室		9/1/19						東京		在籍		その他		コーポレート

		301082		成田　大耀		08.業務委託		-		男 オトコ																				経推-IT キョウ スイ		CTS		CTS		CTS		11.コーポレートテクノロジーソリューション室		9/1/19						東京		在籍		その他		コーポレート

		301083		新保　直樹		08.業務委託 ギョウム イタク		-		男 オトコ																				TK-企画		TK-企画		TK-企画		TK-企画		02.転職会議事業部プロダクト企画グループ		9/11/19						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301085		金藤　圭汰		06.インターン		-		男		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ										9/19/19		9/21/19				東京		退職		その他

		301086		松原　大雅		06.インターン		-		男		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ										9/19/19		9/21/19				東京		退職		その他

		301087		佐藤　諒		06.インターン		-		男		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ										9/19/19		9/21/19				東京		退職		その他

		301088		塩谷　隆太		06.インターン		-		男		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ										9/19/19		9/21/19				東京		退職		その他

		301089		小林　健人		06.インターン		-		男		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ										9/19/19		9/21/19				東京		退職		その他

		301091		安倍　大裕		06.インターン		-		男		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ										9/19/19		9/21/19				東京		退職		その他

		301092		高橋　裕駿		06.インターン		-		男		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ										9/19/19		9/21/19				東京		退職		その他

		301094		有須　元紀		06.インターン		-		男		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ										9/19/19		9/21/19				東京		退職		その他

		301095		天谷　航平		06.インターン		-		男		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ										9/19/19		9/21/19				東京		退職		その他

		301096		杉山　祐里奈		06.インターン		-		女 オンナ		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ										9/19/19		9/21/19				東京		退職		その他

		301097		稲村　麟		06.インターン		-		男		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ										9/19/19		9/21/19				東京		退職		その他

		301099		山嵜　晴貴		06.インターン		-		男		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ										9/19/19		9/21/19				東京		退職		その他

		301100		立野　大晟		06.インターン		-		男		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ										9/19/19		9/21/19				東京		退職		その他

		301101		福岡　勇祐		06.インターン		-		男		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ										9/19/19		9/21/19				東京		退職		その他

		301103		河嶋　丈富		06.インターン		-		男		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ										9/19/19		9/21/19				東京		退職		その他

		301105		相澤　杏果		06.インターン		-		女 オンナ		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ										9/19/19		9/21/19				東京		退職		その他

		301106		岡村　壮真		06.インターン		-		男		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ										9/19/19		9/21/19				東京		退職		その他

		301107		久保田　陸		06.インターン		-		男		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ										9/19/19		9/21/19				東京		退職		その他

		301108		橋本　瑞希		06.インターン		-		男		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ										9/19/19		9/21/19				東京		退職		その他

		301109		横田　直樹		06.インターン		-		男		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ										9/19/19		9/21/19				東京		退職		その他

		301110		田村　佳苗 カナエ		04.契約社員		-		女 オンナ		-																		人事-新卒 ジンジ シンソツ		人事-新卒 ジンジ シンソツ		人事-新卒 ジンジ シンソツ		人事-新卒 ジンジ シンソツ		12.人事部新卒採用グループ		9/25/19						東京		在籍		その他		コーポレート

		301111		山崎　健太 ヤマザキ ケンタ		06.インターン		-		男		-																		テクマ-I		テクマ-I								9/30/19		10/11/19				東京		退職		その他

		301112		深堀　駿		08.業務委託		-		男		-																				TK-メディア		TK-メディア		TK-メディア		02.転職会議事業部メディア開発グループ		10/2/19						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301113		豊國　郁人		05.アルバイト		-		男		-																				テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		08.テクノロジカルマーケティング部データプラットフォームグループ		10/9/19						東京		在籍		その他		コーポレート

		301114		清信　鈴華 キヨノブ		05.アルバイト		-		女 オンナ		-																				JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		10/9/19						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301115		大石　忠昭		05.アルバイト		-		男		-																				JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		10/9/19						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301116		吉澤　馨		08.業務委託		-		男		-																				人事-直 ジンジ チョク		人事-直 ジンジ チョク		人事-直 ジンジ チョク		12.人事部		10/30/19						東京		在籍		その他		コーポレート

		301117		新妻　巧朗		08.業務委託		-		男		-																				JS-直		JS-直		JS-直		01.アルバイト事業部		10/29/19						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301118		眞柄　薫		08.業務委託		-		男		-																						SK-事推		SK-事推		06.就活会議ユニット事業推進グループ		11/26/19						東京		在籍		その他		譲渡事業

		301119		須川　祥平  スガワ		08.業務委託		-		男		-																						テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		08.テクノロジカルマーケティング部ネイティブアプリグループ		11/27/19						東京		在籍		その他		コーポレート

		301121		島田　俊介		08.業務委託		-		男		-																								ドラフト		04.転職ドラフトユニット		12/1/19						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301122		山口 莉那		06.インターン		-		女 オンナ		-																								人事-新卒 ジンジ シンソツ		12.人事部新卒採用グループ		12/5/19		12/7/19				東京		退職		その他		コーポレート

		301123		内田 海帆		06.インターン		-		女 オンナ		-																								人事-新卒 ジンジ シンソツ		12.人事部新卒採用グループ		12/5/19		12/7/19				東京		退職		その他		コーポレート

		301124		中尾 真徳		06.インターン		-		男 オトコ		-																								人事-新卒 ジンジ シンソツ		12.人事部新卒採用グループ		12/5/19		12/7/19				東京		退職		その他		コーポレート

		301125		中宮 駿		06.インターン		-		男 オトコ		-																								人事-新卒 ジンジ シンソツ		12.人事部新卒採用グループ		12/5/19		12/7/19				東京		退職		その他		コーポレート

		301126		日向 康太		06.インターン		-		男 オトコ		-																								人事-新卒 ジンジ シンソツ		12.人事部新卒採用グループ		12/5/19		12/7/19				東京		退職		その他		コーポレート

		301127		堂本 拓磨		06.インターン		-		男 オトコ		-																								人事-新卒 ジンジ シンソツ		12.人事部新卒採用グループ		12/5/19		12/7/19				東京		退職		その他		コーポレート

		301128		竹原 壮起		06.インターン		-		男 オトコ		-																								人事-新卒 ジンジ シンソツ		12.人事部新卒採用グループ		12/5/19		12/7/19				東京		退職		その他		コーポレート

		301129		古屋 大知		06.インターン		-		男 オトコ		-																								人事-新卒 ジンジ シンソツ		12.人事部新卒採用グループ		12/5/19		12/7/19				東京		退職		その他		コーポレート

		301130		鈴木 優人		06.インターン		-		男 オトコ		-																								人事-新卒 ジンジ シンソツ		12.人事部新卒採用グループ		12/5/19		12/7/19				東京		退職		その他		コーポレート

		301131		竹村 幸穂		06.インターン		-		女 オンナ		-																								人事-新卒 ジンジ シンソツ		12.人事部新卒採用グループ		12/5/19		12/7/19				東京		退職		その他		コーポレート

		301132		加川 幹		06.インターン		-		男 オトコ		-																								人事-新卒 ジンジ シンソツ		12.人事部新卒採用グループ		12/5/19		12/7/19				東京		退職		その他		コーポレート

		301133		金田 純希		06.インターン		-		男 オトコ		-																								人事-新卒 ジンジ シンソツ		12.人事部新卒採用グループ		12/5/19		12/7/19				東京		退職		その他		コーポレート

		301134		高野 優也		06.インターン		-		男 オトコ		-																								人事-新卒 ジンジ シンソツ		12.人事部新卒採用グループ		12/5/19		12/7/19				東京		退職		その他		コーポレート

		301135		鶴永 さくら		06.インターン		-		女 オンナ		-																								人事-新卒 ジンジ シンソツ		12.人事部新卒採用グループ		12/5/19		12/7/19				東京		退職		その他		コーポレート

		301136		桑野 滉大		06.インターン		-		男 オトコ		-																								人事-新卒 ジンジ シンソツ		12.人事部新卒採用グループ		12/5/19		12/7/19				東京		退職		その他		コーポレート

		301137		高山 眞太郎		06.インターン		-		男 オトコ		-																								人事-新卒 ジンジ シンソツ		12.人事部新卒採用グループ		12/5/19		12/7/19				東京		退職		その他		コーポレート

		301138		坂口 慧		06.インターン		-		男 オトコ		-																								人事-新卒 ジンジ シンソツ		12.人事部新卒採用グループ		12/5/19		12/7/19				東京		退職		その他		コーポレート

		301139		厚地 幸弘		06.インターン		-		男 オトコ		-																								人事-新卒 ジンジ シンソツ		12.人事部新卒採用グループ		12/5/19		12/7/19				東京		退職		その他		コーポレート

		410055		首藤　梓		07.派遣社員 ハケンシャイン		-		女 オンナ		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		2/19/14						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ
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tc={474B9DCC-CCF4-4CD2-A4B0-4CE3F7C353D8}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    青:役員
水色:正社員
黄緑:アルバイト・契約社員・準社員
黄色:派遣社員
グレー:業務委託		氏名 シメイ		雇用形態 コヨウ ケイタイ		役職 ヤクショク		性別 セイベツ		職種 ショクシュ		カオナビの職種 ショクシュ		職種(新ロジック)		1月		2月 ガツ		3月 ガツ		4月 ガツ		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ		8月 ガツ		9月 ガツ		10月 ガツ		11月 ガツ		12月 ガツ		部署		入社日 ニュウシャビ		退職日 タイショクビ		備考 ビコウ		拠点 キョテン		在籍 ザイセキ		職種 ショクシュ		部門 ブモン

		100001		村上　太一		00.取締役 トリシマリヤク		-		男性 ダンセイ		-		-		-		取締役 トリシマリヤク		取締役 トリシマリヤク		取締役 トリシマリヤク		取締役 トリシマリヤク		取締役 トリシマリヤク		取締役 トリシマリヤク		取締役 トリシマリヤク		取締役 トリシマリヤク		取締役 トリシマリヤク		取締役 トリシマリヤク		取締役 トリシマリヤク		取締役 トリシマリヤク		-		2/8/06						東京		在籍		その他

		100002		桂　大介		02.正社員 セイシャイン		PL		男性 ダンセイ		企画		企画		企画		デザイン		デザイン		デザイン		デザイン		デザイン		デザイン		デザイン		デザイン		デザイン		デザイン		デザイン		デザイン		15.経営デザインプロジェクト		2/9/06						東京		在籍		企画系		コーポレート

		100004		江原　準一		01.監査役 カンサヤク		-		男性 ダンセイ		-		-		-		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		-		-						東京		在籍		その他

		110002		尾崎　充		01.監査役 カンサヤク		-		男性 ダンセイ		-		ERROR:#N/A		-		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		-		-						東京		在籍		その他

		110003		片山　典之		01.監査役 カンサヤク		-		男性 ダンセイ		-		ERROR:#N/A		-		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		監査役 カンサヤク		-		-				就任日：2019/03/28 シュウニン ビ		東京		在籍		その他

		110005		淡輪　敬三		00.取締役 トリシマリヤク		-		男性 ダンセイ		-		ERROR:#N/A		-		取締役 トリシマリヤク		取締役 トリシマリヤク		取締役 トリシマリヤク		取締役 トリシマリヤク		取締役 トリシマリヤク		取締役 トリシマリヤク		取締役 トリシマリヤク		取締役 トリシマリヤク		取締役 トリシマリヤク		取締役 トリシマリヤク		取締役 トリシマリヤク		取締役 トリシマリヤク		-		-						東京		在籍		その他

		110008		安川　新一郎 シンイチ ロウ		00.取締役 トリシマリヤク		-		男性 ダンセイ		-		ERROR:#N/A		-						取締役 トリシマリヤク		取締役 トリシマリヤク		取締役 トリシマリヤク		取締役 トリシマリヤク		取締役 トリシマリヤク		取締役 トリシマリヤク		取締役 トリシマリヤク		取締役 トリシマリヤク		取締役 トリシマリヤク		取締役 トリシマリヤク		-		-				就任日：2020/03/27		東京		在籍		その他

		200025		正池　慎		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		エンジニア		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト-直 チョク		ドラフト-直 チョク		ドラフト-直 チョク		ドラフト-直 チョク		ドラフト-直 チョク		テクマ-アプリ		08.テクノロジカルマーケティング部ネイティブアプリグループ		4/1/10						東京		在籍		企画系		コーポレート

		200032		春日　太志		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		エンジニア		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		08.テクノロジカルマーケティング部インフラストラクチャーグループ		9/1/10						東京		在籍		企画系		コーポレート

		200035		加藤　めぐみ		02.正社員 セイシャイン		-		女性 ジョセイ		企画		企画		企画		TK-直 チョク		TK-直 チョク		TK-直 チョク		TK-直 チョク		TK-直 チョク		TK-直 チョク		TK-直 チョク		TK-直 チョク		TK-直 チョク		TK-直 チョク		TK-直 チョク		TK-直 チョク		02.転職会議事業部		4/1/11						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200037		福田　絵里		02.正社員 セイシャイン		-		女性 ジョセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		エンジニア		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		02.転職会議事業部メディア開発第二グループ		4/1/11						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200040		佐藤　洋輔		02.正社員 セイシャイン		GL		男性 ダンセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		エンジニア		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		03.転職ナビ事業部メディアグループ		6/7/11						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200046		月島　まりも		02.正社員 セイシャイン		-		女性 ジョセイ		企画		企画		企画		不動産-IM		不動産-M		不動産-M		不動産-M		不動産-M		不動産-M		新規-第二 シンキ ダイニ		新規-第二 シンキ ダイニ		新規-第二 シンキ ダイニ		新規-第二 シンキ ダイニ		新規-第二 シンキ ダイニ		新規-第二 シンキ ダイニ		09.新規事業部第二新規事業プロジェクト		11/21/11						東京		在籍		企画系		新規事業 シンキジギョウ

		200053		風間　麻理子		02.正社員 セイシャイン		-		女性 ジョセイ		管理		企画		企画		SK-直 チョク		SK-直 チョク		SK-直 チョク		SK-直 チョク		SK-直 チョク		SK-直 チョク		SK-直 チョク		SK-直 チョク		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		13.社長室		2/13/12						東京		在籍		企画系		コーポレート

		200057		武田　吉正		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		企画		ビジネス		-																												4/1/12		12/31/19				東京		退職		その他

		200064		尾沢　綾子		02.正社員 セイシャイン		-		女性 ジョセイ		企画		企画		企画		不動産-IM		不動産-M		不動産-M		不動産-M		不動産-M		不動産-M		不動産-プロダクト		不動産-プロダクト		不動産-プロダクト		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		07.不動産ユニットフィルライフプロジェクト		6/18/12						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200065		福澤　真生子		02.正社員 セイシャイン		-		女性 ジョセイ		企画		CS		CS		SK-事推		SK-事推		SK-事推		SK-事推		SK-事推		SK-事推		SK-事推		SK-事推		新規-直 シンキ チョク		新規-直 シンキ チョク		新規-直 シンキ チョク		新規-直 シンキ チョク		09.新規事業部		7/1/12						東京		在籍		その他		新規事業 シンキジギョウ

		200072		細井　広太郎		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		管理		企画		企画		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		13.社長室		1/1/13						東京		在籍		企画系		コーポレート

		200076		工藤　祐司		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		エンジニア		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		新規-E シンキ		新規-E シンキ		新規-E シンキ		新規-E シンキ		09.新規事業部エンジニアリンググループ		2/1/13						東京		在籍		企画系		新規事業 シンキジギョウ

		200085		竹馬　力		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		エンジニア		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		不動産-ID		不動産-D		不動産-D		不動産-D		不動産-D		不動産-D		不動産-プロダクト		不動産-プロダクト		不動産-プロダクト										5/1/13		9/30/20				東京		退職		企画系

		200087		志賀　響子		02.正社員 セイシャイン		GL		女性 ジョセイ		CS		CS		CS		不動産-直		不動産-J		不動産-J		不動産-J		不動産-J		不動産-J		不動産-J		不動産-J		不動産-J		不動産-J		不動産-J		不動産-J		07.不動産ユニット事業管理グループ		5/1/13						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200090		吉永　浩二		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		企画 キカク		企画		企画		TK-企画		TK-企画		TK-企画		TK-企画		TK-企画		TK-企画		TK-企画		TK-企画		TK-企画		TK-企画		TK-企画		TK-企画		02.転職会議事業部プロダクト企画グループ		5/13/13						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200092		谷村　琢也		02.正社員 セイシャイン		部長		男性 ダンセイ		企画 キカク		エンジニア		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		新規-直 シンキ チョク		新規-直 シンキ チョク		新規-直 シンキ チョク		新規-直 シンキ チョク		新規-直 シンキ チョク		新規-直 シンキ チョク		新規-直 シンキ チョク		新規-直 シンキ チョク		新規-直 シンキ チョク		新規-直 シンキ チョク		新規-直 シンキ チョク		新規-直 シンキ チョク		09.新規事業部		6/1/13						東京		在籍		企画系		新規事業 シンキジギョウ

		200096		澁谷　拓		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		企画		企画		企画		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-直		新規-第二 シンキ ダイニ		新規-第二 シンキ ダイニ		新規-第二 シンキ ダイニ		新規-第二 シンキ ダイニ		新規-第二 シンキ ダイニ		新規-第二 シンキ ダイニ		09.新規事業部第二新規事業プロジェクト		8/1/13						東京		在籍		企画系		新規事業 シンキジギョウ

		200103		水谷　敏貴		02.正社員 セイシャイン		部長		男性 ダンセイ		管理		コーポレート		管理		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-直		経推-直		経推-直		経推-直		経推-直		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		10.経営推進部		10/1/13						東京		在籍		その他		コーポレート

		200118		中西　晶大		02.正社員 セイシャイン		UL		男性 ダンセイ		企画		エンジニア		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二 ダイニ		TK-メディア第二 ダイニ		TK-メディア第二 ダイニ		ドラフト-直 チョク		04.転職ドラフトユニット		4/1/14						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200120		松原　慧		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		エンジニア		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JS-開発		JS-直 チョク		JS-直 チョク		JS-直 チョク		JS-直 チョク		JS-直 チョク		JS-直 チョク		JS-直 チョク		JS-直 チョク		JS-直 チョク		JS-直 チョク		新規-E シンキ		09.新規事業部エンジニアリンググループ		4/1/14						東京		在籍		企画系		新規事業 シンキジギョウ

		200124		稲留　駿介		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		デザイナー		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		TK-直 チョク		TK-直 チョク		TK-直 チョク		TK-直 チョク		02.転職会議事業部		4/1/14						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200126		遠藤　正幸		02.正社員 セイシャイン		部長		男性 ダンセイ		管理		コーポレート		管理		人事-直		人事-直		人事-直		人事-直		人事-直		人事-直		人事-直		人事-直		人事-直		人事-直		人事-直		人事-直		12.人事部		4/21/14						東京		在籍		その他		コーポレート

		200128		遠藤　太一		02.正社員 セイシャイン		PL		男性 ダンセイ		企画		企画		企画		経戦 ケイセン		経戦 ケイセン		経戦 ケイセン		経戦 ケイセン		経戦 ケイセン		経戦 ケイセン		新規-第三 シンキ ダイサン		新規-第三 シンキ ダイサン		新規-第三 シンキ ダイサン		新規-第三 シンキ ダイサン		新規-第三 シンキ ダイサン		新規-第三 シンキ ダイサン		09.新規事業部第三新規事業プロジェクト		5/1/14						東京		在籍		企画系		新規事業 シンキジギョウ

		200130		吉武　正史		02.正社員 セイシャイン		GL		男性 ダンセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		エンジニア		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		08.テクノロジカルマーケティング部データプラットフォームグループ		6/1/14						東京		在籍		企画系		コーポレート

		200139		中里　基		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		管理		コーポレート		管理		経推-直		経推-直		経推-直		経推-直		経推-直																		8/1/14		5/15/20		※3/27取締役退任 トリシマリヤク タイニン		東京		退職		その他

		200145		大波　誠		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		エンジニア		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		07.不動産ユニットフィルライフプロジェクト		10/1/14						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200146		早坂　まゆみ		02.正社員 セイシャイン		GL		女性 ジョセイ		企画		企画		企画		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト-CX		ドラフト-CX		ドラフト-CX		ドラフト-CX		ドラフト-CX		ドラフト-CX		04.転職ドラフトユニットCXグループ		10/1/14						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200150		松家　弘樹		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		管理		コーポレート		管理		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務 キョウ スイ ザイム		経推-財務 キョウ スイ ザイム		経推-財務 キョウ スイ ザイム		経推-財務 キョウ スイ ザイム		経推-財務 キョウ スイ ザイム								8/3/10		10/12/20				東京		退職		その他

		200152		高橋　梨菜		02.正社員 セイシャイン		-		女性 ジョセイ		管理		コーポレート		管理		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		人事-総務労務 ジンジ ソウム ロウム		人事-総務労務 ジンジ ソウム ロウム		人事-総務労務 ジンジ ソウム ロウム		人事-総務労務 ジンジ ソウム ロウム		人事-総務労務 ジンジ ソウム ロウム		人事-総務労務 ジンジ ソウム ロウム		12.人事部総務・労務グループ		11/1/14						東京		在籍		その他		コーポレート

		200153		龍崎　美和子		02.正社員 セイシャイン		-		女性 ジョセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		デザイナー		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-直		JS-直		JS-直		JS-直		JS-直		JS-直		01.アルバイト事業部		11/1/14						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200158		海野　拓		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		エンジニア		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		JS-直 チョク		JS-直 チョク		JS-直 チョク		JS-直 チョク		JS-直 チョク		01.アルバイト事業部		12/15/14						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200164		眞崎　久美子		02.正社員 セイシャイン		GL		女性 ジョセイ		管理		コーポレート		管理		経推-法務 キョウ スイ ホウム		経推-法務 キョウ スイ ホウム		経推-法務 キョウ スイ ホウム		経推-法務 キョウ スイ ホウム		経推-法務 キョウ スイ ホウム		経推-法務 キョウ スイ ホウム		経推-法務 キョウ スイ ホウム		経推-法務 キョウ スイ ホウム		経推-法務 キョウ スイ ホウム		経推-法務 キョウ スイ ホウム		経推-法務 キョウ スイ ホウム		経推-法務 キョウ スイ ホウム		10.経営推進部法務グループ		2/1/15						東京		在籍		その他		コーポレート

		200166		高橋　宏平		02.正社員 セイシャイン		部長		男性 ダンセイ		管理		企画		管理 カンリ		JS-直		JS-直		JS-直		JS-直		JS-直		JS-直		JS-直		JS-直		JS-直		経戦 ケイセン		経戦 ケイセン		経戦 ケイセン		14.経営戦略部		2/1/15						東京		在籍		その他		コーポレート

		200167		星野　里季		02.正社員 セイシャイン		部長		男性 ダンセイ		企画		企画		企画		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		03.転職ナビ事業部		2/9/15						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200168		臼井　久仁子		02.正社員 セイシャイン		-		女性 ジョセイ		管理		コーポレート		管理		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		10.経営推進部財務経理グループ		3/1/15						東京		在籍		その他		コーポレート

		200169		芳賀　一生		02.正社員 セイシャイン		部長		男性 ダンセイ		企画		企画		企画		TK-直 チョク		TK-直 チョク		TK-直 チョク		TK-直 チョク		TK-直 チョク		TK-直 チョク		TK-直 チョク		TK-直 チョク		TK-直 チョク		TK-直 チョク		TK-直 チョク		TK-直 チョク		02.転職会議事業部		3/1/15		12/31/20				東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200172		末吉　真治		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		エンジニア		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア														3/1/15		7/31/20				東京		退職		企画系

		200175		金原　寛顕		02.正社員 セイシャイン		GL		男性 ダンセイ		管理		コーポレート		管理		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		人事-総務労務 ジンジ ソウム ロウム		人事-総務労務 ジンジ ソウム ロウム		人事-総務労務 ジンジ ソウム ロウム		人事-総務労務 ジンジ ソウム ロウム		人事-総務労務 ジンジ ソウム ロウム		人事-総務労務 ジンジ ソウム ロウム		12.人事部総務・労務グループ		3/23/15						東京		在籍		その他		コーポレート

		200185		鹿山　洋一		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		管理		コーポレート		-		人事-採用		人事-採用																								4/1/15		2/29/20				東京		退職		その他

		200193		西田　頼子		02.正社員 セイシャイン		GL		女性 ジョセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		エンジニア		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		TK-メディア第一		TK-メディア第一		TK-メディア第一		TK-メディア第一		TK-メディア第一		TK-メディア第一		TK-メディア第一		TK-メディア第一		TK-メディア第一		TK-メディア第一		TK-メディア第一		TK-メディア第一		02.転職会議事業部メディア開発第一グループ		5/1/15		12/31/20				東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200198		中野　悦史		02.正社員 セイシャイン		部長		男性 ダンセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		エンジニア		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		テクマ-直 チョク		テクマ-直 チョク		テクマ-直 チョク		テクマ-直 チョク		テクマ-直 チョク		テクマ-直 チョク		テクマ-直 チョク		テクマ-直 チョク		テクマ-直 チョク		テクマ-直 チョク		テクマ-直 チョク		テクマ-直 チョク		08.テクノロジカルマーケティング部		6/1/15						東京		在籍		企画系		コーポレート

		200200		谷川　さやか		02.正社員 セイシャイン		-		女性 ジョセイ		企画 キカク		コーポレート		管理		人事-採用		人事-採用		人事-採用		人事-採用		人事-採用		人事-採用		人事-採用		人事-採用		デザイン		デザイン		デザイン		デザイン		15.経営デザインプロジェクト		6/1/15						東京		在籍		その他		コーポレート

		200202		柏　淳一朗		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		エンジニア		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		02.転職会議事業部メディア開発第二グループ		6/15/15						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200211		増田　彩		02.正社員 セイシャイン		-		女性 ジョセイ		管理		コーポレート		管理		人事-採用		人事-採用		人事-採用		人事-採用		人事-採用		人事-採用		人事-採用		人事-採用		人事-採用		人事-採用		人事-採用		人事-採用		12.人事部採用グループ		8/1/15						東京		在籍		その他		コーポレート

		200220		上野　ゆう希		02.正社員 セイシャイン		TL		女性 ジョセイ		管理		コーポレート		管理		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		10.経営推進部財務経理グループ		8/24/15						東京		在籍		その他		コーポレート

		200221		岡　陽介		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		エンジニア		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		02.転職会議事業部メディア開発第二グループ		9/1/15						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200228		岸良　腕		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		企画		ビジネス		-																												9/15/15		12/31/19				東京		退職		その他

		200231		山内　雅斗		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		エンジニア		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		新規-第三 シンキ ダイサン		新規-第三 シンキ ダイサン		新規-第三 シンキ ダイサン		新規-第三 シンキ ダイサン		新規-第三 シンキ ダイサン		新規-第三 シンキ ダイサン		09.新規事業部第三新規事業プロジェクト		9/1/15						東京		在籍		企画系		新規事業 シンキジギョウ

		200237		飯田　智美		02.正社員 セイシャイン		-		女性 ジョセイ		企画		企画		企画		TK-企画		TK-企画		TK-企画		TK-企画		TK-企画		TK-企画		TK-企画		TK-企画		TK-企画		TK-企画		TK-企画		TK-企画		02.転職会議事業部プロダクト企画グループ		10/1/15						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200238		岩田　泰明		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		エンジニア		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		不動産-直 フドウサン チョク		新規-直 シンキ チョク		新規-直 シンキ チョク		新規-直 シンキ チョク		新規-直 シンキ チョク		新規-直 シンキ チョク		新規-第一 シンキ ダイイチ		新規-第一 シンキ ダイイチ		新規-第一 シンキ ダイイチ		新規-第一 シンキ ダイイチ		新規-第一 シンキ ダイイチ		新規-第一 シンキ ダイイチ		09.新規事業部第一新規事業プロジェクト		10/1/15						東京		在籍		企画系		新規事業 シンキジギョウ

		200239		長田　智也		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		エンジニア		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		TK-メディア第一		TK-メディア第一		TK-メディア第一		TK-メディア第一		TK-メディア第一		TK-メディア第一		TK-メディア第一		TK-メディア第一												10/1/15		8/31/20				東京		退職		企画系

		200242		金子　宏太		02.正社員 セイシャイン		GL		男性 ダンセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		エンジニア		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		08.テクノロジカルマーケティング部ネイティブアプリグループ		10/1/15						東京		在籍		企画系		コーポレート

		200246		太田　浩二		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		エンジニア		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JS-開発		JS-開発		JS-開発		JS-開発		JS-開発		JS-開発		JS-開発		JS-開発		JS-開発		JS-開発		JS-開発		JS-開発		01.アルバイト事業部開発グループ		10/15/15						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200250		水野　和弥		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		エンジニア		-		JS-開発		JS-開発																								11/1/15		2/29/20				東京		退職		その他

		200253		河野　浩子		02.正社員 セイシャイン		TL		女性 ジョセイ		企画(宮崎) ミヤザキ		CS		CS(宮崎)		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-JL ミヤザキ		宮崎-審査 シンサ		宮崎-審査 シンサ		宮崎-審査 シンサ		宮崎-審査 シンサ		宮崎-審査 シンサ		宮崎-審査 シンサ		宮崎-審査 シンサ		宮崎-審査 シンサ		05.宮崎ユニット審査グループ		12/1/15						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200256		宮田　真莉子		02.正社員 セイシャイン		-		女性 ジョセイ		企画(宮崎)		企画		企画(宮崎)		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-UR ミヤザキ		宮崎-直 ミヤザキ チョク		宮崎-直 ミヤザキ チョク		05.宮崎ユニット		12/1/15						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200261		川名　正吾		02.正社員 セイシャイン		UL		男性 ダンセイ		企画		企画		企画		不動産-直 フドウサン チョク		不動産-直 フドウサン チョク		不動産-直 フドウサン チョク		不動産-直 フドウサン チョク		不動産-直 フドウサン チョク		不動産-直 フドウサン チョク		不動産-直 フドウサン チョク		不動産-直 フドウサン チョク		不動産-直 フドウサン チョク		不動産-直 フドウサン チョク		不動産-直 フドウサン チョク		不動産-直 フドウサン チョク		07.不動産ユニット		12/16/15						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200262		渕上　雄介		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		企画 キカク		企画		企画 キカク		JS-A		JS-A		JS-A		JS-A		JS-A		JS-A		JS-A		JS-A		JS-A		JS-A		JS-直 チョク		JS-直 チョク		01.アルバイト事業部		1/1/16						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200268		稲垣　景子		02.正社員 セイシャイン		-		女性 ジョセイ		企画		ビジネス		-																												4/1/14		12/31/19				東京		退職		その他

		200269		大倉　潤也		02.正社員 セイシャイン		副UL フク		男性 ダンセイ		企画		企画		企画		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト-直 チョク		ドラフト-直 チョク		ドラフト-直 チョク		ドラフト-直 チョク		ドラフト-直 チョク		ドラフト-直 チョク		04.転職ドラフトユニット		7/3/12						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200271		前田　美香夏 マエダ		02.正社員 セイシャイン		-		女性 ジョセイ		営業(宮崎)		CS		CS(宮崎)		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-TNS		宮崎-TNS		宮崎-TNS		宮崎-TNS		宮崎-TNS		宮崎-TNS		05.宮崎ユニット転職ナビセールスグループ		1/15/16						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200275		原　美穂		02.正社員 セイシャイン		-		女性 ジョセイ		CS(宮崎)		CS		CS(宮崎)		宮崎-JL ミヤザキ		宮崎-JL ミヤザキ		宮崎-JL ミヤザキ		宮崎-JL ミヤザキ		宮崎-JL ミヤザキ		宮崎-JL ミヤザキ		宮崎-JL ミヤザキ		宮崎-JL ミヤザキ		宮崎-JL ミヤザキ		宮崎-JL ミヤザキ		宮崎-JL ミヤザキ		宮崎-JL ミヤザキ		05.宮崎ユニットキャリア事業サポートグループ		2/15/16						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200276		西村　仁志		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		営業		営業		営業		TK-AG		TK-AG		TK-AG		TK-AG		TK-AG		TK-AG		TK-AG		TK-AG		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		03.転職ナビ事業部セールスグループ		2/15/16						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200280		花泉　真由美		02.正社員 セイシャイン		-		女性 ジョセイ		営業(宮崎)		CS		CS(宮崎)		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-MBS		宮崎-MBS		宮崎-MBS		宮崎-MBS		宮崎-MBS		宮崎-MBS		05.宮崎ユニットマッハバイトセールスグループ		3/1/16						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200281		合田　朋矢		02.正社員 セイシャイン		TL		男性 ダンセイ		CS(宮崎)		CS		CS(宮崎)		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		05.宮崎ユニットアルバイト事業サポートグループ		3/1/16						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200283		沼口　優衣華		02.正社員 セイシャイン		-		女性 ジョセイ		CS(宮崎)		CS		CS(宮崎)		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		05.宮崎ユニットアルバイト事業サポートグループ		3/7/16						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200286		井上　裕之		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		エンジニア		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		JS-開発 カイハツ		JS-開発 カイハツ		JS-開発 カイハツ		JS-開発 カイハツ		01.アルバイト事業部開発グループ		4/1/16						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200287		田中　祥太郎		02.正社員 セイシャイン		副GL		男性 ダンセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		エンジニア		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		08.テクノロジカルマーケティング部データプラットフォームグループ		4/1/16						東京		在籍		企画系		コーポレート

		200288		堤下　薫		02.正社員 セイシャイン		副GL		男性 ダンセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		エンジニア		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ																		4/1/16		5/31/20				東京		退職		企画系

		200289		水野　拓		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		エンジニア		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		08.テクノロジカルマーケティング部インフラストラクチャーグループ		4/1/16						東京		在籍		企画系		コーポレート

		200291		小沼　陸		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		エンジニア		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		不動産-ID		不動産-D		不動産-D		不動産-D		不動産-D		不動産-D		不動産-プロダクト		不動産-プロダクト		不動産-プロダクト		不動産-プロダクト		不動産-プロダクト		不動産-プロダクト		07.不動産ユニットプロダクトグループ		4/1/16						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200292		渡部　陽貴		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		エンジニア		-																												4/1/16		12/14/19				東京		退職		その他

		200293		平野　千夏		02.正社員 セイシャイン		-		女性 ジョセイ		企画		ビジネス		-		JS-マーケ																										4/1/16		1/31/20				東京		退職		その他

		200296		羽山　慎一		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		管理		コーポレート		-		人事-人開		人事-人開		人事-人開																						4/1/16		3/6/20				東京		退職		その他

		200298		渡部　雄大		02.正社員 セイシャイン		副部長 フクブチョウ		男性 ダンセイ		企画		企画		企画		SK-直		SK-直		SK-直		SK-直		SK-直		SK-直		SK-直		SK-直		SK-直		TK-直 チョク		TK-直 チョク		TK-直 チョク		02.転職会議事業部		4/1/16						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200300		橋本　朱里		02.正社員 セイシャイン		-		女性 ジョセイ		CS(宮崎)		CS		CS(宮崎)		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		05.宮崎ユニットアルバイト事業サポートグループ		4/1/16						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200301		浦本　譲		02.正社員 セイシャイン		副GL		男性 ダンセイ		営業		営業		営業		JS-A		JS-A		JS-A		JS-A		JS-A		JS-A		JS-A		JS-A		JS-A		JS-A		JS-A		JS-A		01.アルバイト事業部アライアンスグループ		8/1/14		12/2/20				東京		退職		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200302		大谷　崇介		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		企画		企画		企画		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		03.転職ナビ事業部		9/3/14						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200303		鵜戸西　真紀		02.正社員 セイシャイン		-		女性 ジョセイ		営業(宮崎)		営業		営業(宮崎)		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-MBS		宮崎-MBS		宮崎-MBS		宮崎-MBS		宮崎-MBS		宮崎-MBS		05.宮崎ユニットマッハバイトセールスグループ		4/15/16						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200304		大賀　百恵		02.正社員 セイシャイン		-		女性 ジョセイ		営業(宮崎)		営業		営業(宮崎)		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-TNS		宮崎-TNS		宮崎-TNS		宮崎-TNS		宮崎-TNS		宮崎-TNS		05.宮崎ユニット転職ナビセールスグループ		4/15/16						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200305		山本　忠利		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		CS(宮崎)		CS		CS(宮崎)		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		05.宮崎ユニットアルバイト事業サポートグループ		4/15/16						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200306		渡邊　可奈子		02.正社員 セイシャイン		TL		女性 ジョセイ		CS(宮崎)		ビジネス		-																												4/15/16		12/9/19				東京		退職		その他

		200307		兒玉　祥子 コダマ		02.正社員 セイシャイン		-		女性 ジョセイ		CS(宮崎)		CS		CS(宮崎)		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		05.宮崎ユニットキャリア事業サポートグループ		4/15/16						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200308		小島　貴之		02.正社員 セイシャイン		GL		男性 ダンセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		エンジニア		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		TK-直 チョク		TK-直 チョク		TK-直 チョク		TK-直 チョク		TK-直 チョク		TK-直 チョク		新規-E シンキ		新規-E シンキ		新規-E シンキ		新規-E シンキ		新規-E シンキ		新規-E シンキ		09.新規事業部エンジニアリンググループ		5/1/16						東京		在籍		企画系		新規事業 シンキジギョウ

		200309		須貝　俊		02.正社員 セイシャイン		副GL		男性 ダンセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		エンジニア		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		不動産-ID		不動産-D		不動産-D		不動産-D		不動産-D		不動産-D		不動産-プロダクト		不動産-プロダクト		不動産-プロダクト		不動産-プロダクト		不動産-プロダクト		不動産-プロダクト		07.不動産ユニットプロダクトグループ		5/1/16						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200310		伊東　理		02.正社員 セイシャイン		GL		男性 ダンセイ		営業(宮崎)		営業		営業(宮崎)		宮崎-SL ミヤザキ		宮崎-SL ミヤザキ		宮崎-SL ミヤザキ		宮崎-SL ミヤザキ		宮崎-SL ミヤザキ		宮崎-SL ミヤザキ		宮崎-TNS		宮崎-TNS		宮崎-TNS		宮崎-TNS		宮崎-TNS		宮崎-TNS		05.宮崎ユニット転職ナビセールスグループ		5/1/16						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200311		網　由香		02.正社員 セイシャイン		-		女性 ジョセイ		CS(宮崎)		CS		CS(宮崎)		宮崎-JL ミヤザキ		宮崎-JL ミヤザキ		宮崎-JL ミヤザキ		宮崎-JL ミヤザキ		宮崎-JL ミヤザキ		宮崎-JL ミヤザキ		宮崎-JL ミヤザキ		宮崎-JL ミヤザキ		宮崎-JL ミヤザキ		宮崎-JL ミヤザキ		宮崎-JL ミヤザキ		宮崎-JL ミヤザキ		05.宮崎ユニットキャリア事業サポートグループ		5/1/16						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200312		北原　洋一		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		エンジニア		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		テクマ-直 チョク		テクマ-直 チョク		テクマ-直 チョク		テクマ-直 チョク		テクマ-直 チョク		テクマ-直 チョク		テクマ-直 チョク		テクマ-直 チョク		テクマ-直 チョク		テクマ-直 チョク		テクマ-直 チョク		テクマ-直 チョク		08.テクノロジカルマーケティング部		6/1/16						東京		在籍		企画系		コーポレート

		200317		吉田　晃子		02.正社員 セイシャイン		-		女性 ジョセイ		CS(宮崎)		営業		営業(宮崎)		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-UR ミヤザキ		宮崎-UR ミヤザキ		宮崎-UR ミヤザキ		05.宮崎ユニットユーザーリレーショングループ		6/15/16						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200320		青山　成貴		02.正社員 セイシャイン		UL		男性 ダンセイ		企画(宮崎)		企画		企画(宮崎)		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		05.宮崎ユニット		9/8/14						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200322		坂下　弘行		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		CS(宮崎)		ビジネス		-																												7/15/16		12/31/19				東京		退職		その他

		200323		野中　海月		02.正社員 セイシャイン		TL		男性 ダンセイ		CS(宮崎)		CS		CS(宮崎)		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		05.宮崎ユニットキャリア事業サポートグループ		8/1/16						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200326		中石　彩 ナカイシ		02.正社員 セイシャイン		-		女性 ジョセイ		企画(宮崎)		CS		CS(宮崎)		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		05.宮崎ユニット		8/15/16						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200328		青山　輝		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		エンジニア		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JS-開発		JS-開発		JS-開発		JS-開発		JS-開発		JS-開発		JS-開発		JS-開発		JS-開発		JS-開発		JS-開発		JS-開発		01.アルバイト事業部開発グループ		8/22/16						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200331		福永　亜由美		02.正社員 セイシャイン		-		女性 ジョセイ		営業(宮崎)		営業		営業(宮崎)		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-MBS		宮崎-MBS		宮崎-MBS		宮崎-MBS		宮崎-MBS		宮崎-MBS		05.宮崎ユニットマッハバイトセールスグループ		9/1/16						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200333		松葉　奈緒子		02.正社員 セイシャイン		-		女性 ジョセイ		CS(宮崎)		CS		CS(宮崎)		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-JL ミヤザキ		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		05.宮崎ユニットキャリア事業サポートグループ		9/1/16						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200336		永澤　歩		02.正社員 セイシャイン		-		女性 ジョセイ		管理		コーポレート		管理		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		人事-企画広報 ジンジ キカク コウホウ		人事-企画広報 ジンジ キカク コウホウ		人事-企画広報 ジンジ キカク コウホウ		人事-企画広報 ジンジ キカク コウホウ		人事-企画広報 ジンジ キカク コウホウ		人事-企画広報 ジンジ キカク コウホウ		12.人事部人事企画・広報グループ		9/1/16						東京		在籍		その他		コーポレート

		200339		中村　早耶子		02.正社員 セイシャイン		-		女性 ジョセイ		営業(宮崎)		CS		CS(宮崎)		宮崎-JS		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-MBS		宮崎-MBS		宮崎-MBS		宮崎-MBS		宮崎-MBS		宮崎-MBS		05.宮崎ユニットマッハバイトセールスグループ		9/1/16						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200340		高野　瑶子		02.正社員 セイシャイン		-		女性 ジョセイ		企画 キカク		企画		企画		新規-直 シンキ チョク		新規-直 シンキ チョク		新規-直 シンキ チョク		新規-直 シンキ チョク		新規-直 シンキ チョク		新規-直 シンキ チョク		新規-直 シンキ チョク		新規-直 シンキ チョク		新規-直 シンキ チョク		新規-直 シンキ チョク		新規-直 シンキ チョク		新規-直 シンキ チョク		09.新規事業部		6/16/11						東京		在籍		企画系		新規事業 シンキジギョウ

		200341		澳本　竜子		02.正社員 セイシャイン		GL		女性 ジョセイ		営業		営業		営業		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		03.転職ナビ事業部セールスグループ		6/22/11						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200343		水野　聡子		02.正社員 セイシャイン		-		女性 ジョセイ		管理		コーポレート		管理		内部統制		内部統制		内部統制		内部統制		内部統制		内部統制		内部統制		内部統制		内部統制		内部統制		内部統制		内部統制		16.内部統制室		10/1/14						東京		在籍		その他		コーポレート

		200344		岡部　翔悟		02.正社員 セイシャイン		TL		男性 ダンセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		エンジニア		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		01.アルバイト事業部SEO/UXグループ		10/1/16						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200346		椎名　卓弥		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		営業		営業		営業		TK-AG		TK-AG		TK-AG		TK-AG		TK-AG		TK-AG		TK-AG		TK-AG		TK-AG		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		02.転職会議事業部サービス推進グループ		10/1/16						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200347		古川　千智		02.正社員 セイシャイン		TL		女性 ジョセイ		企画(宮崎)		CS		CS(宮崎)		宮崎-SL ミヤザキ		宮崎-SL ミヤザキ		宮崎-SL ミヤザキ		宮崎-SL ミヤザキ		宮崎-SL ミヤザキ		宮崎-SL ミヤザキ		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		05.宮崎ユニット		10/15/16						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200348		藤井　有希 フジイ		02.正社員 セイシャイン		-		女性 ジョセイ		企画(宮崎) ミヤザキ		CS		CS(宮崎)		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-JL ミヤザキ		宮崎-審査 シンサ		宮崎-審査 シンサ		宮崎-審査 シンサ		宮崎-審査 シンサ		宮崎-審査 シンサ		宮崎-審査 シンサ		宮崎-審査 シンサ		宮崎-審査 シンサ		05.宮崎ユニット審査グループ		10/15/16						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200349		宮永　利保		02.正社員 セイシャイン		-		女性 ジョセイ		CS(宮崎)		CS		CS(宮崎)		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		05.宮崎ユニットアルバイト事業サポートグループ		10/15/16						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200352		古瀬　賢一		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		企画		ビジネス		-		TK-直 チョク																										11/1/16		1/17/20				東京		退職		その他

		200354		後藤　鉄平		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		企画(宮崎) ミヤザキ		企画		企画(宮崎)		宮崎-直 ミヤザキ チョク		宮崎-直 ミヤザキ チョク		宮崎-直 ミヤザキ チョク		宮崎-直 ミヤザキ チョク		宮崎-直 ミヤザキ チョク		宮崎-直 ミヤザキ チョク		宮崎-直 ミヤザキ チョク		宮崎-直 ミヤザキ チョク		宮崎-直 ミヤザキ チョク		宮崎-直 ミヤザキ チョク		宮崎-直 ミヤザキ チョク		宮崎-直 ミヤザキ チョク		05.宮崎ユニット		11/1/16						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200358		寺本　奈津子		02.正社員 セイシャイン		-		女性 ジョセイ		営業		営業		営業		TK-AG		TK-AG		TK-AG		TK-AG		TK-AG		TK-AG		TK-AG		TK-AG		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		01.アルバイト事業部クライアントコンサルティンググループ		12/1/16						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200359		小山田　愛理		02.正社員 セイシャイン		-		女性 ジョセイ		営業		営業		営業		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		01.アルバイト事業部クライアントコンサルティンググループ		12/1/16						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200362		高村　弥希		02.正社員 セイシャイン		副GL		男性 ダンセイ		企画		営業		営業		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-仲介 チュウカイ		不動産-仲介 チュウカイ		不動産-仲介 チュウカイ		不動産-仲介 チュウカイ		不動産-仲介 チュウカイ		不動産-仲介 チュウカイ		07.不動産ユニット仲介グループ		1/1/17						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200363		斉藤　右弥		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		管理		コーポレート		管理		経戦 ケイセン		経戦 ケイセン		経戦 ケイセン		経戦 ケイセン		経戦 ケイセン		経戦 ケイセン		経戦 ケイセン		経戦 ケイセン		経戦 ケイセン		経戦 ケイセン		経戦 ケイセン		経戦 ケイセン		14.経営戦略部		1/1/17						東京		在籍		その他		コーポレート

		200371		中島　さゆり		02.正社員 セイシャイン		GL		女性 ジョセイ		CS		CS		CS		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		6/1/14						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200372		澁谷　亮一		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		営業		営業		営業		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-TNS		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		03.転職ナビ事業部セールスグループ		1/1/15						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200374		小山　勇		02.正社員 セイシャイン		TL		男性 ダンセイ		企画		営業		営業		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト-CX		ドラフト-CX		ドラフト-CX		ドラフト-CX		ドラフト-CX		ドラフト-CX		04.転職ドラフトユニットCXグループ		2/4/15						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200375		千葉　大樹		02.正社員 セイシャイン		副GL		男性 ダンセイ		CS		CS		CS		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		10/1/14						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200377		小野　香織		02.正社員 セイシャイン		-		女性 ジョセイ		CS(宮崎)		ビジネス		-		宮崎-JS		宮崎-JS																								2/1/17		2/29/20				東京		退職		その他

		200378		二階　智美		02.正社員 セイシャイン		-		女性 ジョセイ		CS(宮崎)		CS		CS(宮崎)		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		05.宮崎ユニットキャリア事業サポートグループ		2/1/17						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200380		結城　宏次郎 ユウキ		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		CS(宮崎)		CS		CS(宮崎)		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		05.宮崎ユニットキャリア事業サポートグループ		2/1/17						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200383		井出　香織		02.正社員 セイシャイン		-		女性 ジョセイ		CS		CS		CS		不動産-直 フドウサン チョク		不動産-M		不動産-M		不動産-M		不動産-M		不動産-M		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		2/15/17						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200384		矢崎　憲太		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		企画		営業		営業		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト-CX		ドラフト-CX		ドラフト-CX		ドラフト-CX		ドラフト-CX		ドラフト-CX		04.転職ドラフトユニットCXグループ		2/15/17						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200386		金土　太一		02.正社員 セイシャイン		GL		男性 ダンセイ		管理		コーポレート		管理		人事-人開		人事-人開		人事-人開		人事-人企 ジンジ ヒト キ		人事-人企 ジンジ ヒト キ		人事-人企 ジンジ ヒト キ		人事-企画広報 ジンジ キカク コウホウ		人事-企画広報 ジンジ キカク コウホウ		人事-企画広報 ジンジ キカク コウホウ		人事-企画広報 ジンジ キカク コウホウ		人事-企画広報 ジンジ キカク コウホウ		人事-企画広報 ジンジ キカク コウホウ		12.人事部人事企画・広報グループ		3/1/17						東京		在籍		その他		コーポレート

		200389		岩田　美樹		02.正社員 セイシャイン		-		女性 ジョセイ		CS(宮崎)		CS		CS(宮崎)		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		05.宮崎ユニットアルバイト事業サポートグループ		3/1/17						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200391		小池  俊光		02.正社員 セイシャイン		PL		男性 ダンセイ		企画		企画		企画		不動産-フィル		不動産-フィル		不動産-フィル		不動産-フィル		不動産-フィル		不動産-フィル		不動産-フィル		不動産-フィル		不動産-フィル		不動産-フィル		不動産-フィル		不動産-フィル		07.不動産ユニットフィルライフプロジェクト		3/15/17						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200392		岡田　大空		02.正社員 セイシャイン		TL		男性 ダンセイ		営業		営業		営業		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		03.転職ナビ事業部セールスグループ		4/1/17						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200395		山下　悠介		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		エンジニア		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		TK-メディア第一		TK-メディア第一		TK-メディア第一		TK-メディア第一		TK-メディア第一		TK-メディア第一		TK-メディア第一		新規-第三 シンキ ダイサン		新規-第三 シンキ ダイサン		新規-第三 シンキ ダイサン		新規-第三 シンキ ダイサン		新規-第三 シンキ ダイサン		09.新規事業部第三新規事業プロジェクト		4/1/17						東京		在籍		企画系		新規事業 シンキジギョウ

		200396		渡辺　晴仁		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		エンジニア		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JS-開発		JS-開発		JS-開発		JS-開発		JS-開発		JS-開発		JS-開発		JS-開発		JS-開発		JS-開発		JS-開発		JS-開発		01.アルバイト事業部開発グループ		4/1/17						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200397		陳　鈞		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		エンジニア		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		不動産-ID		不動産-D		不動産-D		不動産-D		不動産-D		不動産-D		不動産-プロダクト		不動産-プロダクト		不動産-プロダクト		不動産-プロダクト		不動産-プロダクト		不動産-プロダクト		07.不動産ユニットプロダクトグループ		4/1/17						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200398		瀬戸口　竜		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		営業		営業		営業		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		01.アルバイト事業部クライアントコンサルティンググループ		4/1/17						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200400		東　進之介		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		企画		企画		企画		新規-直 シンキ チョク		新規-直 シンキ チョク		新規-直 シンキ チョク		新規-直 シンキ チョク		新規-直 シンキ チョク		新規-直 シンキ チョク		新規-第一 シンキ ダイイチ		新規-第一 シンキ ダイイチ		新規-第一 シンキ ダイイチ		新規-第一 シンキ ダイイチ		新規-第一 シンキ ダイイチ		新規-第一 シンキ ダイイチ		09.新規事業部第一新規事業プロジェクト		4/1/17						東京		在籍		企画系		新規事業 シンキジギョウ

		200402		小林　直樹		02.正社員 セイシャイン		TL		男性 ダンセイ		営業		営業		営業		JS-A		JS-A		JS-A		JS-A		JS-A		JS-A		JS-A		JS-A		JS-A		JS-A		JS-A		JS-A		01.アルバイト事業部アライアンスグループ		4/1/17						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200403		大橋　若葉		02.正社員 セイシャイン		-		女性 ジョセイ		企画		企画		企画		不動産-IM		不動産-M		不動産-M		不動産-M		不動産-M		不動産-M		不動産-プロダクト		不動産-プロダクト		不動産-プロダクト		不動産-プロダクト		不動産-プロダクト		不動産-プロダクト		07.不動産ユニットプロダクトグループ		4/1/17						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200405		中垣　智晴		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		企画		企画		企画		JS-直 チョク		JS-直 チョク		JS-直 チョク		JS-直 チョク		JS-直 チョク		JS-直 チョク		JS-直 チョク		JS-直 チョク		JS-直 チョク		JS-直 チョク		JS-直 チョク		JS-直 チョク		01.アルバイト事業部		4/1/17						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200407		萩原　大地		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		企画		企画		企画		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		07.不動産ユニットフィルライフプロジェクト		4/1/17						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200409		鎌田　有也		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		営業		ビジネス		-																												4/1/17		12/31/19				東京		退職		その他

		200410		五十嵐　理紗		02.正社員 セイシャイン		副GL フク		女性 ジョセイ		管理		コーポレート		管理		人事-採用		人事-採用		人事-採用		人事-採用		人事-採用		人事-採用		人事-採用		人事-採用		人事-採用		人事-採用		人事-採用		人事-採用		12.人事部採用グループ		4/1/17						東京		在籍		その他		コーポレート

		200411		髙畠　悠		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		エンジニア		-		JS-開発		JS-App/Mail		JS-App/Mail		JS-App/Mail		JS-App/Mail																		4/1/17		5/31/20				東京		退職		その他

		200412		内河　亮介		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		エンジニア		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		08.テクノロジカルマーケティング部インフラストラクチャーグループ		4/1/17						東京		在籍		企画系		コーポレート

		200415		日髙　直子		02.正社員 セイシャイン		-		女性 ジョセイ		企画(宮崎) ミヤザキ		CS		CS(宮崎)		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-審査 シンサ		宮崎-審査 シンサ		宮崎-審査 シンサ		宮崎-審査 シンサ		宮崎-審査 シンサ		宮崎-審査 シンサ		宮崎-審査 シンサ		宮崎-審査 シンサ		05.宮崎ユニット審査グループ		4/1/17						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200416		村松　晃司		02.正社員 セイシャイン		TL		男性 ダンセイ		CS(宮崎)		CS		CS(宮崎)		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		05.宮崎ユニットキャリア事業サポートグループ		4/1/17						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200417		中薗　優夏		02.正社員 セイシャイン		-		女性 ジョセイ		営業(宮崎)		CS		CS(宮崎)		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-MBS		宮崎-MBS		宮崎-MBS		宮崎-MBS		宮崎-MBS		宮崎-MBS		05.宮崎ユニットマッハバイトセールスグループ		4/1/17						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200418		藤本　規江		02.正社員 セイシャイン		-		女性 ジョセイ		企画(宮崎) ミヤザキ		CS		CS(宮崎)		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-審査 シンサ		宮崎-審査 シンサ		宮崎-審査 シンサ		宮崎-審査 シンサ		宮崎-審査 シンサ		宮崎-審査 シンサ		宮崎-審査 シンサ		宮崎-審査 シンサ		05.宮崎ユニット審査グループ		4/1/17						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200419		久保　勇斗		02.正社員 セイシャイン		副TL		男性 ダンセイ		営業(宮崎)		営業		営業(宮崎)		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-TNS		宮崎-TNS		宮崎-TNS		宮崎-TNS		宮崎-TNS		宮崎-TNS		05.宮崎ユニット転職ナビセールスグループ		4/1/17						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200421		坂元　理紗		02.正社員 セイシャイン		-		女性 ジョセイ		企画(宮崎)		CS		CS(宮崎)		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		05.宮崎ユニット		4/1/17						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200422		今別府　健太		02.正社員 セイシャイン		副TL		男性 ダンセイ		CS(宮崎)		営業		営業(宮崎)		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-UR ミヤザキ		宮崎-UR ミヤザキ		宮崎-UR ミヤザキ		05.宮崎ユニットユーザーリレーショングループ		4/1/17						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200424		戸田　道弥		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		営業(宮崎)		CS		CS(宮崎)		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-TNS		宮崎-TNS		宮崎-TNS		宮崎-TNS		宮崎-TNS		宮崎-TNS		05.宮崎ユニット転職ナビセールスグループ		4/1/17						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200427		橋本　祐樹		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		エンジニア		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		08.テクノロジカルマーケティング部データプラットフォームグループ		4/15/17						東京		在籍		企画系		コーポレート

		200430		後藤　悠		02.正社員 セイシャイン		-		女性 ジョセイ		CS(宮崎)		営業		営業(宮崎)		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-UR ミヤザキ		宮崎-UR ミヤザキ		宮崎-UR ミヤザキ		05.宮崎ユニットユーザーリレーショングループ		4/15/17						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200431		内田　沙織		02.正社員 セイシャイン		-		女性 ジョセイ		CS(宮崎)		営業		営業(宮崎)		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-UR ミヤザキ		宮崎-UR ミヤザキ		宮崎-UR ミヤザキ		05.宮崎ユニットユーザーリレーショングループ		5/1/17						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200434		三島　拓也		02.正社員 セイシャイン		GL		男性 ダンセイ		企画		企画		企画		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト-UX		ドラフト-UX		ドラフト-UX		ドラフト-UX		ドラフト-UX		ドラフト-UX		04.転職ドラフトユニットUXグループ		5/1/17						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200439		川俣　晴嗣		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		CS(宮崎)		営業		営業(宮崎)		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-UR ミヤザキ		宮崎-UR ミヤザキ		宮崎-UR ミヤザキ		05.宮崎ユニットユーザーリレーショングループ		5/1/17						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200440		中島　唯		02.正社員 セイシャイン		TL		女性 ジョセイ		企画(宮崎) ミヤザキ		CS		CS(宮崎)		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-審査 シンサ		宮崎-審査 シンサ		宮崎-審査 シンサ		宮崎-審査 シンサ		宮崎-審査 シンサ		宮崎-審査 シンサ		宮崎-審査 シンサ		宮崎-審査 シンサ		05.宮崎ユニット審査グループ		5/15/17						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200442		廣川　瑞季		02.正社員 セイシャイン		-		女性 ジョセイ		企画		CS		CS		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト-CX		ドラフト-CX		ドラフト-CX		ドラフト-CX		ドラフト-CX		ドラフト-CX		04.転職ドラフトユニットCXグループ		5/15/17						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200444		田邉　佑紀 タナベ		02.正社員 セイシャイン		-		女性 ジョセイ		CS(宮崎)		営業		営業(宮崎)		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-UR ミヤザキ								6/1/17		10/31/20				東京		退職		その他

		200449		石山　宏幸		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		エンジニア		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		03.転職ナビ事業部メディアグループ		6/1/17						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200451		角田　玲生		02.正社員 セイシャイン		GL		男性 ダンセイ		営業		企画		企画		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		02.転職会議事業部サービス推進グループ		6/15/17						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200452		長澤　駿		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		営業		営業		営業		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		02.転職会議事業部サービス推進グループ		6/15/17						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200453		大村　恵依子		02.正社員 セイシャイン		-		女性 ジョセイ		管理		コーポレート		管理		経推-法務 キョウ スイ ホウム		経推-法務 キョウ スイ ホウム		経推-法務 キョウ スイ ホウム		経推-法務 キョウ スイ ホウム		経推-法務 キョウ スイ ホウム		経推-法務 キョウ スイ ホウム		経推-法務 キョウ スイ ホウム		経推-法務 キョウ スイ ホウム		経推-法務 キョウ スイ ホウム		経推-法務 キョウ スイ ホウム		経推-法務 キョウ スイ ホウム		経推-法務 キョウ スイ ホウム		10.経営推進部法務グループ		7/1/17						東京		在籍		その他		コーポレート

		200454		前山　一仁		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		エンジニア		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		TK-メディア第一		TK-メディア第一		TK-メディア第一		TK-メディア第一		TK-メディア第一		TK-メディア第一		TK-メディア第一		TK-メディア第一		TK-メディア第一		TK-メディア第一		TK-メディア第一		TK-メディア第一		02.転職会議事業部メディア開発第一グループ		7/1/17						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200456		水谷　聡志		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		エンジニア		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		02.転職会議事業部メディア開発第二グループ		7/1/17						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200457		中村　宏道		02.正社員 セイシャイン		TL		男性 ダンセイ		営業		営業		営業		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		01.アルバイト事業部クライアントコンサルティンググループ		2/26/15						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200458		武藤　可奈子		02.正社員 セイシャイン		GL		女性 ジョセイ		企画		企画		企画		JS-マーケ		JS-マーケ		JS-マーケ		JS-マーケ		JS-マーケ		JS-マーケ		JS-マーケ		JS-マーケ		JS-マーケ		JS-マーケ		JS-マーケ		JS-マーケ		01.アルバイト事業部マーケティンググループ		7/1/13						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200460		佐々木　晋哉		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		企画		企画		企画		新規-直 シンキ チョク		新規-直 シンキ チョク		新規-直 シンキ チョク		新規-直 シンキ チョク		新規-直 シンキ チョク		新規-直 シンキ チョク		新規-直 シンキ チョク		新規-直 シンキ チョク		新規-直 シンキ チョク		新規-直 シンキ チョク		新規-直 シンキ チョク		新規-直 シンキ チョク		09.新規事業部		7/1/17						東京		在籍		企画系		新規事業 シンキジギョウ

		200461		立和田　文華		02.正社員 セイシャイン		-		女性 ジョセイ		企画(宮崎)		CS		CS(宮崎)		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-審査 シンサ		宮崎-審査 シンサ		宮崎-審査 シンサ		宮崎-審査 シンサ		宮崎-審査 シンサ		宮崎-審査 シンサ		宮崎-審査 シンサ		宮崎-審査 シンサ		05.宮崎ユニット審査グループ		7/1/17						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200462		菅野　裕		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		エンジニア		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		03.転職ナビ事業部メディアグループ		7/15/17				10/1部署間移動 ブショ カン イドウ		東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200465		中村　愛美		02.正社員 セイシャイン		GL		女性 ジョセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		エンジニア		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		02.転職会議事業部メディア開発第二グループ		8/1/17						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200466		高橋　拓太郎		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		エンジニア		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		経戦		経戦		経戦		経戦		経戦		経戦		経戦		経戦		経戦		経戦		経戦		経戦		14.経営戦略部		8/1/17						東京		在籍		企画系		コーポレート

		200468		菊池　裕貴		02.正社員 セイシャイン		TL		男性 ダンセイ		営業		営業		営業		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		02.転職会議事業部サービス推進グループ		9/1/17						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200471		徳丸　永久		02.正社員 セイシャイン		TL		男性 ダンセイ		CS(宮崎)		CS		CS(宮崎)		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		05.宮崎ユニットアルバイト事業サポートグループ		9/15/17						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200473		小柳　周太		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		営業		企画		企画		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		03.転職ナビ事業部セールスグループ		10/1/17		12/31/20				東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200474		松尾　明仁		02.正社員 セイシャイン		GL		男性 ダンセイ		CS(宮崎)		営業		営業(宮崎)		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-UR ミヤザキ		宮崎-UR ミヤザキ		宮崎-UR ミヤザキ		05.宮崎ユニットユーザーリレーショングループ		10/1/17						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200476		田村　周		02.正社員 セイシャイン		GL		男性 ダンセイ		営業		営業		営業		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		01.アルバイト事業部クライアントコンサルティンググループ		6/1/16						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200477		根岸　優貴		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		エンジニア		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		03.転職ナビ事業部メディアグループ		6/17/15						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200478		井上　大輝		02.正社員 セイシャイン		TL		男性 ダンセイ		営業(宮崎)		営業		営業(宮崎)		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-MBS		宮崎-MBS		宮崎-MBS		宮崎-MBS		宮崎-MBS		宮崎-MBS		05.宮崎ユニットマッハバイトセールスグループ		10/15/17						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200480		阿部　紘志		02.正社員 セイシャイン		TL		男性 ダンセイ		営業		営業		営業		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		03.転職ナビ事業部セールスグループ		11/1/17						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200481		田中　彰誉		02.正社員 セイシャイン		TL		男性 ダンセイ		営業		ビジネス		-		TN-SC																										11/1/17		1/31/20				東京		退職		その他

		200486		井手　奈々美		02.正社員 セイシャイン		-		女性 ジョセイ		CS(宮崎)		CS		CS(宮崎)		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		05.宮崎ユニットアルバイト事業サポートグループ		12/1/17						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200487		楢木　鈴乃		02.正社員 セイシャイン		-		女性 ジョセイ		企画(宮崎)		CS		CS(宮崎)		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		05.宮崎ユニット		12/15/17						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200489		黒木　省后		02.正社員 セイシャイン		副GL フク		男性 ダンセイ		営業(宮崎)		営業		営業(宮崎)		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-TNS		宮崎-TNS		宮崎-TNS		宮崎-TNS		宮崎-TNS		宮崎-TNS		05.宮崎ユニット転職ナビセールスグループ		12/15/17						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200490		平野　幸太		02.正社員 セイシャイン		TL		男性 ダンセイ		CS(宮崎)		営業		営業(宮崎)		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-UR ミヤザキ		宮崎-UR ミヤザキ		宮崎-UR ミヤザキ		05.宮崎ユニットユーザーリレーショングループ		12/15/17						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200491		渡辺　もも		02.正社員 セイシャイン		-		女性 ジョセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		エンジニア		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		不動産-ID		不動産-D		不動産-D		不動産-D		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		08.テクノロジカルマーケティング部インフラストラクチャーグループ		12/15/17						東京		在籍		企画系		コーポレート

		200492		松田　多恵子		02.正社員 セイシャイン		-		女性 ジョセイ		CS(宮崎)		CS		CS(宮崎)		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		05.宮崎ユニットキャリア事業サポートグループ		10/1/15						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200493		大垣　麻衣		02.正社員 セイシャイン		-		女性 ジョセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		デザイナー		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JS-App/Mail		JS-App/Mail		JS-App/Mail		JS-App/Mail		JS-App/Mail		JS-App/Mail		新規-P シンキ		新規-P シンキ		新規-P シンキ		新規-P シンキ		新規-P シンキ		新規-P シンキ		09.新規事業部プランニンググループ		1/1/18						東京		在籍		企画系		新規事業 シンキジギョウ

		200495		大内　聖也		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		エンジニア		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		02.転職会議事業部メディア開発第二グループ		1/1/18						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200497		杉田　翔		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		営業(宮崎)		CS		CS(宮崎)		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-MBS		宮崎-MBS		宮崎-MBS		宮崎-MBS		宮崎-MBS		宮崎-MBS		05.宮崎ユニットマッハバイトセールスグループ		3/2/16						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200498		今村　香澄		02.正社員 セイシャイン		-		女性 ジョセイ		企画(宮崎)		CS		CS(宮崎)		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-審査 シンサ		宮崎-審査 シンサ		宮崎-審査 シンサ		宮崎-審査 シンサ		宮崎-審査 シンサ		宮崎-審査 シンサ		宮崎-審査 シンサ		宮崎-審査 シンサ		05.宮崎ユニット審査グループ		2/1/18						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200499		林　義也		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		エンジニア		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		08.テクノロジカルマーケティング部インフラストラクチャーグループ		2/15/18						東京		在籍		企画系		コーポレート

		200502		前田　夏樹		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		企画		企画		企画		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト-UX		ドラフト-UX		ドラフト-UX		ドラフト-UX		ドラフト-UX		ドラフト-UX		04.転職ドラフトユニットUXグループ		4/1/18						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200503		荒川　慎太郎		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		エンジニア		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		ドラフト-直 チョク		ドラフト-直 チョク		ドラフト-直 チョク		ドラフト-直 チョク		04.転職ドラフトユニット		4/1/18						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200504		望月　歩		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		エンジニア		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JS-開発		JS-開発		JS-開発		JS-開発		JS-開発		JS-開発		JS-開発		JS-開発		JS-開発		JS-開発		JS-開発		JS-開発		01.アルバイト事業部開発グループ		4/1/18						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200505		城川　勇汰		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		エンジニア		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二 ダイニ		TK-メディア第二 ダイニ		TK-メディア第二 ダイニ		TK-メディア第二 ダイニ		TK-メディア第二 ダイニ		TK-メディア第二 ダイニ		TK-メディア第二 ダイニ		TK-メディア第二 ダイニ		TK-メディア第二 ダイニ		TK-メディア第二 ダイニ		02.転職会議事業部メディア開発第二グループ		4/1/18						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200506		加藤　壮馬		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		エンジニア		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		08.テクノロジカルマーケティング部ネイティブアプリグループ		4/1/18						東京		在籍		企画系		コーポレート

		200507		池田　尭弘		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		エンジニア		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		TK-メディア第一		TK-メディア第一		TK-メディア第一		TK-メディア第一		TK-メディア第一		TK-メディア第一		TK-メディア第一		TK-メディア第一		TK-メディア第一		TK-メディア第一		TK-メディア第一		TK-メディア第一		02.転職会議事業部メディア開発第一グループ		4/1/18						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200508		海野　恵凜那		02.正社員 セイシャイン		-		女性 ジョセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		デザイナー		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		03.転職ナビ事業部メディアグループ		4/1/18						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200509		榊　天翔		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		企画		企画		企画		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-App/Mail		JS-App/Mail		JS-App/Mail		JS-App/Mail		JS-App/Mail		JS-App/Mail		01.アルバイト事業部App/Mailグループ		4/1/18						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200510		林　智宏		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		企画 キカク		企画		企画		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		03.転職ナビ事業部マーケティンググループ		4/1/18		12/31/20				東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200511		安　賢洙		02.正社員 セイシャイン		TL		男性 ダンセイ		企画		CS		CS		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		03.転職ナビ事業部		4/1/18						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200514		石川　晃輔		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		企画 キカク		企画		企画		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		JS-マーケ		JS-マーケ		JS-マーケ		JS-マーケ		JS-マーケ		JS-マーケ		JS-マーケ		JS-マーケ		JS-マーケ		JS-マーケ		01.アルバイト事業部マーケティンググループ		4/1/18						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200515		丹羽　祥太		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		企画		企画		企画		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-セールス		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		03.転職ナビ事業部メディアグループ		4/1/18						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200517		塩原　正隆		02.正社員 セイシャイン		TL		男性 ダンセイ		企画		企画		企画		JS-直		JS-直		JS-直		JS-直		JS-直		JS-直		JS-直		JS-直		JS-直 チョク		JS-直 チョク		JS-直 チョク		JS-直 チョク		01.アルバイト事業部		4/1/18						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200519		伊藤　豪		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		企画 キカク		企画		企画		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		JS-App/Mail		JS-App/Mail		JS-App/Mail		JS-App/Mail		新規-第一 シンキ ダイイチ		新規-第一 シンキ ダイイチ		新規-第一 シンキ ダイイチ		新規-第一 シンキ ダイイチ		新規-第一 シンキ ダイイチ		新規-第一 シンキ ダイイチ		09.新規事業部第一新規事業プロジェクト		4/1/18						東京		在籍		企画系		新規事業 シンキジギョウ

		200520		川上　真未		02.正社員 セイシャイン		-		女性 ジョセイ		企画 キカク		企画		企画		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		03.転職ナビ事業部マーケティンググループ		4/1/18						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200521		上形　淳		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		営業		ビジネス		-																												4/1/18		12/23/19				東京		退職		その他

		200523		吉田　実樹		02.正社員 セイシャイン		-		女性 ジョセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		エンジニア		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		08.テクノロジカルマーケティング部ネイティブアプリグループ		5/15/18						東京		在籍		企画系		コーポレート

		200524		坂本　絢		02.正社員 セイシャイン		-		女性 ジョセイ		企画(宮崎) ミヤザキ		コーポレート		管理(宮崎)		宮崎-直 ミヤザキ チョク		宮崎-直 ミヤザキ チョク		宮崎-直 ミヤザキ チョク		宮崎-直 ミヤザキ チョク		宮崎-直 ミヤザキ チョク		宮崎-直 ミヤザキ チョク		宮崎-直 ミヤザキ チョク		宮崎-直 ミヤザキ チョク		宮崎-直 ミヤザキ チョク		宮崎-直 ミヤザキ チョク		宮崎-直 ミヤザキ チョク		宮崎-直 ミヤザキ チョク		05.宮崎ユニット		5/15/18						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200526		伊賀　純		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		エンジニア		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JS-開発		JS-開発		JS-開発		JS-開発		JS-開発																		6/1/18		5/31/20				東京		退職		企画系

		200527		山崎　弘之		02.正社員 セイシャイン		GL		男性 ダンセイ		企画		企画		企画		TK-直 チョク		TK-直 チョク		TK-直 チョク		TK-直 チョク		TK-直 チョク		TK-直 チョク		TK-企画		TK-企画		TK-企画		TK-企画		TK-企画		TK-企画		02.転職会議事業部プロダクト企画グループ		6/1/18		12/31/20				東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200528		森川　直緒		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		エンジニア		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		08.テクノロジカルマーケティング部インフラストラクチャーグループ		7/1/18						東京		在籍		企画系		コーポレート

		200530		山河　和輝		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		営業		営業		営業		SK-事推		SK-事推		SK-事推		SK-事推		SK-事推		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		01.アルバイト事業部クライアントコンサルティンググループ		7/1/18		12/31/20				東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200531		逆瀬川　英宣		02.正社員 セイシャイン		GL		男性 ダンセイ		CS(宮崎)		CS		CS(宮崎)		宮崎-JL ミヤザキ		宮崎-JL ミヤザキ		宮崎-JL ミヤザキ		宮崎-JL ミヤザキ		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-JL		05.宮崎ユニットキャリア事業サポートグループ		3/19/14						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200532		中村　厳太		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		企画		営業		営業		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-B		不動産-仲介 チュウカイ		不動産-仲介 チュウカイ		不動産-仲介 チュウカイ		不動産-仲介 チュウカイ		不動産-仲介 チュウカイ		不動産-仲介 チュウカイ		07.不動産ユニット仲介グループ		10/14/15						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200533		岩下　真介		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		営業		営業		営業		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		01.アルバイト事業部クライアントコンサルティンググループ		8/1/18						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200534		奥野　次朗		02.正社員 セイシャイン		室長		男性 ダンセイ		管理		エンジニア		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		CTS		CTS		CTS		CTS		CTS		CTS		CTS		CTS		CTS		CTS		CTS		CTS		11.コーポレートテクノロジーソリューション室		9/1/18						東京		在籍		企画系		コーポレート

		200535		山田　修		02.正社員 セイシャイン		部長		男性 ダンセイ		企画		企画		企画		JS-直		JS-直		JS-直		JS-直		JS-直		JS-直		JS-直		JS-直		JS-直		JS-直		JS-直		JS-直		01.アルバイト事業部		9/1/18						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200536		金丸　沙紀		02.正社員		-		女性 ジョセイ		CS(宮崎)		CS		CS(宮崎)		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		05.宮崎ユニットアルバイト事業サポートグループ		9/15/18						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200537		中村　美千代		02.正社員		-		女性 ジョセイ		営業(宮崎)		営業		営業(宮崎)		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-MBS		宮崎-MBS		宮崎-MBS		宮崎-MBS		宮崎-MBS		宮崎-MBS		05.宮崎ユニットマッハバイトセールスグループ		11/1/18						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200538		鬼束　光哲		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		企画		営業		営業		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト-CX		ドラフト-CX		ドラフト-CX		ドラフト-CX		ドラフト-CX		ドラフト-CX		04.転職ドラフトユニットCXグループ		11/15/18						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200539		富士谷　康		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		エンジニア		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		08.テクノロジカルマーケティング部データプラットフォームグループ		12/1/18						東京		在籍		企画系		コーポレート

		200540		木村　圭宏		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		エンジニア		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		TK-メディア第一		TK-メディア第一		TK-メディア第一		TK-メディア第一		TK-メディア第一		TK-メディア第一		TK-メディア第一		TK-メディア第一		TK-メディア第一		TK-メディア第一		TK-メディア第一		TK-メディア第一		02.転職会議事業部メディア開発第一グループ		12/1/18						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200541		赤坂　洋輔		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		エンジニア		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		08.テクノロジカルマーケティング部データプラットフォームグループ		12/1/18						東京		在籍		企画系		コーポレート

		200542		向畑　美里		02.正社員		-		女性 ジョセイ		営業 エイギョウ		営業		営業		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC										12/1/18		9/30/20				東京		退職		その他

		200544		並木　惟		02.正社員		-		女性 ジョセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		デザイナー		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		不動産-IM		不動産-M		不動産-M		不動産-M		不動産-M		不動産-M		不動産-プロダクト		不動産-プロダクト		不動産-プロダクト		不動産-プロダクト		不動産-プロダクト		不動産-プロダクト		07.不動産ユニットプロダクトグループ		1/1/19						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200545		阿部　洋平		02.正社員		-		男性 ダンセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		デザイナー		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		人事-企画広報 ジンジ キカク コウホウ		人事-企画広報 ジンジ キカク コウホウ		人事-企画広報 ジンジ キカク コウホウ		人事-企画広報 ジンジ キカク コウホウ		人事-企画広報 ジンジ キカク コウホウ		人事-企画広報 ジンジ キカク コウホウ		12.人事部人事企画・広報グループ		1/1/19						東京		在籍		企画系		コーポレート

		200546		瀬戸口　健		02.正社員		-		男性 ダンセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		エンジニア		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		テクマ-I		08.テクノロジカルマーケティング部インフラストラクチャーグループ		1/1/19						東京		在籍		企画系		コーポレート

		200547		新田　順一		02.正社員 セイシャイン		GL		男性 ダンセイ		企画		企画		企画		不動産-IM		不動産-M		不動産-M		不動産-M		不動産-M		不動産-M		不動産-プロダクト		不動産-プロダクト		不動産-プロダクト		不動産-プロダクト		不動産-プロダクト		不動産-プロダクト		07.不動産ユニットプロダクトグループ		2/1/19						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200548		甲斐　美香		02.正社員		-		女性 ジョセイ		企画(宮崎)		CS		CS(宮崎)		宮崎-直 ミヤザキ チョク		宮崎-直 ミヤザキ チョク		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-審査 シンサ		宮崎-審査 シンサ		宮崎-審査 シンサ		宮崎-審査 シンサ		宮崎-審査 シンサ		宮崎-審査 シンサ		宮崎-審査 シンサ		宮崎-審査 シンサ		05.宮崎ユニット審査グループ		2/1/19						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200549		湊　淳		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		企画		営業		営業		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト-CX		ドラフト-CX		ドラフト-CX		ドラフト-CX		ドラフト-CX		ドラフト-CX		04.転職ドラフトユニットCXグループ		2/1/19						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200551		江藤　あゆこ		02.正社員 セイシャイン		-		女性 ジョセイ		CS(宮崎)		CS		CS(宮崎)		宮崎-JL ミヤザキ		宮崎-JL ミヤザキ		宮崎-JL ミヤザキ		宮崎-JL ミヤザキ		宮崎-JL ミヤザキ		宮崎-JL ミヤザキ		宮崎-JL ミヤザキ		宮崎-JL ミヤザキ		宮崎-JL ミヤザキ		宮崎-JL ミヤザキ		宮崎-JL ミヤザキ		宮崎-JL ミヤザキ		05.宮崎ユニットキャリア事業サポートグループ		2/15/19						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200552		北岡　千香		02.正社員 セイシャイン		-		女性 ジョセイ		企画(宮崎)		CS		CS(宮崎)		宮崎-直 ミヤザキ チョク		宮崎-直 ミヤザキ チョク		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-審査 シンサ		宮崎-審査 シンサ		宮崎-審査 シンサ		宮崎-審査 シンサ		宮崎-審査 シンサ		宮崎-審査 シンサ		宮崎-審査 シンサ		宮崎-審査 シンサ		05.宮崎ユニット審査グループ		3/15/19						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200553		前田　敦也		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		企画		ビジネス		-		ドラフト																										4/1/19		1/9/20				東京		退職		その他

		200554		矢部　良太		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		企画		企画		企画		TK-企画		TK-企画		TK-企画		TK-企画		TK-企画		TK-企画		TK-企画		TK-企画		TK-企画		MATCH		MATCH		MATCH		18.マッチングプロジェクト		4/1/19						東京		在籍		企画系		新規事業 シンキジギョウ

		200555		浜田　晃生		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		企画		企画		企画		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		ドラフト-直 チョク		04.転職ドラフトユニット		4/1/19						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200556		今若　悠樹		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		営業		営業		営業		JS-A		JS-A		JS-A		JS-A		JS-A		JS-A		JS-A		JS-A		JS-A		JS-A		JS-A		JS-A		01.アルバイト事業部アライアンスグループ		4/1/19						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200557		平尾　静		02.正社員 セイシャイン		-		女性 ジョセイ		営業		営業		営業		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		01.アルバイト事業部クライアントコンサルティンググループ		4/1/19						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200558		結城　アンナ		02.正社員 セイシャイン		-		女性 ジョセイ		企画		営業		営業		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-仲介 チュウカイ		不動産-仲介 チュウカイ		不動産-仲介 チュウカイ		不動産-仲介 チュウカイ		不動産-仲介 チュウカイ		不動産-仲介 チュウカイ		07.不動産ユニット仲介グループ		7/18/18				2019/4/1雇用形態変更 コヨウケイタイヘンコウ		東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200559		小屋　雄亮		02.正社員 セイシャイン		TL		男性 ダンセイ		企画		企画		企画		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		01.アルバイト事業部SEO/UXグループ		4/1/19						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200560		菅原　杏樹		02.正社員 セイシャイン		-		女性 ジョセイ		企画		CS		CS		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		MATCH		18.マッチングプロジェクト		4/1/19						東京		在籍		その他		新規事業 シンキジギョウ

		200561		小橋　桃子		02.正社員 セイシャイン		-		女性 ジョセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		デザイナー		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JS-マーケ		JS-マーケ		JS-マーケ		JS-マーケ		JS-マーケ		JS-マーケ		JS-直		JS-直		JS-直		JS-直		JS-直		JS-直		01.アルバイト事業部		4/1/19						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200562		廣瀬　みゆき		02.正社員 セイシャイン		-		女性 ジョセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		エンジニア		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		03.転職ナビ事業部メディアグループ		4/1/19						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200563		重本　一成		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		CS(宮崎)		営業		営業(宮崎)		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG																		4/1/19		5/31/20				東京		退職		その他

		200564		脇　康太		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		CS(宮崎)		営業		営業(宮崎)		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-UR ミヤザキ		宮崎-UR ミヤザキ		宮崎-UR ミヤザキ		05.宮崎ユニットユーザーリレーショングループ		4/1/19						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200565		安間　貴樹		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		デザイナー		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		TK-企画		TK-企画		TK-企画		TK-企画		TK-企画		TK-企画		TK-企画		TK-企画		JS-直 チョク		JS-直 チョク		JS-直 チョク		JS-直 チョク		01.アルバイト事業部		4/15/19						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200566		伊藤　愛美		02.正社員 セイシャイン		TL		女性 ジョセイ		管理		コーポレート		管理		人事-人開 ジンジ ジンカイ		人事-人開 ジンジ ジンカイ		人事-人開 ジンジ ジンカイ		人事-人企 ジンジ ヒト キ		人事-人企 ジンジ ヒト キ		人事-人企 ジンジ ヒト キ		人事-総務労務 ジンジ ソウム ロウム		人事-総務労務 ジンジ ソウム ロウム		人事-総務労務 ジンジ ソウム ロウム		人事-総務労務 ジンジ ソウム ロウム		人事-総務労務 ジンジ ソウム ロウム		人事-総務労務 ジンジ ソウム ロウム		12.人事部総務・労務グループ		5/1/19						東京		在籍		その他		コーポレート

		200567		不破　昌代		02.正社員 セイシャイン		-		女性 ジョセイ		企画		企画		企画		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト-UX		ドラフト-UX		ドラフト-UX		ドラフト-UX		ドラフト-UX		ドラフト-UX		04.転職ドラフトユニットUXグループ		5/15/19						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200568		荒井　啓志		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		CS(宮崎)		営業		営業(宮崎)		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-UR ミヤザキ		宮崎-UR ミヤザキ		宮崎-UR ミヤザキ		05.宮崎ユニットユーザーリレーショングループ		5/15/19						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200569		竹政　真里恵		02.正社員 セイシャイン		-		女性 ジョセイ		営業 エイギョウ		営業		営業		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		03.転職ナビ事業部セールスグループ		6/1/19						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200570		小山　舞子		02.正社員 セイシャイン		-		女性 ジョセイ		管理		コーポレート		管理		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		人事-企画広報 ジンジ キカク コウホウ		人事-企画広報 ジンジ キカク コウホウ		人事-企画広報 ジンジ キカク コウホウ		人事-企画広報 ジンジ キカク コウホウ		人事-企画広報 ジンジ キカク コウホウ		人事-企画広報 ジンジ キカク コウホウ		12.人事部人事企画・広報グループ		6/1/19						東京		在籍		その他		コーポレート

		200571		浦嶋　良光		02.正社員 セイシャイン		副GL フク		男性 ダンセイ		CS		企画		企画		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-UR		TN-UR		TN-UR		03.転職ナビ事業部ユーザーリレーショングループ		6/1/19						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200572		山﨑　美珠穂		02.正社員 セイシャイン		-		女性 ジョセイ		CS(宮崎)		CS		CS(宮崎)		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		05.宮崎ユニットアルバイト事業サポートグループ		6/1/19						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200574		井上　夏貴		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		CS(宮崎)		営業		営業(宮崎)		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-UR ミヤザキ		宮崎-UR ミヤザキ		宮崎-UR ミヤザキ		05.宮崎ユニットユーザーリレーショングループ		6/15/19						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200575		清水　伸泰		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		エンジニア		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JS-直 チョク		JS-直 チョク		JS-直 チョク		JS-直 チョク		JS-直 チョク		JS-直 チョク		JS-直 チョク		JS-直 チョク		JS-直 チョク		JS-直 チョク		JS-直 チョク		JS-直 チョク		01.アルバイト事業部		9/1/19						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200576		毛利　圭吾		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		エンジニア		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		08.テクノロジカルマーケティング部データプラットフォームグループ		8/1/19						東京		在籍		企画系		コーポレート

		200578		仁平　愛実		02.正社員 セイシャイン		-		女性 ジョセイ		CS		営業		営業		SK-事推		SK-事推		SK-事推		SK-事推		SK-事推		SK-事推		SK-事推		SK-事推		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		11/1/17				2019/7/1雇用形態変更		東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200579		吉田　梨央		02.正社員 セイシャイン		TL		女性 ジョセイ		CS		CS		CS		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		4/11/13				2019/7/1雇用形態変更		東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200580		阪本　斗志稀		02.正社員 セイシャイン		-		男性 ダンセイ		CS(宮崎)		営業		営業(宮崎)		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-TNS		宮崎-TNS		宮崎-UR ミヤザキ		宮崎-UR ミヤザキ		宮崎-UR ミヤザキ		05.宮崎ユニットユーザーリレーショングループ		7/15/19						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200581		寺園　ひとみ		02.正社員 セイシャイン		-		女性 ジョセイ		CS(宮崎)		CS		CS(宮崎)		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		05.宮崎ユニットアルバイト事業サポートグループ		8/1/19						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200582		大川　李理		02.正社員 セイシャイン		-		女性 ジョセイ		CS(宮崎)		営業		営業(宮崎)		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-UR ミヤザキ		宮崎-UR ミヤザキ		宮崎-UR ミヤザキ		05.宮崎ユニットユーザーリレーショングループ		8/1/19						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200583		戸田　安香		02.正社員 セイシャイン		-		女性 ジョセイ		営業(宮崎)		営業		営業(宮崎)		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-TNS		宮崎-TNS		宮崎-TNS		宮崎-TNS		宮崎-TNS		宮崎-TNS		05.宮崎ユニット転職ナビセールスグループ		8/1/19						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200584		篠原　彩		02.正社員 セイシャイン		TL		女性 ジョセイ		営業		営業		営業		JS-A		JS-A		JS-A		JS-A		JS-A		JS-A		JS-A		JS-A		JS-A		JS-A		JS-A		JS-A		01.アルバイト事業部アライアンスグループ		9/1/19						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200585		晝間 幾太郎		02.正社員		-		男性 ダンセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		エンジニア		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		08.テクノロジカルマーケティング部データプラットフォームグループ		10/15/19						東京		在籍		企画系		コーポレート

		200586		張 洵		02.正社員		-		男性 ダンセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		エンジニア		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		08.テクノロジカルマーケティング部データプラットフォームグループ		10/1/19						東京		在籍		企画系		コーポレート

		200587		髙見　幸代		02.正社員 セイシャイン		-		女性 ジョセイ		企画(宮崎) ミヤザキ		CS		CS(宮崎)		宮崎-直 ミヤザキ チョク		宮崎-直 ミヤザキ チョク		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-審査 シンサ		宮崎-審査 シンサ		宮崎-審査 シンサ		宮崎-審査 シンサ		宮崎-審査 シンサ		宮崎-審査 シンサ		宮崎-審査 シンサ		宮崎-審査 シンサ		05.宮崎ユニット審査グループ		9/1/19						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200588		土田 泰弘		02.正社員		GL		男性 ダンセイ		営業		営業		営業		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-A		JS-A		01.アルバイト事業部アライアンスグループ		10/1/19						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200589		北村 隆		02.正社員		-		男性 ダンセイ		管理		コーポレート		-																												10/1/19		12/13/19				東京		退職		その他

		200590		沢田 利夫		02.正社員		-		男性 ダンセイ		管理		コーポレート		管理		経推-法務		経推-法務		経推-法務		経推-法務		経推-法務		経推-法務		経推-法務		経推-法務		経推-法務		経推-法務		経推-法務		経推-法務		10.経営推進部法務グループ		10/15/19						東京		在籍		その他		コーポレート

		200591		村山　公啓		02.正社員		-		男性 ダンセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		エンジニア		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		JS-開発		JS-開発		JS-開発		JS-開発		JS-開発		JS-開発		JS-開発		JS-開発		JS-開発		JS-開発		JS-開発		JS-開発		01.アルバイト事業部開発グループ		11/1/19						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200592		武田 紗永子		02.正社員		GL		女性 ジョセイ		企画 キカク		企画		企画		JS-App/Mail		JS-App/Mail		JS-App/Mail		JS-App/Mail		JS-App/Mail		JS-App/Mail		JS-App/Mail		JS-App/Mail		JS-App/Mail		JS-App/Mail		JS-App/Mail		JS-App/Mail		01.アルバイト事業部App/Mailグループ		10/1/19						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200593		大坪 誠		02.正社員		-		男性 ダンセイ		企画 キカク		企画		企画		JS-マーケ		JS-マーケ		JS-マーケ		JS-マーケ		JS-マーケ		JS-マーケ		JS-マーケ		JS-マーケ		JS-マーケ		JS-マーケ		JS-マーケ		JS-マーケ		01.アルバイト事業部マーケティンググループ		10/15/19						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200594		久嶋 みなみ		02.正社員		-		女性 ジョセイ		CS(宮崎)		CS		CS(宮崎)		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		05.宮崎ユニットアルバイト事業サポートグループ		10/15/19						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200595		石井　綾佳		02.正社員		-		女性 ジョセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		デザイナー		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト-直 チョク		ドラフト-直 チョク		ドラフト-直 チョク		ドラフト-直 チョク		ドラフト-直 チョク		ドラフト-直 チョク		04.転職ドラフトユニット		12/1/19						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200596		荻原　昂彦		02.正社員		PL		男性 ダンセイ		企画		企画		企画		新規-直 シンキ チョク		新規-直 シンキ チョク		新規-直 シンキ チョク		新規-直 シンキ チョク		新規-直 シンキ チョク		新規-直 シンキ チョク		新規-第一 シンキ ダイイチ		新規-第一 シンキ ダイイチ		新規-第一 シンキ ダイイチ		新規-第一 シンキ ダイイチ		新規-第一 シンキ ダイイチ		新規-第一 シンキ ダイイチ		09.新規事業部第一新規事業プロジェクト		11/15/19						東京		在籍		企画系		新規事業 シンキジギョウ

		200597		酒井　美樹		02.正社員		-		女性 ジョセイ		管理		コーポレート		管理		人事-人開 ジンジ ジンカイ		人事-人開 ジンジ ジンカイ		人事-人開 ジンジ ジンカイ		人事-人企 ジンジ ヒト キ		人事-人企 ジンジ ヒト キ		人事-人企 ジンジ ヒト キ		人事-企画広報 ジンジ キカク コウホウ		人事-企画広報 ジンジ キカク コウホウ		人事-企画広報 ジンジ キカク コウホウ		人事-企画広報 ジンジ キカク コウホウ		人事-企画広報 ジンジ キカク コウホウ		人事-企画広報 ジンジ キカク コウホウ		12.人事部人事企画・広報グループ		3/21/17				2019/10/1雇用形態変更 コヨウ ケイタイ ヘンコウ		東京		在籍		その他		コーポレート

		200598		早坂　麻里絵		02.正社員		TL		女性 ジョセイ		営業 エイギョウ		CS		CS		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		02.転職会議事業部サービス推進グループ		9/14/16				2019/10/1雇用形態変更 コヨウ ケイタイ ヘンコウ		東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200599		野中　里砂		02.正社員		-		女性 ジョセイ		企画(宮崎) ミヤザキ		CS		CS(宮崎)		宮崎-直 ミヤザキ チョク		宮崎-直 ミヤザキ チョク		宮崎-JL		宮崎-JL		宮崎-審査 シンサ		宮崎-審査 シンサ		宮崎-審査 シンサ		宮崎-審査 シンサ		宮崎-審査 シンサ		宮崎-審査 シンサ		宮崎-審査 シンサ		宮崎-審査 シンサ		05.宮崎ユニット審査グループ		10/15/19						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200600		建山　雄旗		02.正社員		PL		男性 ダンセイ		企画		企画		企画		経戦		経戦		経戦		経戦		経戦		経戦		新規-第二 シンキ ダイニ		新規-第二 シンキ ダイニ		新規-第二 シンキ ダイニ		新規-第二 シンキ ダイニ		新規-第二 シンキ ダイニ		新規-第二 シンキ ダイニ		09.新規事業部第二新規事業プロジェクト		1/1/20		12/31/20				東京		在籍		企画系		新規事業 シンキジギョウ

		200601		山﨑　理弘		02.正社員		-		男性 ダンセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		エンジニア		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		TK-メディア第二		02.転職会議事業部メディア開発第二グループ		12/1/19						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200602		鶴田　奈津美		02.正社員		-		女性 ジョセイ		CS(宮崎)		CS		CS(宮崎)		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS												12/1/19		8/5/20				東京		退職		その他

		200603		吉永　圭佑		02.正社員		-		男性 ダンセイ		CS(宮崎)		ビジネス		-		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS																						12/1/19		3/16/20				東京		退職		その他

		200604		石川　 康裕		02.正社員		-		男性 ダンセイ		企画		企画		企画		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		03.転職ナビ事業部		1/1/20						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200605		寺島　正人		02.正社員		-		男性 ダンセイ		管理		コーポレート		管理		人事-直		人事-直		人事-直		人事-直		人事-直		人事-直		人事-企画広報 ジンジ キカク コウホウ		人事-企画広報 ジンジ キカク コウホウ		人事-企画広報 ジンジ キカク コウホウ		人事-企画広報 ジンジ キカク コウホウ		人事-企画広報 ジンジ キカク コウホウ		人事-企画広報 ジンジ キカク コウホウ		12.人事部人事企画・広報グループ		1/1/20						東京		在籍		その他		コーポレート

		200607		根上　一茂		02.正社員		-		男性 ダンセイ		営業 エイギョウ		営業		営業								人事-直 ジンジ チョク		人事-直 ジンジ チョク		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		02.転職会議事業部サービス推進グループ		4/1/20						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200608		武田　聖		02.正社員		-		男性 ダンセイ		営業 エイギョウ		営業		営業								人事-直 ジンジ チョク		人事-直 ジンジ チョク		JS-A		JS-A		JS-A		JS-A		JS-A		JS-A		JS-A		01.アルバイト事業部アライアンスグループ		4/1/20						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200609		知識　隆太		02.正社員		-		男性 ダンセイ		管理		企画		企画								人事-直 ジンジ チョク		人事-直 ジンジ チョク		人事-直 ジンジ チョク		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		13.社長室		4/1/20						東京		在籍		企画系		コーポレート

		200610		松村　瑛一郎		02.正社員		-		男性 ダンセイ		営業 エイギョウ		営業		営業								人事-直 ジンジ チョク		人事-直 ジンジ チョク		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		03.転職ナビ事業部セールスグループ		4/1/20						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200611		服部　稜也		02.正社員		-		男性 ダンセイ		企画		企画		企画								人事-直 ジンジ チョク		人事-直 ジンジ チョク		人事-直 ジンジ チョク		TK-企画		TK-企画		TK-企画		TK-企画		TK-企画		TK-企画		02.転職会議事業部プロダクト企画グループ		4/1/20						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200612		黒澤　綱亮		02.正社員		-		男性 ダンセイ		企画		企画		企画								人事-直 ジンジ チョク		人事-直 ジンジ チョク		人事-直 ジンジ チョク		JS-直		JS-直		JS-直		JS-直		JS-直		JS-直		01.アルバイト事業部		4/1/20						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200613		伊藤　遼		02.正社員		-		男性 ダンセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		エンジニア		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ								人事-直 ジンジ チョク		人事-直 ジンジ チョク		人事-直 ジンジ チョク		人事-直 ジンジ チョク		人事-直 ジンジ チョク		人事-直 ジンジ チョク		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		03.転職ナビ事業部メディアグループ		4/1/20						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200614		飯尾　直樹		02.正社員		-		男性 ダンセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		エンジニア		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ								人事-直 ジンジ チョク		人事-直 ジンジ チョク		人事-直 ジンジ チョク		人事-直 ジンジ チョク		人事-直 ジンジ チョク		人事-直 ジンジ チョク		人事-直 ジンジ チョク		JS-開発 カイハツ		JS-開発 カイハツ		01.アルバイト事業部開発グループ		4/1/20						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200615		仁科　昂平		02.正社員		-		男性 ダンセイ		営業		営業		営業		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		JS-CC		01.アルバイト事業部クライアントコンサルティンググループ		1/1/20						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200616		佐藤　亮輔		02.正社員		-		男性 ダンセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		エンジニア		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ				テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		08.テクノロジカルマーケティング部ネイティブアプリグループ		2/1/20						東京		在籍		企画系		コーポレート

		200617		梅田　裕貴枝 ウメダ		02.正社員		-		女性 ジョセイ		管理		コーポレート		管理		人事-採用		人事-採用		人事-採用		人事-採用		人事-採用		人事-採用		人事-採用		人事-採用		人事-採用		人事-採用		人事-採用		人事-採用		12.人事部採用グループ		1/1/20						東京		在籍		その他		コーポレート

		200618		長谷川　理沙 ハセガワ リサ		02.正社員		-		女性 ジョセイ		営業 エイギョウ		営業		営業						JS-A		JS-A		JS-A		JS-A		JS-A		JS-A		JS-A		JS-A		JS-A		JS-A		01.アルバイト事業部アライアンスグループ		3/1/20		12/21/20				東京		退職		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200619		小林　桃子 コバヤシ モモコ		02.正社員		-		女性 ジョセイ		CS		企画		企画						TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-UR		TN-UR		TN-UR		03.転職ナビ事業部ユーザーリレーショングループ		3/1/20						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200620		浦田　清江		02.正社員		-		女性 ジョセイ		管理		コーポレート		管理										人事-人企 ジンジ ヒト キ		人事-人企 ジンジ ヒト キ		人事-総務労務 ジンジ ソウム ロウム		人事-総務労務 ジンジ ソウム ロウム		人事-総務労務 ジンジ ソウム ロウム		人事-総務労務 ジンジ ソウム ロウム		人事-総務労務 ジンジ ソウム ロウム		人事-総務労務 ジンジ ソウム ロウム		12.人事部総務・労務グループ		5/1/20						東京		在籍		その他		コーポレート

		200621		杉本　剛士		02.正社員		-		男性 ダンセイ		営業 エイギョウ		営業		営業								JS-A		JS-A		JS-A		JS-A		JS-A		JS-A		JS-A		JS-A		JS-A		01.アルバイト事業部アライアンスグループ		9/9/13				2020/4/1雇用形態変更 コヨウ ケイタイ ヘンコウ		東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200622		木内　佑佳		02.正社員		-		女性 ジョセイ		企画		企画		企画								TK-企画		TK-企画		TK-企画		TK-企画		TK-企画		TK-企画		TK-企画		TK-企画		TK-企画		02.転職会議事業部プロダクト企画グループ		5/7/15				2020/4/1雇用形態変更 コヨウ ケイタイ ヘンコウ		東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200623		安保　一覚		02.正社員		本部長 ホンブチョウ		男性 ダンセイ		管理		コーポレート		管理										社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		コーポレート本部 ホンブ		コーポレート本部 ホンブ		コーポレート本部 ホンブ		コーポレート本部 ホンブ		コーポレート本部 ホンブ		17.コーポレート本部		4/1/20						東京		在籍		その他		コーポレート

		200623		安保　一覚		08.業務委託		-		男性 ダンセイ		-		コーポレート		-								社長-直 シャチョウ																				4/1/20				2020/5/1雇用形態変更 コヨウ ケイタイ ヘンコウ		東京		在籍		その他

		200624		青出木　誠人		02.正社員		-		男性 ダンセイ		企画(宮崎)		CS		CS(宮崎)								宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		宮崎-直		05.宮崎ユニット		4/15/20						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200625		犬童　隆喜		02.正社員		-		男性 ダンセイ		営業(宮崎)		営業		営業(宮崎)										宮崎-SL		宮崎-SL		宮崎-TNS		宮崎-TNS		宮崎-TNS		宮崎-TNS		宮崎-TNS		宮崎-TNS		05.宮崎ユニット転職ナビセールスグループ		5/1/20						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200626		小野　友貴人		02.正社員		-		男性 ダンセイ		CS(宮崎)		CS		CS(宮崎)										宮崎-直 チョク		宮崎-直 チョク		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS						5/1/20		11/30/20				東京		退職		その他

		200627		田中　彰誉		02.正社員		-		男性 ダンセイ		営業 エイギョウ		営業		営業												TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		03.転職ナビ事業部セールスグループ		6/1/20						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200628		池谷　涼		02.正社員		-		男性 ダンセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		エンジニア		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ												テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		08.テクノロジカルマーケティング部データプラットフォームグループ		2/6/19						東京		在籍		企画系		コーポレート

		200629		落合　隆行		02.正社員		-		男性 ダンセイ		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ		エンジニア		ｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ														TK-メディア第一 ダイイチ		TK-メディア第一 ダイイチ		TK-メディア第一 ダイイチ		TK-メディア第一 ダイイチ		TK-メディア第一 ダイイチ		TK-メディア第一 ダイイチ		02.転職会議事業部メディア開発第一グループ		7/1/20						東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200630		中村　駿太		02.正社員		-		男性 ダンセイ		CS(宮崎)		営業		営業(宮崎)														宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-AG		宮崎-UR ミヤザキ		宮崎-UR ミヤザキ		宮崎-UR ミヤザキ		05.宮崎ユニットユーザーリレーショングループ		7/1/20						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200631		黒木　灯香里		02.正社員		-		女性 ジョセイ		管理		エンジニア		エンジニア														CTS		CTS		CTS		CTS		CTS		CTS		11.コーポレートテクノロジーソリューション室		4/1/17				2020/6/1雇用形態変更 コヨウ ケイタイ ヘンコウ		東京		在籍		その他		コーポレート

		200632		鷺　雄紀		02.正社員		-		男性 ダンセイ		企画		企画		企画														JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		01.アルバイト事業部SEO/UXグループ		5/10/17				2020/6/1雇用形態変更 コヨウ ケイタイ ヘンコウ		東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200633		村上　幸子		02.正社員		-		女性 ジョセイ		企画		企画		企画														TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		03.転職ナビ事業部メディアグループ		10/10/18				2020/6/1雇用形態変更 コヨウ ケイタイ ヘンコウ		東京		在籍		企画系		既存事業 キゾン ジギョウ

		200634		山内　小百合		02.正社員		-		女性 ジョセイ		営業 エイギョウ		営業		営業																				TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		02.転職会議事業部サービス推進グループ		7/3/19				2020/10/1雇用形態変更 コヨウ ケイタイ ヘンコウ		東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		200635		桑田　紗瑛		02.正社員		-		女性 ジョセイ		管理		管理		管理																								社長-直 シャチョウ		13.社長室		12/1/20						東京		在籍		その他		コーポレート

		300002		吉井　美紀子		05.アルバイト		-		女性 ジョセイ		-		CS		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		9/7/10						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300008		翁　鈴佳		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		女性 ジョセイ		-		CS		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-App/Mail		JS-App/Mail		01.アルバイト事業部App/Mailグループ		1/21/11						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300060		髙橋　彩		05.アルバイト		-		女性 ジョセイ		-		CS		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		12/19/12						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300071		森山　公平		05.アルバイト		-		男性 ダンセイ		-		CS		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		2/1/13						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300073		白瀬　有希		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		女性 ジョセイ		-		コーポレート		-		人事-人開 ジンジ ジンカイ		人事-人開 ジンジ ジンカイ		人事-人開 ジンジ ジンカイ		人事-人企 ジンジ ヒト キ		人事-人企 ジンジ ヒト キ		人事-人企 ジンジ ヒト キ		人事-企画広報 ジンジ キカク コウホウ		人事-企画広報 ジンジ キカク コウホウ		人事-企画広報 ジンジ キカク コウホウ		人事-企画広報 ジンジ キカク コウホウ		人事-企画広報 ジンジ キカク コウホウ		人事-企画広報 ジンジ キカク コウホウ		12.人事部人事企画・広報グループ		3/1/13						東京		在籍		その他		コーポレート

		300074		羽石　奈央		05.アルバイト		-		女性 ジョセイ		-		CS		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		3/19/13						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300092		桑田　美代子		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		女性 ジョセイ		-		CS		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		8/22/13						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300095		杉本　剛士		03.準社員 ジュンシャイン		-		男性 ダンセイ		-		営業		-		JS-A		JS-A		JS-A																						9/9/13				2020/4/1雇用形態変更 コヨウ ケイタイ ヘンコウ		東京		在籍		その他

		300108		新井　潤		05.アルバイト		-		男性 ダンセイ		-		営業		-		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-UR		TN-UR		TN-UR		03.転職ナビ事業部ユーザーリレーショングループ		11/27/13						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300115		越沼　裕		05.アルバイト		-		男性 ダンセイ		-		営業		-		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-セールス		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-UR		TN-UR		TN-UR		03.転職ナビ事業部ユーザーリレーショングループ		1/15/14						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300117		緒方　真由美		03.準社員 ジュンシャイン		-		女性 ジョセイ		-		営業		-		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-UR		TN-UR		TN-UR		03.転職ナビ事業部ユーザーリレーショングループ		1/15/14						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300169		橘　優 タチバナ		05.アルバイト		-		女性 ジョセイ		-		営業		-		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-UR		TN-UR		TN-UR		03.転職ナビ事業部ユーザーリレーショングループ		4/16/14						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300199		河村　基公		05.アルバイト		-		男性 ダンセイ		-		営業		-		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-UR		TN-UR		TN-UR		03.転職ナビ事業部ユーザーリレーショングループ		7/2/14						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300224		河村　裕子		05.アルバイト		-		女性 ジョセイ		-		営業		-		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-UR		TN-UR		TN-UR		03.転職ナビ事業部ユーザーリレーショングループ		10/1/14						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300237		長谷　良佑		05.アルバイト		-		男性 ダンセイ		-		営業		-		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		TN-UR		TN-UR		TN-UR		03.転職ナビ事業部ユーザーリレーショングループ		11/5/14						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300246		松田　絵理		04.契約社員		-		女性 ジョセイ		-		CS		-		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		02.転職会議事業部サービス推進グループ		11/19/14						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300248		新藤　陽子 シンドウ		05.アルバイト		-		女性 ジョセイ		-		CS		-		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		03.転職ナビ事業部セールスグループ		12/3/14						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300256		武田　智規		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		男性 ダンセイ		-		CS		-		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-セールス		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		12/17/14						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300264		市川　斐乃		04.契約社員		-		女性 ジョセイ		-		CS		-		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		03.転職ナビ事業部マーケティンググループ		1/15/15						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300277		岩田　皓光		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		男性 ダンセイ		-		営業		-		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-セールス		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-UR		TN-UR		TN-UR		03.転職ナビ事業部ユーザーリレーショングループ		2/4/15						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300282		中村　かなこ ナカムラ		04.契約社員 ケイヤクシャイン		副TL フク		女性 ジョセイ		-		営業		-		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-UR		TN-UR		TN-UR		03.転職ナビ事業部ユーザーリレーショングループ		3/4/15						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300284		佐藤　めぐみ		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		女性 ジョセイ		-		コーポレート		-		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		人事-総務労務 ジンジ ソウム ロウム		人事-総務労務 ジンジ ソウム ロウム		人事-総務労務 ジンジ ソウム ロウム		人事-総務労務 ジンジ ソウム ロウム		人事-総務労務 ジンジ ソウム ロウム		人事-総務労務 ジンジ ソウム ロウム		12.人事部総務・労務グループ		3/4/15						東京		在籍		その他		コーポレート

		300287		上田　梨紗		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		女性 ジョセイ		-		CS		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		3/4/15						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300292		金城　海秀		03.準社員 ジュンシャイン		TL		男性 ダンセイ		-		コーポレート		-								経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		10.経営推進部財務経理グループ		3/25/15				2020/4/1雇用形態変更 コヨウ ケイタイ ヘンコウ		東京		在籍		その他		コーポレート

		300292		金城　海秀		04.契約社員 ケイヤクシャイン		TL		男性 ダンセイ		-		コーポレート		-		経推-財務		経推-財務		経推-財務																						3/25/15						東京		在籍		その他

		300298		浦口　秀行		05.アルバイト		-		男性 ダンセイ		-		CS		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		4/8/15						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300309		木内　佑佳		03.準社員 ジュンシャイン		-		女性 ジョセイ		-		企画		-		TK-企画		TK-企画		TK-企画																						5/7/15				2020/4/1雇用形態変更 コヨウ ケイタイ ヘンコウ		東京		在籍		その他

		300309		木内　佑佳		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		女性 ジョセイ		-		企画		-																												5/7/15		12/31/19		2020/1/1雇用形態変更 コヨウケイタイヘンコウ		東京		退職		その他

		300321		川副　由希子		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		女性 ジョセイ		-		CS		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		6/15/15						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300335		望月　愛		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		女性 ジョセイ		-		CS		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		7/22/15						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300337		春名　とも子		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		女性 ジョセイ		-		CS		-								不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		07.不動産ユニットフィルライフプロジェクト		8/1/15				2020/4/1雇用形態変更 コヨウ ケイタイ ヘンコウ		東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300337		春名　とも子		05.アルバイト		-		女性 ジョセイ		-		CS		-		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン		不動産-フィル フドウサン																						8/1/15						東京		在籍		その他

		300342		亀澤　優		05.アルバイト		-		女性 ジョセイ		-		コーポレート		-		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		人事-総務労務 ジンジ ソウム ロウム		人事-総務労務 ジンジ ソウム ロウム		人事-総務労務 ジンジ ソウム ロウム		人事-総務労務 ジンジ ソウム ロウム		人事-総務労務 ジンジ ソウム ロウム		人事-総務労務 ジンジ ソウム ロウム		12.人事部総務・労務グループ		9/1/15						東京		在籍		その他		コーポレート

		300343		小松田　水環		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		女性 ジョセイ		-		企画		-		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		03.転職ナビ事業部メディアグループ		9/2/15						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300350		沖原　綾乃		03.準社員 ジュンシャイン		-		女性 ジョセイ		-		企画		-		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-直		不動産-プロダクト		不動産-プロダクト		不動産-プロダクト		不動産-プロダクト		不動産-プロダクト		不動産-プロダクト		07.不動産ユニットプロダクトグループ		1/1/20				2020/1/1雇用形態変更 コヨウケイタイヘンコウ		東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300350		沖原　綾乃		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		女性 ジョセイ		-		企画		-																												10/14/15		12/31/19				東京		退職		その他

		300351		橋田　寛子		05.アルバイト		-		女性 ジョセイ		-		CS		-		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト-CX		ドラフト-CX		ドラフト-CX		ドラフト-CX		ドラフト-CX		ドラフト-CX		04.転職ドラフトユニットCXグループ		10/14/15						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300356		高橋　沙耶香		05.アルバイト		-		女性 ジョセイ		-		ビジネス		-																												10/28/15		12/31/19				東京		退職		その他

		300357		森岡　実莉		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		女性 ジョセイ		-		CS		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		11/1/15						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300359		高橋　良介		03.準社員 ジュンシャイン		TL		男性 ダンセイ		-		営業		-		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-UR		TN-UR		TN-UR		03.転職ナビ事業部ユーザーリレーショングループ		11/1/15						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300361		宝城　美紀		03.準社員 ジュンシャイン		TL		女性 ジョセイ				企画		-		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		03.転職ナビ事業部マーケティンググループ		11/4/15				2019/10/1雇用形態変更 コヨウケイタイヘンコウ		東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300368		折原　静香		05.アルバイト		-		女性 ジョセイ		-		CS		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		12/2/15						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300373		小谷　貴文		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		男性 ダンセイ		-		CS		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		1/1/16						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300374		宮本　亜希奈		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		女性 ジョセイ		-		営業		-		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-UR		TN-UR		TN-UR		03.転職ナビ事業部ユーザーリレーショングループ		1/1/16				2019/7/1雇用形態変更 コヨウケイタイヘンコウ		東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300386		四戸　園子		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		女性 ジョセイ		-		コーポレート		-		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		経推-財務		10.経営推進部財務経理グループ		2/3/16						東京		在籍		その他		コーポレート

		300399		吉田　暁子		05.アルバイト		-		女性 ジョセイ		-		CS		-		JS-マーケ		JS-マーケ		JS-マーケ		JS-マーケ		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		3/16/16						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300408		辺見　由利子		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		女性 ジョセイ		-		営業		-		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-UR		TN-UR		TN-UR		03.転職ナビ事業部ユーザーリレーショングループ		4/1/16						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300412		喜井　晶子		05.アルバイト		-		女性 ジョセイ		-		CS		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		3/30/16						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300413		岡　輝幸		05.アルバイト		-		男性 ダンセイ		-		CS		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		4/1/16						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300418		倉田　望美		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		女性 ジョセイ		-		企画		-																				JS-マーケ		JS-マーケ		JS-マーケ		01.アルバイト事業部マーケティンググループ		4/6/16				2020/10/1雇用形態変更 コヨウケイタイヘンコウ		東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300418		倉田　望美		05.アルバイト		-		女性 ジョセイ		-		企画		-		JS-マーケ		JS-マーケ		JS-マーケ		JS-マーケ		JS-マーケ		JS-マーケ		JS-マーケ		JS-マーケ		JS-マーケ										4/6/16						東京		在籍		その他

		300419		佐藤　洋平		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		男性 ダンセイ		-		CS		-																				JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		4/13/16				2020/10/1雇用形態変更 コヨウケイタイヘンコウ		東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300419		佐藤　洋平		05.アルバイト		-		男性 ダンセイ		-		CS		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE										4/13/16						東京		在籍		その他

		300423		渡邊　梓 ワタナベ		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		女性 ジョセイ		-		コーポレート		-		人事-人開		人事-人開		人事-人開		人事-人企 ジンジ ヒト キ		人事-人企 ジンジ ヒト キ		人事-人企 ジンジ ヒト キ		人事-総務労務 ジンジ ソウム ロウム		人事-総務労務 ジンジ ソウム ロウム		人事-総務労務 ジンジ ソウム ロウム		人事-総務労務 ジンジ ソウム ロウム		人事-総務労務 ジンジ ソウム ロウム		人事-総務労務 ジンジ ソウム ロウム		12.人事部総務・労務グループ		4/20/16				2019/4/1雇用形態変更 コヨウケイタイヘンコウ		東京		在籍		その他		コーポレート

		300446		船道　正也		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		男性 ダンセイ		-		営業		-		TK-AG		TK-AG		TK-AG		TK-AG		TK-AG		TK-AG		TK-AG		TK-AG		TN-ナコウド		TN-UR		TN-UR		TN-UR		03.転職ナビ事業部ユーザーリレーショングループ		6/13/16						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300447		藤田　かおり		05.アルバイト		-		女性 ジョセイ		-		CS		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		7/1/16						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300482		志田　麻衣 シダ		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		女性 ジョセイ		-		CS		-		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		02.転職会議事業部サービス推進グループ		9/7/16						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300491		坂田　寛樹		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		男性 ダンセイ		-		コーポレート		-		人事-人開		人事-人開																								9/14/16		2/25/20				東京		退職		その他

		300514		五十嵐　尚美		03.準社員 ジュンシャイン		-		女性 ジョセイ		-		CS		-		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		03.転職ナビ事業部		10/5/16						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300537		金山　秀洸		05.アルバイト		-		男性 ダンセイ		-		CS		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		11/2/16						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300557		藤田　梓沙		05.アルバイト		-		女性 ジョセイ		-		CS		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		11/24/16						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300561		伊藤　美由		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		女性 ジョセイ		-		CS		-																				TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		02.転職会議事業部サービス推進グループ		1/4/17				2020/10/1雇用形態変更 コヨウ ケイタイ ヘンコウ		東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300561		伊藤　美由		05.アルバイト		-		女性 ジョセイ		-		CS		-		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン										1/4/17						東京		在籍		その他

		300563		小松田　みなみ		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		女性 ジョセイ		-		CS		-		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト-UX		ドラフト-UX		ドラフト-UX		ドラフト-UX		ドラフト-UX		ドラフト-UX		04.転職ドラフトユニットUXグループ		1/18/17						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300564		稲葉　実奈美		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		女性 ジョセイ		-		CS		-		SK-事推		SK-事推		SK-事推		SK-事推		SK-事推		SK-事推		SK-事推		SK-事推		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		2/15/17						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300565		中野渡　亜美		03.準社員 ジュンシャイン		-		女性 ジョセイ		-		CS		-														TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		02.転職会議事業部サービス推進グループ		2/1/17				2020/6/1雇用形態変更 コヨウ ケイタイ ヘンコウ		東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300565		中野渡　亜美		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		女性 ジョセイ		-		CS		-		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン																2/1/17						東京		在籍		その他

		300567		山田　友理恵		04.契約社員		-		女性 ジョセイ		-		コーポレート		-		内部統制		内部統制		内部統制		内部統制		内部統制		内部統制		内部統制		内部統制		内部統制		内部統制		内部統制		内部統制		16.内部統制室		2/15/17						東京		在籍		その他		コーポレート

		300585		梨田　真知子		04.契約社員		-		女性 ジョセイ		-		CS		-																				TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		02.転職会議事業部サービス推進グループ		4/5/17				2020/10/1雇用形態変更 コヨウ ケイタイ ヘンコウ		東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300585		梨田　真知子		05.アルバイト		-		女性 ジョセイ		-		CS		-		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン										4/5/17						東京		在籍		その他

		300593		向井　由布子		08.業務委託 ギョウムイタク		-		女性 ジョセイ		-		デザイナー		-		不動産-直 フドウサン チョク		不動産-M		不動産-M		不動産-M		不動産-M		不動産-M		不動産-プロダクト		不動産-プロダクト		不動産-プロダクト		不動産-プロダクト		不動産-プロダクト		不動産-プロダクト		07.不動産ユニットプロダクトグループ		4/19/17						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300595		黒澤　千裕		08.業務委託 ギョウムイタク		-		男性 ダンセイ		-		エンジニア		-		TK-直 チョク		TK-直 チョク		TK-直 チョク		TK-直 チョク		TK-直 チョク		TK-直 チョク		TK-直 チョク		TK-直 チョク												4/12/17		8/31/20				東京		退職		その他

		300596		能登　信晴		08.業務委託 ギョウムイタク		-		男性 ダンセイ		-		エンジニア		-		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		13.社長室		4/17/17						東京		在籍		その他		コーポレート

		300597		趙　玲玲		03.準社員 ジュンシャイン		-		女性 ジョセイ		-		営業		-		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		03.転職ナビ事業部セールスグループ		1/1/20				2020/1/1雇用形態変更 コヨウ ケイタイ ヘンコウ		東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300597		趙　玲玲		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		女性 ジョセイ		-		営業		-																												4/26/17		12/31/19				東京		退職		その他

		300599		伊達　和美		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		女性 ジョセイ		-		CS		-		不動産-B		不動産-J		不動産-J		不動産-J		不動産-J		不動産-J		不動産-J		不動産-J		不動産-J		不動産-J		不動産-J		不動産-J		07.不動産ユニット事業管理グループ		5/10/17						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300601		鷺　雄紀		03.準社員 ジュンシャイン		-		男性 ダンセイ		-		企画		-		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U		JS-S/U																5/10/17				2019/10/1雇用形態変更 コヨウ ケイタイ ヘンコウ		東京		在籍		その他

		300615		山本　清士		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		男性 ダンセイ		-		CS		-		不動産-直 フドウサン チョク		不動産-直 フドウサン チョク		不動産-直 フドウサン チョク		不動産-直 フドウサン チョク		不動産-直 フドウサン チョク		不動産-直 フドウサン チョク		不動産-直 フドウサン チョク		不動産-直 フドウサン チョク		不動産-直 フドウサン チョク		不動産-直 フドウサン チョク		不動産-直 フドウサン チョク		不動産-直 フドウサン チョク		07.不動産ユニット		6/7/17						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300620		阿久津　梨花		08.業務委託 ギョウムイタク		-		女性 ジョセイ		-		エンジニア		-		TK-メディア第一		TK-メディア第一		TK-メディア第一		TK-メディア第一		TK-メディア第一		TK-メディア第一																7/5/17		6/30/20				東京		退職		その他

		300629		山越　栞		08.業務委託 ギョウムイタク		-		女性 ジョセイ		-		CS		-		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		03.転職ナビ事業部マーケティンググループ		8/1/17		12/29/20				東京		退職		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300730		原　奈緒美		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		女性 ジョセイ		-		CS		-								不動産-J		不動産-J		不動産-J		不動産-J		不動産-J		不動産-J		不動産-J		不動産-J		不動産-J		07.不動産ユニット事業管理グループ		9/20/17				2020/4/1雇用形態変更 コヨウ ケイタイ ヘンコウ		東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300730		原　奈緒美		05.アルバイト		-		女性 ジョセイ		-		CS		-		不動産-B		不動産-J		不動産-J																						9/20/17						東京		在籍		その他

		300734		佐藤　美希		04.契約社員 ケイヤクシャイン		-		女性 ジョセイ		-		CS		-														TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		03.転職ナビ事業部		10/4/17				2020/7/1雇用形態変更 コヨウ ケイタイ ヘンコウ		東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300734		佐藤　美希		05.アルバイト		-		女性 ジョセイ		-		CS		-		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク																10/4/17						東京		在籍		その他

		300741		遠藤　悠姫		04.契約社員		-		女性 ジョセイ		-		CS		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		10/11/17				2019/10/1雇用形態変更 コヨウケイタイヘンコウ		東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300745		藤田　友香		05.アルバイト		-		女性 ジョセイ		-		CS		-		不動産-直		不動産-J		不動産-J		不動産-J		不動産-J		不動産-J		不動産-J		不動産-J		不動産-J		不動産-J		不動産-J		不動産-J		07.不動産ユニット事業管理グループ		10/18/17						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300751		奥村　あかね		07.派遣社員 ハケンシャイン		-		女性 ジョセイ		-		CS		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE																11/1/17		6/30/20				東京		退職		その他

		300755		藤　吾郎		08.業務委託 ギョウムイタク		-		男性 ダンセイ		-		エンジニア		-		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		08.テクノロジカルマーケティング部ネイティブアプリグループ		10/1/17						東京		在籍		その他		コーポレート

		300775		嶋田　明雪		05.アルバイト		-		女性 ジョセイ		-		CS		-		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		02.転職会議事業部サービス推進グループ		12/6/17						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300776		石川　遼		04.契約社員		-		男性 ダンセイ		-		コーポレート		-		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		経推-総務 ソウム		人事-総務労務 ジンジ ソウム ロウム		人事-総務労務 ジンジ ソウム ロウム		人事-総務労務 ジンジ ソウム ロウム		人事-総務労務 ジンジ ソウム ロウム		人事-総務労務 ジンジ ソウム ロウム		人事-総務労務 ジンジ ソウム ロウム		12.人事部総務・労務グループ		12/6/17				2019/4/1雇用形態変更 コヨウケイタイヘンコウ		東京		在籍		その他		コーポレート

		300791		小林　洋平		08.業務委託 ギョウムイタク		-		男性 ダンセイ		-		エンジニア		-		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		JS-開発 カイハツ		JS-開発 カイハツ		JS-開発 カイハツ		JS-開発 カイハツ		JS-開発 カイハツ		JS-開発 カイハツ		JS-開発 カイハツ		01.アルバイト事業部開発グループ		1/31/18						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300794		岡田　洋二		08.業務委託 ギョウムイタク		-		男性 ダンセイ		-		エンジニア		-																												2/7/18		12/31/19				東京		退職		その他

		300796		河原塚　有希彦		08.業務委託 ギョウムイタク		-		男性 ダンセイ		-		エンジニア		-		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ																2/7/18		6/30/20				東京		退職		その他

		300797		荒木　由希子		04.契約社員		-		女性 ジョセイ		-		CS		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		2/7/18						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300799		山根　一城		08.業務委託 ギョウムイタク		-		男性 ダンセイ		-		コーポレート		-		人事-採用																										11/15/17		1/31/20				東京		退職		その他

		300802		栗山　圭		05.アルバイト		-		女性 ジョセイ		-		CS		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		3/7/18						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300803		平石　桃子		05.アルバイト		-		女性 ジョセイ		-		CS		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		3/7/18						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300807		岸良　卓哉		08.業務委託		-		男性 ダンセイ		-		エンジニア		-																												4/4/18		12/31/19				東京		退職		その他

		300822		鈴木　あかね		03.準社員 ジュンシャイン		-		女性 ジョセイ		-		CS		-		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		02.転職会議事業部サービス推進グループ		1/1/20				2020/1/1雇用形態変更 コヨウケイタイヘンコウ		東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300822		鈴木　あかね		04.契約社員		-		女性 ジョセイ		-		CS		-																												5/9/18				2019/4/1雇用形態変更 コヨウケイタイヘンコウ		東京		在籍		その他

		300824		松塚　朱香		05.アルバイト		-		女性 ジョセイ		-		CS		-		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		02.転職会議事業部サービス推進グループ		5/23/18						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300827		國森　良平		08.業務委託		-		男性 ダンセイ		-		エンジニア		-		CTS		CTS		CTS		CTS		CTS		CTS		CTS		CTS		CTS		CTS		CTS		CTS		11.コーポレートテクノロジーソリューション室		5/30/18						東京		在籍		その他		コーポレート

		300828		樋口　孝代		05.アルバイト		-		女性 ジョセイ		-		CS		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		9/9/15						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300830		天野　紗希		04.契約社員		-		女性 ジョセイ		-		CS		-		TK-AG		TK-AG		TK-AG		TK-AG		TK-AG		TK-AG		TK-AG		TK-AG		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		03.転職ナビ事業部セールスグループ		6/6/18				2019/4/1雇用形態変更 コヨウケイタイヘンコウ		東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300835		小山　功		08.業務委託		-		男性 ダンセイ		-		エンジニア		-		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト-直 チョク		ドラフト-直 チョク		ドラフト-直 チョク		ドラフト-直 チョク		ドラフト-直 チョク		ドラフト-直 チョク		04.転職ドラフトユニット		7/4/18						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300836		清水　舞		04.契約社員		-		女性 ジョセイ		-		営業		-		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		TN-UR		TN-UR		TN-UR		03.転職ナビ事業部ユーザーリレーショングループ		7/4/18						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300841		田中　俊一		08.業務委託		-		男性 ダンセイ		-		エンジニア		-		JS-開発		JS-開発		JS-開発		JS-開発		JS-開発		JS-開発		JS-開発		JS-開発												7/11/18		8/31/20				東京		退職		その他

		300846		朝倉　さゆり		04.契約社員		-		女性 ジョセイ		-		CS		-		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		TN-直 チョク		03.転職ナビ事業部		8/1/18						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300849		河野　誠		08.業務委託		-		男性 ダンセイ		-		エンジニア		-		JS-開発		JS-開発		JS-開発		JS-開発		JS-開発		JS-開発		JS-開発		JS-開発		JS-開発		JS-開発		JS-開発		JS-開発		01.アルバイト事業部開発グループ		8/1/18						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300853		佐藤　美咲		03.準社員 ジュンシャイン		-		女性 ジョセイ		-		営業		-														TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		03.転職ナビ事業部セールスグループ		8/8/18				2020/7/1雇用形態変更 コヨウケイタイヘンコウ		東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300853		佐藤　美咲		04.契約社員		-		女性 ジョセイ		-		営業		-		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-セールス																8/8/18						東京		在籍		その他

		300854		宍戸　絢香		05.アルバイト		-		女性 ジョセイ		-		CS		-		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		JS-OE		JS-OE		JS-OE						8/8/18		11/30/20				東京		退職		その他

		300902		西條　美穂		05.アルバイト		-		女性 ジョセイ		-		CS		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		9/5/18						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300904		西部　真理映		08.業務委託		-		女性 ジョセイ		-		コーポレート		-		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		経推-直 キョウ スイ チョク		人事-企画広報 ジンジ キカク コウホウ		人事-企画広報 ジンジ キカク コウホウ		人事-企画広報 ジンジ キカク コウホウ		人事-企画広報 ジンジ キカク コウホウ		人事-企画広報 ジンジ キカク コウホウ		人事-企画広報 ジンジ キカク コウホウ		12.人事部人事企画・広報グループ		9/3/18						東京		在籍		その他		コーポレート

		300927		佐藤　万莉		06.インターン		-		女性 ジョセイ		-		Analytics		-																												9/19/18		12/31/19				東京		退職		その他

		300930		陶　思捷		05.アルバイト		-		男性 ダンセイ		-		エンジニア		-		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		08.テクノロジカルマーケティング部データプラットフォームグループ		10/3/18						東京		在籍		その他		コーポレート

		300931		北川　亮		05.アルバイト		-		男性 ダンセイ		-		エンジニア		-		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		08.テクノロジカルマーケティング部データプラットフォームグループ		10/3/18						東京		在籍		その他		コーポレート

		300934		村上　幸子		03.準社員		-		女性 ジョセイ		-		企画		-		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア																10/10/18				2020/1/1雇用形態変更 コヨウ ケイタイ ヘンコウ		東京		在籍		その他

		300934		村上　幸子		04.契約社員		-		女性 ジョセイ		-		企画		-																												10/10/18						東京		在籍		その他

		300938		市川　亮		08.業務委託		-		男性 ダンセイ		-		エンジニア		-		不動産-ID		不動産-D		不動産-D																						10/31/18		3/31/20				東京		退職		その他

		300939		犬島　武彦		08.業務委託		-		男性 ダンセイ		-		エンジニア		-		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		SK-M		TK-メディア第一 ダイイチ		TK-メディア第一 ダイイチ		TK-メディア第一 ダイイチ		TK-メディア第一 ダイイチ		TK-メディア第一 ダイイチ		02.転職会議事業部メディア開発第一グループ		10/31/18						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300944		佐藤　裕美		08.業務委託		-		女性 ジョセイ		-		デザイナー		-		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ										11/14/18		9/29/20				東京		退職		その他

		300945		夜差　悠理		08.業務委託		-		女性 ジョセイ		-		CS		-		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		03.転職ナビ事業部セールスグループ		11/15/18						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300965		段坂　英明		03.準社員		-		男性 ダンセイ		-		営業		-		SK-事推		SK-事推		SK-事推		SK-事推		SK-事推		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		03.転職ナビ事業部セールスグループ		11/28/18				2019/10/1雇用形態変更 コヨウ ケイタイ ヘンコウ		東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300966		早﨑　夕希		03.準社員		-		男性 ダンセイ		-		コーポレート		-		経推-財務 キョウ スイ ザイム		経推-財務 キョウ スイ ザイム		経推-財務 キョウ スイ ザイム		経推-財務 キョウ スイ ザイム		経推-財務 キョウ スイ ザイム		経推-財務 キョウ スイ ザイム		経推-財務 キョウ スイ ザイム		経推-財務 キョウ スイ ザイム		経推-財務 キョウ スイ ザイム		経推-財務 キョウ スイ ザイム		経推-財務 キョウ スイ ザイム		経推-財務 キョウ スイ ザイム		10.経営推進部財務経理グループ		1/1/20				2020/1/1雇用形態変更 コヨウケイタイヘンコウ		東京		在籍		その他		コーポレート

		300966		早﨑　夕希		04.契約社員		-		男性 ダンセイ		-		コーポレート		-																												12/5/18						東京		在籍		その他

		300991		黒木　灯香里		03.準社員		-		女性 ジョセイ		-		エンジニア		-		CTS		CTS		CTS		CTS		CTS		CTS																4/1/17				2019/10/1雇用形態変更 コヨウ ケイタイ ヘンコウ		東京		在籍		その他

		300993		木内　淳子		04.契約社員		-		女性 ジョセイ		-		CS		-		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		1/9/19						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		300994		高井　めぐみ		05.アルバイト		-		女性 ジョセイ		-		コーポレート		-		経推-総務 キョウ スイ ソウム		経推-総務 キョウ スイ ソウム		経推-総務 キョウ スイ ソウム		経推-総務 キョウ スイ ソウム		経推-総務 キョウ スイ ソウム		経推-総務 キョウ スイ ソウム		人事-総務労務 ジンジ ソウム ロウム		人事-総務労務 ジンジ ソウム ロウム		人事-総務労務 ジンジ ソウム ロウム		人事-総務労務 ジンジ ソウム ロウム		人事-総務労務 ジンジ ソウム ロウム		人事-総務労務 ジンジ ソウム ロウム		12.人事部総務・労務グループ		2/1/19						東京		在籍		その他		コーポレート

		300997		池谷　涼		05.アルバイト		-		男性 ダンセイ		-		エンジニア		-		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP																		2/6/19				2020/6/1雇用形態変更 コヨウ ケイタイ ヘンコウ		東京		在籍		その他

		300999		柿花　修介		05.アルバイト		-		男性 ダンセイ		-		営業		-		TN-SC		TN-SC		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド										2/6/19		9/30/20		2019/10/1雇用形態変更 コヨウ ケイタイ ヘンコウ		東京		退職		その他

		301003		影山　夕子		04.契約社員		-		女性 ジョセイ		-		営業		-		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		03.転職ナビ事業部セールスグループ		3/6/19						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301004		乳井　宏一		08.業務委託		-		男性 ダンセイ		-		エンジニア		-																												3/6/19		12/27/19				東京		退職		その他

		301005		山﨑　大悟 ヤマサキ		04.契約社員		-		男性 ダンセイ		-		CS		-		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		不動産-B フドウサン		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		3/6/19				3/5で派遣社員としては退職・3/6より契約社員で入社 ハケンシャイン タイショク ケイヤクシャイン ニュウシャ		東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301006		清水　裕也		05.アルバイト		-		男性 ダンセイ		-		ビジネス		-																												3/6/19		12/31/19				東京		退職		その他

		301007		澤　葉月		04.契約社員		-		女性 ジョセイ		-		営業		-		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-UR		TN-UR		TN-UR		03.転職ナビ事業部ユーザーリレーショングループ		3/6/19						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301009		佐藤　玲		05.アルバイト		-		女性 ジョセイ		-		CS		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		3/22/19						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301010		木村　辰		08.業務委託		-		男性 ダンセイ		-		デザイナー		-		ドラフト		ドラフト		ドラフト																						3/27/19		3/31/20				東京		退職		その他

		301011		西島　誠		08.業務委託		-		男性 ダンセイ		-		エンジニア		-		TK-メディア第一		TK-メディア第一		TK-メディア第一		TK-メディア第一		TK-メディア第一																		4/3/19		5/31/20				東京		退職		その他

		301012		上原　愛弓		05.アルバイト		-		女性 ジョセイ		-		ビジネス		-																												4/3/19		12/31/19				東京		退職		その他

		301015		小田　圭位子		05.アルバイト		-		女性 ジョセイ		-		CS		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		4/3/19						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301022		飯尾　直樹		06.インターン		-		男性 ダンセイ		-		エンジニア		-		JS-開発		JS-開発		JS-開発																						5/15/19				2020/4/1より正社員へ雇用形態変更 セイシャイン コヨウ ケイタイ ヘンコウ		東京		在籍		その他

		301025		上野　麻由		04.契約社員		-		女性 ジョセイ		-		営業		-		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-ナコウド		TN-UR		TN-UR		TN-UR		03.転職ナビ事業部ユーザーリレーショングループ		5/22/19						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301027		小林　幸司		08.業務委託		-		男性 ダンセイ		-		エンジニア		-		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		03.転職ナビ事業部メディアグループ		6/5/19						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301028		塚田　鮎実		04.契約社員		-		女性 ジョセイ		-		CS		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		7/3/19						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301029		山内　小百合		03.準社員 ジュンシャイン		-		女性 ジョセイ		-		営業		-								TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン										7/3/19				2020/4/1雇用形態変更 コヨウ ケイタイ ヘンコウ		東京		在籍		その他

		301029		山内　小百合		04.契約社員		-		女性 ジョセイ		-		営業		-		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン		TK-推進 スイシン																						7/3/19						東京		在籍		その他

		301030		多田　龍馬		08.業務委託		-		男性 ダンセイ		-		エンジニア		-		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ																						7/3/19		3/31/20				東京		退職		その他

		301031		樽川　夕夏		05.アルバイト		-		女性 ジョセイ		-		ビジネス		-																												7/3/19		12/6/19				東京		退職		その他

		301034		甲斐　友美		04.契約社員		-		女性 ジョセイ		-		CS		-		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		人事-直 ジンジ チョク		人事-直 ジンジ チョク		人事-直 ジンジ チョク		人事-直 ジンジ チョク		12.人事部		1/15/17				2019/7/1雇用形態変更 コヨウケイタイヘンコウ		東京		在籍		その他		コーポレート

		301035		佐藤　良子 サトウ		03.準社員 ジュンシャイン		副TL		女性 ジョセイ				CS		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		12/1/15				2020/1/1雇用形態変更 コヨウ ケイタイ ヘンコウ		東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301035		岩切　良子		04.契約社員		-		女性 ジョセイ		-		CS		-																												12/1/15				2019/7/1雇用形態変更 コヨウケイタイヘンコウ		東京		在籍		その他

		301036		小林　弘和		08.業務委託		-		男性 ダンセイ		-		コーポレート		-		経推-法務		経推-法務		経推-法務		経推-法務		経推-法務		経推-法務		経推-法務		経推-法務		経推-法務		経推-法務		経推-法務		経推-法務		10.経営推進部法務グループ		7/5/19						東京		在籍		その他		コーポレート

		301037		秋野　由佳		05.アルバイト		-		女性 ジョセイ		-		営業		-		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-SC		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		TN-UR		TN-UR		TN-UR		03.転職ナビ事業部ユーザーリレーショングループ		7/10/19						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301038		山浦　清透		08.業務委託		-		男性 ダンセイ		-		企画		-		経戦		経戦		経戦		経戦		経戦		経戦		新規-第三 シンキ ダイサン		新規-第三 シンキ ダイサン		新規-第三 シンキ ダイサン		新規-第三 シンキ ダイサン		新規-第三 シンキ ダイサン		新規-第三 シンキ ダイサン		09.新規事業部第三新規事業プロジェクト		7/10/19				7/10から業務委託へ変更		東京		在籍		その他		新規事業 シンキジギョウ

		301039		及川　梓		05.アルバイト		-		女性 ジョセイ		-		CS		-		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		03.転職ナビ事業部セールスグループ		7/17/19						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301040		山本　光康		08.業務委託		-		男性 ダンセイ		-		エンジニア		-		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-マーケ		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		03.転職ナビ事業部メディアグループ		7/17/19						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301044		藤井　博久		08.業務委託		-		男性 ダンセイ		-		エンジニア		-		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト-直 チョク		ドラフト-直 チョク		ドラフト-直 チョク		ドラフト-直 チョク		ドラフト-直 チョク		ドラフト-直 チョク		04.転職ドラフトユニット		8/7/19						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301047		夏井　佳裕		08.業務委託		-		男性 ダンセイ		-		エンジニア		-		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		03.転職ナビ事業部メディアグループ		9/4/19						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301048		森内　瑞香		04.契約社員		-		女性 ジョセイ		-		営業		-		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		TN-セールス		03.転職ナビ事業部セールスグループ		9/4/19						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301052		西川　初音		04.契約社員		-		女性 ジョセイ		-		コーポレート		-		人事-採用		人事-採用		人事-採用																						9/11/19		3/31/20				東京		退職		その他

		301053		津田　夏美		04.契約社員		-		女性 ジョセイ		-		CS		-		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		9/4/19						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301054		杉山　美代子		04.契約社員		-		女性 ジョセイ		-		コーポレート		-		人事-人開 ジンジ ジンカイ		人事-人開 ジンジ ジンカイ		人事-人開 ジンジ ジンカイ		人事-人企 ジンジ ヒト キ		人事-人企 ジンジ ヒト キ		人事-人企 ジンジ ヒト キ		人事-総務労務 ジンジ ソウム ロウム		人事-総務労務 ジンジ ソウム ロウム		人事-総務労務 ジンジ ソウム ロウム		人事-総務労務 ジンジ ソウム ロウム		人事-総務労務 ジンジ ソウム ロウム		人事-総務労務 ジンジ ソウム ロウム		12.人事部総務・労務グループ		9/4/19						東京		在籍		その他		コーポレート

		301055		野本 直輝		08.業務委託		-		男性 ダンセイ		-		エンジニア		-		テクマ-直 チョク		テクマ-直 チョク		テクマ-直 チョク		テクマ-直 チョク		テクマ-直 チョク		テクマ-直 チョク		テクマ-直 チョク		テクマ-直 チョク		テクマ-直 チョク										8/21/19		9/30/20				東京		退職		その他

		301080		柳沢　拓		08.業務委託		-		男性 ダンセイ				ERROR:#N/A		-		CTS		CTS		CTS																						9/1/19		2020/3/31※2020/4/1よりエイアイエムコンサルティング株式会社で1アカウントとして管理するため退職処理 カンリ タイショク ショリ				東京		退職		その他

		301081		片岡　大飛		08.業務委託		-		男性 ダンセイ				ERROR:#N/A		-		CTS		CTS		CTS																						9/1/19		2020/3/31※2020/4/1よりエイアイエムコンサルティング株式会社で1アカウントとして管理するため退職処理 カンリ タイショク ショリ				東京		退職		その他

		301082		成田　大耀		08.業務委託		-		男性 ダンセイ				ERROR:#N/A		-		CTS		CTS																								9/1/19		2/28/20				東京		退職		その他

		301083		新保　直樹		08.業務委託 ギョウム イタク		-		男性 ダンセイ				エンジニア		-		TK-企画		TK-企画		TK-企画		TK-企画		TK-企画		TK-企画		TK-企画		TK-企画												9/11/19		8/31/20				東京		退職		その他

		301110		田村　佳苗 カナエ		04.契約社員		-		女性 ジョセイ		-		コーポレート		-		人事-採用		人事-採用		人事-採用		人事-採用		人事-採用		人事-採用		人事-採用		人事-採用		人事-採用		人事-採用		人事-採用		人事-採用		12.人事部採用グループ		9/25/19						東京		在籍		その他		コーポレート

		301112		深堀　駿		08.業務委託		-		男性 ダンセイ		-		エンジニア		-		TK-メディア第一		TK-メディア第一		TK-メディア第一		TK-メディア第一		TK-メディア第一		TK-メディア第一		TK-メディア第一		TK-メディア第一		TK-メディア第一		TK-メディア第一								10/2/19		10/31/20				東京		退職		その他

		301113		豊國　郁人		05.アルバイト		-		男性 ダンセイ		-		エンジニア		-		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		08.テクノロジカルマーケティング部データプラットフォームグループ		10/9/19						東京		在籍		その他		コーポレート

		301114		清信　鈴華 キヨノブ		05.アルバイト		-		女性 ジョセイ		-		CS		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		10/9/19						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301115		大石　忠昭		05.アルバイト		-		男性 ダンセイ		-		CS		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		10/9/19						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301116		吉澤　馨		08.業務委託		-		男性 ダンセイ		-		コーポレート		-		人事-採用		人事-採用		人事-採用		人事-採用		人事-採用		人事-採用		人事-採用														10/30/19		7/15/20				東京		退職		その他

		301117		新妻　巧朗		08.業務委託		-		男性 ダンセイ		-		エンジニア		-		JS-開発		JS-開発		JS-開発		JS-開発		JS-開発		JS-開発		JS-開発		JS-開発		JS-開発		JS-開発		JS-開発		JS-開発		01.アルバイト事業部開発グループ		10/29/19						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301118		眞柄　薫		08.業務委託		-		男性 ダンセイ		-		ビジネス		-		SK-事推																										11/26/19		1/31/20				東京		退職		その他

		301119		須川　祥平  スガワ		08.業務委託		-		男性 ダンセイ		-		エンジニア		-		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		テクマ-アプリ		08.テクノロジカルマーケティング部ネイティブアプリグループ		11/27/19						東京		在籍		その他		コーポレート

		301120		武田　梨沙		03.準社員		-		女性 ジョセイ				CS		-														ドラフト-CX		ドラフト-CX		ドラフト-CX		ドラフト-CX		ドラフト-CX		ドラフト-CX		04.転職ドラフトユニットCXグループ		1/8/20				2020/6/1雇用形態変更 コヨウ ケイタイ ヘンコウ		東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301120		武田　梨沙		04.契約社員		-		女性 ジョセイ		-		CS		-		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト																1/8/20						東京		在籍		その他

		301121		島田　俊介		08.業務委託		-		男性 ダンセイ		-		エンジニア		-		ドラフト																										12/1/19		1/31/20				東京		退職		その他

		301141		渡部　陽貴 ワタナベ		08.業務委託		-		男性 ダンセイ		-		エンジニア		-				TK-メディア第一 ダイイチ		TK-メディア第一 ダイイチ		TK-メディア第一 ダイイチ		TK-メディア第一 ダイイチ		TK-メディア第一 ダイイチ		TK-メディア第一 ダイイチ		TK-メディア第一 ダイイチ		TK-メディア第一 ダイイチ		TK-メディア第一 ダイイチ		TK-メディア第一 ダイイチ		TK-メディア第一 ダイイチ		02.転職会議事業部メディア開発第一グループ		2/1/20						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301142		郡山　淳		08.業務委託		-		男性 ダンセイ		-		エンジニア		-				TK-メディア第一 ダイイチ		TK-メディア第一 ダイイチ		TK-メディア第一 ダイイチ		TK-メディア第一 ダイイチ		TK-メディア第一 ダイイチ		TK-メディア第一 ダイイチ		TK-メディア第一 ダイイチ		TK-メディア第一 ダイイチ		TK-メディア第一 ダイイチ		TK-メディア第一 ダイイチ		TK-メディア第一 ダイイチ		02.転職会議事業部メディア開発第一グループ		2/1/20		12/29/20				東京		退職		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301144		篠崎　雅		08.業務委託		-		女性 ジョセイ		-		CS		-				SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ		SK-事推 コト スイ														2/3/20		7/31/20				東京		退職		その他

		301145		武田　吉正		08.業務委託		-		男性 ダンセイ		-		企画		-		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト		ドラフト-UX		ドラフト-UX		ドラフト-UX		ドラフト-UX		ドラフト-UX		ドラフト-UX		04.転職ドラフトユニットUXグループ		1/23/20		12/25/20				東京		退職		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301146		田中　隼澄		05.アルバイト		-		男性 ダンセイ		-		エンジニア		-						テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		08.テクノロジカルマーケティング部データプラットフォームグループ		3/18/20						東京		在籍		その他		コーポレート

		301147		白石　愛子		05.アルバイト		-		女性 ジョセイ		-		CS		-								JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		4/1/20						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301148		鈴木　裕美		08.業務委託 ギョウム イタク		-		女性 ジョセイ		-		エンジニア		-								JS-直 チョク		JS-直 チョク		JS-直 チョク		JS-直 チョク		JS-直 チョク		JS-直 チョク		JS-直 チョク		JS-直 チョク		JS-直 チョク		01.アルバイト事業部		4/1/20						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301149		吉本　和弘		08.業務委託 ギョウム イタク		-		男性 ダンセイ		-		エンジニア		-								JS-開発 カイハツ		JS-開発 カイハツ		JS-開発 カイハツ		JS-開発 カイハツ		JS-開発 カイハツ		JS-開発 カイハツ		JS-開発 カイハツ		JS-開発 カイハツ		JS-開発 カイハツ		01.アルバイト事業部開発グループ		4/1/20						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301150		大嶋　雅好		08.業務委託 ギョウム イタク		-		男性 ダンセイ		-		エンジニア		-								JS-開発 カイハツ		JS-開発 カイハツ		JS-開発 カイハツ		JS-開発 カイハツ		JS-開発 カイハツ		JS-開発 カイハツ		JS-開発 カイハツ		JS-開発 カイハツ		JS-開発 カイハツ		01.アルバイト事業部開発グループ		4/1/20						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301151		竹内　真理子		08.業務委託 ギョウム イタク		-		女性 ジョセイ		-		エンジニア		-								TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア										4/1/20		9/25/20				東京		退職		その他

		301152		添田　生佳		05.アルバイト		-		女性 ジョセイ		-		CS		-								JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		4/8/20						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301153		橋本　栞 ハシモト シオリ		05.アルバイト		-		女性 ジョセイ		-		CS		-								宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		宮崎-JS		05.宮崎ユニットアルバイト事業サポートグループ		4/15/20						宮崎		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301154		橋本　怜資		08.業務委託 ギョウム イタク		-		男性 ダンセイ		-		エンジニア		-								TK-メディア第一 ダイイチ		TK-メディア第一 ダイイチ		TK-メディア第一 ダイイチ		TK-メディア第一 ダイイチ		TK-メディア第一 ダイイチ		TK-メディア第一 ダイイチ		TK-メディア第一 ダイイチ		TK-メディア第一 ダイイチ		TK-メディア第一 ダイイチ		02.転職会議事業部メディア開発第一グループ		4/15/20		12/24/20				東京		退職		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301155		藤本　嵩		05.アルバイト		-		男性 ダンセイ		-		CS		-										JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		5/7/20						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301156		佐藤　美優		08.業務委託 ギョウム イタク		-		女性 ジョセイ		-		コーポレート		-								人事-採用		人事-採用		人事-採用		人事-採用		人事-採用		人事-採用		人事-採用		人事-採用		人事-採用		12.人事部採用グループ		4/29/20						東京		在籍		その他		コーポレート

		301157		峰久　泰義		08.業務委託 ギョウム イタク		-		男性 ダンセイ		-		コーポレート		-										人事-採用		人事-採用		人事-採用		人事-採用		人事-採用		人事-採用		人事-採用		人事-採用		12.人事部採用グループ		5/7/20						東京		在籍		その他		コーポレート

		301158		山本　啓朗		08.業務委託 ギョウム イタク		-		男性 ダンセイ		-		エンジニア		-										TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		TN-メディア		03.転職ナビ事業部メディアグループ		5/7/20						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301159		吉村　弘幸		08.業務委託 ギョウム イタク		-		男性 ダンセイ		-		コーポレート		-										人事-採用		人事-採用		人事-企画広報 ジンジ キカク コウホウ		人事-企画広報 ジンジ キカク コウホウ		人事-企画広報 ジンジ キカク コウホウ		人事-企画広報 ジンジ キカク コウホウ		人事-企画広報 ジンジ キカク コウホウ						5/7/20		11/6/20				東京		退職		その他

		301160			菅原　雛子		05.アルバイト		-		女性 ジョセイ		-		CS		-										JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE		01.アルバイト事業部オペレーショナルエクセレンスグループ		5/13/20						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301161		的井　範華		08.業務委託 ギョウム イタク		-		男性 ダンセイ		-		エンジニア		-										社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ		社長-直 シャチョウ								5/11/20		10/7/20				東京		退職		その他

		301162		角森　裕行		08.業務委託 ギョウム イタク		-		男性 ダンセイ		-		デザイナー		-										TK-企画		TK-企画		TK-企画		TK-企画		新規-P シンキ		新規-P シンキ		新規-P シンキ		新規-P シンキ		09.新規事業部プランニンググループ		5/20/20						東京		在籍		その他		新規事業 シンキジギョウ

		301163		飯田　琢矢		05.アルバイト		-		男性 ダンセイ		-		エンジニア		-												テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		テクマ-DP		08.テクノロジカルマーケティング部データプラットフォームグループ		6/18/20						東京		在籍		その他		コーポレート

		301164		六反　孝幸		08.業務委託 ギョウム イタク		-		男性 ダンセイ		-		企画		-												JS-直 チョク		JS-直 チョク		JS-直 チョク		JS-直 チョク		JS-直 チョク		JS-直 チョク		JS-直 チョク		01.アルバイト事業部		6/17/20						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301165		向井　咲人		08.業務委託 ギョウム イタク		-		男性 ダンセイ		-		エンジニア		-												TK-メディア第一 ダイイチ		TK-メディア第一 ダイイチ		TK-メディア第一 ダイイチ		TK-メディア第一 ダイイチ		TK-メディア第一 ダイイチ		TK-メディア第一 ダイイチ		TK-メディア第一 ダイイチ		02.転職会議事業部メディア開発第一グループ		6/24/20						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301166		下川原　美奈		04.契約社員		-		女性 ジョセイ		-		コーポレート		-																人事-総務労務 ジンジ ソウム ロウム		人事-総務労務 ジンジ ソウム ロウム		人事-総務労務 ジンジ ソウム ロウム		人事-総務労務 ジンジ ソウム ロウム		人事-総務労務 ジンジ ソウム ロウム		12.人事部総務・労務グループ		8/1/20						東京		在籍		その他		コーポレート

		301167		田中　秀明 タナカ ヒデアキ		08.業務委託 ギョウム イタク		-		男性 ダンセイ		-		エンジニア		-																		新規-E シンキ		新規-E シンキ		新規-E シンキ						9/1/20		11/13/20				東京		退職		その他

		301168		池田　将之		08.業務委託 ギョウム イタク		-		男性 ダンセイ		-		コーポレート		-																		人事-企画広報 ジンジ キカク コウホウ		人事-企画広報 ジンジ キカク コウホウ		人事-企画広報 ジンジ キカク コウホウ		人事-企画広報 ジンジ キカク コウホウ		12.人事部人事企画・広報グループ		9/7/20		12/31/20				東京		在籍		その他		コーポレート

		301169		村野　真軌		08.業務委託 ギョウム イタク		-		男性 ダンセイ		-		エンジニア		-																		JS-開発 カイハツ		JS-開発 カイハツ		JS-開発 カイハツ		JS-開発 カイハツ		01.アルバイト事業部開発グループ		9/23/20		12/25/20				東京		退職		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301170		尾城　啓大		08.業務委託 ギョウム イタク		-		男性 ダンセイ		-		エンジニア		-																				TK-メディア第一 ダイイチ		TK-メディア第一 ダイイチ		TK-メディア第一 ダイイチ		02.転職会議事業部メディア開発第一グループ		10/1/20						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301171		平野　陽一朗		08.業務委託 ギョウム イタク		-		男性 ダンセイ		-		エンジニア		-																				TK-メディア第二 ダイニ		TK-メディア第二 ダイニ		TK-メディア第二 ダイニ		02.転職会議事業部メディア開発第二グループ		10/1/20						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301172		及川　昭彦		08.業務委託 ギョウム イタク		-		男性 ダンセイ		-		エンジニア		-																				新規-E シンキ		新規-E シンキ		新規-E シンキ		09.新規事業部エンジニアリンググループ		10/21/20						東京		在籍		その他		新規事業 シンキジギョウ

		301173		前田　宇享		08.業務委託 ギョウム イタク		-		男性 ダンセイ		-			エンジニア		-																						MATCH		MATCH		18.マッチングプロジェクト		11/1/20						東京		在籍		その他		新規事業 シンキジギョウ

		301174		河原　礼奈		06.インターン		-		女性 ジョセイ		-		企画 キカク		-																						JS-直 チョク		JS-直 チョク		01.アルバイト事業部		11/11/20						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301175		柏崎　瑠生		08.業務委託 ギョウム イタク		-		男性 ダンセイ		-		コーポレート		-																						人事-企画広報 ジンジ キカク コウホウ		人事-企画広報 ジンジ キカク コウホウ		12.人事部人事企画・広報グループ		11/4/20						東京		在籍		その他		コーポレート

		301176		茂木　優貴		08.業務委託 ギョウム イタク		-		男性 ダンセイ		-			エンジニア		-																						MATCH		MATCH		18.マッチングプロジェクト		11/16/20						東京		在籍		その他		新規事業 シンキジギョウ

		301177		高津　幸矢		08.業務委託 ギョウム イタク		-		男性 ダンセイ		-		コーポレート		-																						人事-企画広報 ジンジ キカク コウホウ		人事-企画広報 ジンジ キカク コウホウ		12.人事部人事企画・広報グループ		11/4/20						東京		在籍		その他		コーポレート

		301178		浜田　隆成		08.業務委託 ギョウム イタク		-		男性 ダンセイ		-			エンジニア																										TK-メディア第一 ダイイチ		02.転職会議事業部メディア開発第一グループ		12/9/20						東京		在籍		その他		既存事業 キゾン ジギョウ

		301179		有吉　潤一郎		08.業務委託 ギョウム イタク		-		男性 ダンセイ		-		コーポレート		-																								人事-企画広報 ジンジ キカク コウホウ		12.人事部人事企画・広報グループ		12/7/20						東京		在籍		その他		コーポレート

		301180		東恩納　寛規		08.業務委託 ギョウム イタク		-		男性 ダンセイ		-		コーポレート		-																								人事-企画広報 ジンジ キカク コウホウ		12.人事部人事企画・広報グループ		12/7/20						東京		在籍		その他		コーポレート

		301181		黒川　広祐 		08.業務委託 ギョウム イタク		-		男性 ダンセイ		-		コーポレート		-																								人事-企画広報 ジンジ キカク コウホウ		12.人事部人事企画・広報グループ		12/7/20						東京		在籍		その他		コーポレート

		301182		義村　遼		08.業務委託 ギョウム イタク		-		男性 ダンセイ		-		コーポレート		-																								人事-企画広報 ジンジ キカク コウホウ		12.人事部人事企画・広報グループ		12/7/20						東京		在籍		その他		コーポレート

		301183		有須　元紀		06.インターン		-		男性 ダンセイ		-		企画 キカク		-																												1/6/21						東京		在籍		その他

		410055		首藤　梓		07.派遣社員 ハケンシャイン		-		女性 ジョセイ		-		CS		-		JS-OE		JS-OE		JS-OE		JS-OE																				2/19/14		4/30/20				東京		退職		その他

		888888		エイアイエムコンサルティング株式会社		08.業務委託		-		男性 ダンセイ		-		エンジニア		-		CTS		CTS		CTS		CTS		CTS		CTS		CTS		CTS		CTS		CTS		CTS		CTS		11.コーポレートテクノロジーソリューション室		9/1/19				2020/4/1よりエイアイエムコンサルティング株式会社1アカウントして管理（301080・301081を退職処理しこちらにて一元化） カンリ タイショク ショリ イチゲン カ		東京		在籍		その他		コーポレート





PL base(累計_分析用)

		P/L（累計ベース） ルイケイ

		科目名 カモクメイ						備考 ビコウ		ｺｰﾄﾞ				FY2011								FY2012								FY2013								FY2014								FY2015								FY2016								FY2017								FY2018								FY2019								FY2020										売上高
構成比 ウリアゲダカ コウセイヒ		YoY

														1Q11		2Q11		3Q11		4Q11		1Q12		2Q12		3Q12		4Q12		1Q13		2Q13		3Q13		4Q13		1Q14		2Q14		3Q14		4Q14		1Q15		2Q15		3Q15		4Q15		1Q16		2Q16		3Q16		4Q16		1Q17		2Q17		3Q17		4Q17		1Q18		2Q18		3Q18		4Q18		1Q19		2Q19		3Q19		4Q19		1Q20		2Q20		3Q20		4Q20						±		%						IR用コメント ヨウ

		売上高 ウリアゲダカ								2010000000		●		197,245,821		489,235,817		796,892,047		1,134,497,448		425,117,868		1,023,240,614		1,593,837,730		2,264,042,635		856,469,356		2,101,911,802		3,189,223,099		4,256,153,056		987,730,726		2,128,716,821		3,230,616,187		4,279,510,445		1,034,020,680		2,298,898,262		3,624,806,367		5,069,357,909		1,284,153,585		2,661,820,876		4,003,276,949		5,366,573,408		1,394,442,608		3,108,634,636		4,739,371,565		6,350,770,682		1,744,237,575		3,520,119,279		5,224,676,164		6,791,913,012		1,531,190,133		3,160,534,945		4,708,969,896		6,189,832,155		1,350,989,919		2,354,328,921		3,237,349,857		ERROR:#REF!		●		-		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		●

						ﾏｯﾊﾊﾞｲﾄ				-				116,763,282		308,190,818		497,851,144		696,402,634		216,145,019		536,928,463		833,054,380		1,198,901,164		417,196,779		1,111,889,555		1,712,383,610		2,253,147,038		475,179,088		1,076,132,290		1,649,134,613		2,231,313,104		543,602,326		1,214,869,049		1,805,565,700		2,487,577,771		509,014,213		1,121,526,832		1,673,009,877		2,229,329,929		477,735,313		1,118,509,266		1,672,433,618		2,219,421,371		490,862,076		1,109,091,578		1,671,220,782		2,208,552,131		501,712,668		1,193,172,578		1,917,898,552		2,641,992,151		761,704,495		1,255,078,472		1,768,774,087		2,283,127,295				ERROR:#REF!		(358,864,856)		-13.6%				セグメント資料より シリョウ

						転職ﾅﾋﾞ テンショク				-				34,834,894		79,270,288		131,089,628		190,018,810		78,128,118		214,754,756		349,056,915		510,133,403		210,634,660		553,229,947		855,885,877		1,177,781,777		260,746,954		597,493,116		925,832,024		1,200,418,265		264,331,305		603,363,738		939,341,519		1,291,940,005		306,238,755		664,191,089		1,007,321,393		1,332,000,243		297,043,161		691,452,569		1,038,841,199		1,427,679,936		358,311,506		751,798,509		1,088,004,382		1,441,045,135		290,904,292		608,964,508		864,099,998		1,123,244,452		200,413,533		398,798,650		533,113,424		653,862,501				ERROR:#REF!		(469,381,951)		-41.8%				セグメント資料より シリョウ

						ｼﾞｮﾌﾞｾﾝｽ派遣				-				24,036,850		52,913,650		84,242,899		118,348,099		41,906,000		94,105,100		143,255,100		191,422,600		54,451,300		109,511,400		159,375,500		206,888,800		51,182,500		108,436,000		157,867,700		204,010,300		43,442,478		82,420,278		116,404,778		142,032,278		21,456,800		44,315,000		65,373,300		82,088,300		15,967,100		30,600,000		42,418,600		51,756,600		8,274,800		16,075,000		22,456,200		27,738,400		5,245,800		10,116,400		15,319,500		18,803,900		4,695,200		8,422,600		11,172,500		13,307,900				ERROR:#REF!		(5,496,000)		-29.2%				セグメント資料より シリョウ

						転職会議				-				958,974		4,077,691		7,798,974		10,747,855		7,832,537		21,579,815		38,009,827		53,673,865		25,680,220		58,386,223		99,433,889		144,397,412		56,374,809		127,425,323		208,707,681		292,674,621		94,356,867		235,805,203		422,785,842		624,458,191		212,564,164		419,121,733		631,211,842		861,647,188		227,680,348		516,722,565		800,080,431		1,070,673,597		316,723,524		618,138,498		924,155,017		1,209,720,300		254,746,988		507,067,115		749,285,175		985,257,586		210,311,049		358,016,045		506,312,594		631,217,874				ERROR:#REF!		(354,039,712)		-35.9%				セグメント資料より シリョウ		1,439,337,966		510,703,524		-0.6451816487

						転職ﾄﾞﾗﾌﾄ テンショク		2018/1Qより前期組替 ゼンキ クミカエ		-																																												0		2,000,000		15,960,000		30,929,277		24,980,000		53,960,000		81,470,000		117,870,000		59,200,000		103,750,000		175,150,000		254,150,000		72,201,430		159,901,430		218,502,370		269,291,462		48,700,000		107,400,000		155,200,000		197,250,000				ERROR:#REF!		(72,041,462)		-26.8%				セグメント資料より シリョウ				510703524

						就活会議 シュウカツ カイギ				-																																								750,000		8,442,000		3,133,000		4,401,989		18,691,893		37,989,896		53,541,940		97,349,725		135,814,026		173,285,481		62,624,367		123,576,047		141,091,923		165,967,687		91,126,489		163,150,366		185,288,210		217,007,892		69,967,161		131,693,759		131,843,759		131,843,759				ERROR:#REF!		(85,164,133)		-39.2%				セグメント資料より シリョウ

						ﾘﾌﾞｾﾝｽｺﾈｸﾄ		セグメント間の連結調整含む カン レンケツ チョウセイ フク																																																														(300,000)		(900,000)		(1,700,000)		(2,300,009)		(199,997)		(199,994)		(199,991)		(199,990)		0		0		0		0				ERROR:#REF!		199,990		-100.0%				セグメント資料より シリョウ

						door賃貸 チンタイ				-				15,516,300		35,838,000		61,005,800		93,165,800		69,093,200		122,563,100		180,603,300		245,959,100		133,766,800		246,700,600		334,170,200		440,241,400		125,043,000		194,966,000		259,964,500		317,125,499		82,237,054		146,459,361		194,241,014		249,684,682		89,773,138		128,342,631		173,437,233		220,677,225		109,329,176		198,401,463		325,937,013		450,878,563		209,033,800		350,505,900		551,062,050		766,410,050		256,872,515		413,166,900		604,934,700		730,347,571		0		0		0		0				ERROR:#REF!		(730,347,571)		-100.0%				セグメント資料より シリョウ

						IESHIL				-																																												78,353		1,579,341		6,233,161		15,171,785		11,767,410		32,010,785		68,923,286		92,260,787		24,962,311		47,046,842		73,584,707		108,707,504		34,390,401		61,240,081		86,993,359		113,670,256		29,620,638		54,196,928		79,606,399		104,884,766				ERROR:#REF!		(8,785,490)		-7.7%				セグメント資料より シリョウ

						ﾌｨﾙﾗｲﾌ		セグメント間の連結調整含む カン レンケツ チョウセイ フク																																																														8,232,399		17,294,720		31,026,914		43,378,887		20,923,393		37,753,353		57,728,012		78,496,630		23,026,848		35,621,472		43,826,099		53,516,104				ERROR:#REF!		(24,980,526)		-31.8%				セグメント資料より シリョウ

						waja				-																																								115,598,227		218,446,460		119,622,212		227,382,750		329,127,864		439,443,906		135,641,327		284,362,422		444,949,349		577,112,814		153,164,725		288,889,536		416,316,104		416,316,104		0		0		0		0		0		0		0		0				ERROR:#REF!		0		ERROR:#DIV/0!				セグメント資料より シリョウ

						新規事業 シンキ ジギョウ		20191Qから「その他」を「新規事業」と「その他」に分けて集計 ワ シュウケイ		-																																																																				497,154		574,208		633,011		677,245		995		995		995		995				ERROR:#REF!		(676,250)		-99.9%				セグメント資料より シリョウ

						その他 タ		20191Qから「その他」を「新規事業」と「その他」に分けて集計 ワ シュウケイ		-				5,135,521		8,945,370		14,903,602		25,814,250		12,012,994		33,309,380		49,858,208		63,952,503		14,739,597		22,194,077		27,974,023		33,696,629		19,204,375		24,264,092		29,109,669		33,968,656		6,050,650		15,980,633		30,119,287		47,276,522		22,272,950		48,959,511		82,910,386		117,295,659		40,756,833		85,265,841		128,504,043		169,831,533		53,148,067		94,852,649		132,308,085		152,226,823		2,769,000		5,628,000		8,487,000		11,243,000		2,550,000		5,100,000		7,500,000		9,900,000				ERROR:#REF!		(1,343,000)		-11.9%				セグメント資料より シリョウ

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ								2020000000		●		30,043,576		72,747,140		115,543,139		161,785,370		48,698,332		122,004,901		181,242,317		244,382,048		71,642,038		177,941,052		272,524,234		359,940,044		74,131,801		151,962,363		226,609,593		303,447,587		74,929,351		163,543,063		293,268,513		433,090,636		132,377,675		264,019,805		386,126,711		507,929,473		139,602,843		306,384,568		456,984,212		594,205,456		164,168,881		346,375,659		540,727,026		685,870,825		123,084,820		247,809,803		387,868,167		506,647,211		125,620,428		225,240,680		323,376,616		ERROR:#REF!		●		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		●

				労務費 ロウムヒ				人件費等合計 ジンケンヒトウ ゴウケイ		-				1,722,060		3,518,070		5,318,051		7,186,724		1,868,673		4,788,268		8,215,747		11,790,883		6,771,954		14,405,504		24,478,866		34,971,349		8,215,438		17,530,108		28,141,490		38,260,438		9,377,315		16,559,984		26,319,557		37,701,685		11,040,551		21,699,530		33,830,246		42,683,744		8,772,290		21,181,454		33,843,921		44,809,824		10,970,794		20,130,516		31,633,034		41,295,113		13,892,234		26,581,187		41,094,302		55,897,686		13,958,543		29,216,040		42,956,169		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						給料手当		人件費 ジンケン		2020200000																																												8,109,749		17,244,856		27,221,109		34,826,657		7,071,448		17,280,010		27,857,057		37,213,364		8,807,908		16,162,521		25,708,205		33,353,589		11,366,015		21,610,125		32,846,708		44,713,908		11,294,017		23,135,822		34,264,466		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						雑給		人件費 ジンケン		2020210000																																												114,584		114,584		114,584		114,584		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						賞与		人件費 ジンケン		2020300000																																												0		0		1,371,648		1,371,648		(48,800)		(48,800)		1,128,556		1,128,556		0		0		1,247,500		1,247,500		(62,100)		(62,100)		2,066,950		2,066,950		(67,020)		160,980		2,168,184		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						賞与引当金繰入額		人件費 ジンケン		2020400000																																												1,396,698		1,614,298		917,125		1,035,650		675,428		1,330,581		699,872		1,001,550		805,260		1,474,000		821,700		1,643,400		861,025		1,722,050		1,103,506		2,217,325		1,030,178		2,293,137		1,027,001		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						法定福利費		人件費 ジンケン		2020500000																																												1,419,520		2,725,792		4,205,780		5,335,205		1,074,214		2,619,663		4,158,436		5,466,354		1,357,626		2,493,995		3,855,629		5,050,624		1,727,294		3,311,112		5,077,138		6,899,503		1,701,368		3,626,101		5,496,518		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						ｼｽﾃﾑ維持費		その他 タ		2020600000				3,135,492		6,301,484		9,441,717		12,879,068		3,546,283		6,966,619		11,459,608		16,477,368		5,145,381		13,082,314		24,420,786		33,028,232		8,292,836		17,531,985		27,308,772		37,786,688		10,941,640		22,468,727		34,892,220		45,817,093		10,692,762		22,436,921		38,719,419		56,132,168		20,401,261		44,760,617		67,056,876		89,568,514		24,531,986		52,128,527		79,045,626		112,390,697		27,842,102		56,454,409		84,810,885		110,195,681		21,613,317		44,127,450		65,153,572		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						採用祝い金		その他 タ		-				16,515,000		42,610,500		67,921,000		96,076,500		31,444,000		81,136,000		119,076,000		160,983,000		46,550,500		121,758,000		179,191,000		233,001,500		39,473,000		86,592,000		128,329,000		171,364,500		40,382,500		92,015,000		139,296,500		189,409,500		34,381,000		71,341,000		102,352,000		132,010,000		26,039,500		60,236,500		69,951,000		79,270,500		9,285,000		19,970,500		28,513,000		35,084,000		6,252,500		13,943,500		20,914,500		28,252,000		5,149,500		10,548,500		14,379,000		17,468,500				ERROR:#REF!		(10,783,500)		-38.2%				原価_yymm時点より

						入居祝い金 ニュウキョ イワ キン		その他 タ		-				34,000		146,000		313,000		406,000		145,000		303,000		423,000		566,000		280,000		1,025,000		2,575,000		3,895,000		1,295,000		2,220,000		2,730,000		3,195,000		1,210,000		5,715,000		8,305,000		10,060,000		2,925,000		4,540,000		5,746,000		7,531,000		2,845,000		7,420,000		10,735,000		13,480,000		3,240,000		6,600,000		9,375,000		14,545,000		5,320,000		10,370,000		14,155,000		18,565,000		650,000		650,000		650,000		650,000				ERROR:#REF!		(17,915,000)		-96.5%				原価_yymm時点より

						ｱｿｼｴｲﾄ報酬		その他 タ		2020800000				6,120,471		15,510,602		24,957,551		33,562,751		7,949,340		19,114,159		26,893,479		34,763,170		4,680,238		11,290,461		15,399,094		18,869,966		2,656,070		5,729,667		8,677,226		12,643,336		6,278,802		14,001,868		21,318,274		41,595,922		21,332,216		37,208,229		53,339,809		68,989,872		17,522,860		37,683,950		62,861,622		92,374,857		47,501,010		117,945,669		207,806,218		285,629,765		63,174,980		127,041,167		205,495,270		264,440,650		77,047,257		125,999,938		178,100,187		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						ﾄﾞﾒｲﾝ取得		その他 ホカ		2020900000				534,089		608,490		1,202,807		2,999,923		2,108,887		6,146,861		8,991,778		10,680,466		1,919,830		2,280,717		2,343,290		2,373,291		2,573		2,573		554,412		719,380		173,942		175,850		175,850		175,850		0		0		0		0		3,730		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						ｿﾌﾄｳｴｱ償却		その他 ホカ		-				297,456		594,912		964,092		1,357,189		369,180		786,916		1,228,930		1,670,959		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				ERROR:#REF!		0		ERROR:#DIV/0!

						ｲﾍﾞﾝﾄ運営費 ウンエイヒ		その他 ホカ		2021700000																																0		0		0		0		0		865,403		1,099,174		1,345,499		1,751,100		1,751,100		0		0		4,603,902		4,603,902		0		0		0		375,000		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						支払手数料 シハラ テスウリョウ		その他 タ		2022000000																																																				2,160,000		6,020,000		10,070,000		14,120,000		2,250,000		4,500,000		6,810,000		9,120,000		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						減価償却費		減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		2021300000				1,358,577		2,717,154		4,075,731		5,503,030		773,697		1,547,394		2,485,839		3,642,470		1,920,445		6,395,841		12,078,625		17,784,695		4,156,456		9,088,700		14,020,929		18,971,135		3,505,258		7,157,588		12,064,610		18,210,668		7,079,360		16,790,817		26,327,070		35,976,590		9,336,916		17,407,514		25,453,796		33,500,113		4,777,853		9,424,953		13,810,442		18,195,975		3,543,164		7,383,958		11,939,577		16,495,215		3,993,113		7,946,253		11,738,511		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						仕入れ シイ		waja		2020100000																																								33,986,052		62,209,086		34,551,822		70,563,599		97,123,066		127,937,469		44,465,525		92,105,476		141,393,477		181,710,362		49,987,887		95,828,102		135,721,489		135,721,489		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						商品評価損		waja		2021000000																																								561,655		552,942		1,392,025		1,696,096		2,268,413		5,882,159		887,352		1,910,046		2,871,928		3,709,236		987,255		1,427,881		1,531,895		1,531,895		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						輸入諸掛		waja		2021100000																																								6,487,482		12,349,182		6,829,100		13,053,177		19,649,477		26,141,957		7,411,900		15,026,380		22,986,980		29,386,980		8,219,500		14,457,700		21,177,000		21,177,000		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						期首商品棚卸高		waja+Live		2021800000																																												4,620,935		10,059,218		15,567,761		21,543,651		10,167,324		10,167,324		10,167,324		10,167,324		12,354,779		12,354,779		12,354,779		15,110,051		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						期末商品棚卸高		waja+Live		2021900000																																												(6,830,308)		(12,642,922)		(19,191,129)		(29,292,983)		(12,309,039)		(12,245,421)		(12,437,091)		(12,322,283)		(12,376,967)		(13,192,352)		(14,706,628)		(14,706,628)		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				（間接費からの配賦内訳） カンセツ ヒ ハイフ ウチワケ						-																																																																																						ERROR:#REF!		0		ERROR:#DIV/0!

						福利厚生費		その他 ホカ		-				13,064		26,427		43,998		67,762		21,376		55,922		109,304		166,376		98,685		226,330		381,862		589,054		94,585		206,947		311,569		459,973		85,042		141,722		221,287		297,391		13,355		13,355		13,355		13,355		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				ERROR:#REF!		0		ERROR:#DIV/0!

						通勤交通費		人件費 ジンケン		-				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				ERROR:#REF!		0		ERROR:#DIV/0!

						消耗品費		その他 ホカ		-				30,551		85,625		271,688		318,988		57,473		141,167		246,757		330,655		1,113,890		1,625,395		2,374,339		2,973,367		481,788		1,068,855		1,402,767		1,755,051		315,942		500,338		1,065,643		1,196,563		111,728		111,728		111,728		111,728		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				ERROR:#REF!		0		ERROR:#DIV/0!

						地代・家賃		その他 ホカ		-				100,595		162,585		332,035		487,032		136,040		338,140		578,386		988,640		1,316,220		2,328,040		3,534,046		4,726,132		796,284		1,618,150		2,530,144		3,390,166		726,334		1,231,614		2,201,802		3,396,978		873,361		1,689,321		2,540,878		3,201,937		605,977		1,477,174		2,305,816		3,049,653		706,339		1,242,169		1,692,316		2,413,165		816,571		1,551,748		2,356,703		3,226,642		767,232		1,587,493		2,453,337		3,198,060				ERROR:#REF!		(28,582)		-0.9%				原価_yymm時点より

						賃借料		その他 ホカ		-				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				ERROR:#REF!		0		ERROR:#DIV/0!

						保険料		その他 ホカ		-				957		1,823		2,565		3,280		2,229		10,404		19,258		28,736		19,000		36,380		56,030		74,336		12,982		26,053		40,003		51,931		15,030		21,254		30,394		40,810		9,146		9,146		9,146		9,146		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				ERROR:#REF!		0		ERROR:#DIV/0!

						修繕費		その他 ホカ		-				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				ERROR:#REF!		0		ERROR:#DIV/0!

						人材募集費		その他 ホカ		-				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				ERROR:#REF!		0		ERROR:#DIV/0!

						租税公課		その他 ホカ		-				5,957		23,679		27,877		33,351		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				ERROR:#REF!		0		ERROR:#DIV/0!

						減価償却費 配賦 ハイフ		減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		-				29,058		90,712		121,029		158,453		27,909		71,491		331,189		573,081		262,375		489,595		874,717		1,167,511		182,248		384,079		618,811		842,503		160,476		273,816		618,929		932,841		223,667		442,075		682,378		871,752		282,148		593,728		702,043		786,399		70,366		143,436		235,524		320,862		90,503		177,828		265,136		364,018		83,958		180,922		398,244		454,286				ERROR:#REF!		90,268		24.8%				原価_yymm時点より

						貸倒引当金繰入額		その他 ホカ		-				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				ERROR:#REF!		0		ERROR:#DIV/0!

						旅費交通費		その他 ホカ		-				2,665		6,296		10,304		13,739		3,058		9,633		16,187		30,419		32,310		76,370		128,018		165,242		30,839		73,915		82,483		126,583		27,402		57,178		85,592		124,552		25,944		25,944		25,944		25,944		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				ERROR:#REF!		0		ERROR:#DIV/0!

						通信費		その他 ホカ		-				29,741		62,802		94,315		124,405		37,559		90,992		152,318		223,082		156,485		306,250		529,444		814,396		150,356		351,188		557,852		758,288		138,494		255,282		452,403		749,427		199,504		199,504		199,504		199,504		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				ERROR:#REF!		0		ERROR:#DIV/0!

						水道光熱費		その他 ホカ		-				13,014		21,622		43,219		55,661		13,197		33,734		63,866		85,774		61,785		111,120		203,892		288,168		52,512		102,095		177,509		240,785		54,978		97,798		190,603		280,243		56,595		105,692		171,548		215,402		37,799		91,996		156,437		207,377		50,475		86,650		146,446		182,970		59,220		107,365		172,073		229,032		47,436		84,469		132,685		172,473				ERROR:#REF!		(56,559)		-24.7%				原価_yymm時点より

						支払手数料 配賦 ハイフ		その他 ホカ		-				97,054		245,453		385,173		529,570		162,216		413,487		881,673		1,295,789		1,189,740		2,275,210		3,540,736		4,694,494		1,387,967		2,494,073		4,141,337		5,862,479		1,468,516		2,777,240		4,882,038		6,988,758		1,724,569		3,305,707		4,862,829		5,967,809		972,300		2,547,830		4,261,180		5,782,698		1,612,604		3,327,129		5,580,885		7,484,471		2,093,546		4,198,641		6,664,721		8,981,287		2,310,072		4,899,615		7,414,911		9,939,426				ERROR:#REF!		958,139		10.7%				原価_yymm時点より

						広告宣伝費		広告宣伝費 コウコクセンデンヒ		-				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				ERROR:#REF!		0		ERROR:#DIV/0!

						交際費		その他 ホカ		-				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				ERROR:#REF!		0		ERROR:#DIV/0!

						図書費		その他 ホカ		-				2,730		5,379		6,473		9,246		2,148		6,062		10,416		15,016		13,835		23,695		37,909		49,639		10,218		16,920		25,320		35,646		9,510		11,810		16,881		20,897		6,888		6,888		6,888		6,888		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				ERROR:#REF!		0		ERROR:#DIV/0!

						研修費		その他 ホカ		-				553		2,559		4,300		5,341		405		5,278		14,846		23,476		28,030		75,935		229,865		300,191		46,977		90,671		114,923		131,453		9,172		23,888		32,137		42,865		2,644		2,644		2,644		2,644		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				ERROR:#REF!		0		ERROR:#DIV/0!

						研究開発費		その他 ホカ		-				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				ERROR:#REF!		0		ERROR:#DIV/0!

						諸会費		その他 ホカ		-				380		4,713		5,912		6,814		1,925		7,403		8,993		10,535		3,245		10,445		17,603		22,589		3,392		9,884		11,696		13,406		3,260		6,784		10,027		16,379		3,836		3,836		3,836		3,836		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				ERROR:#REF!		0		ERROR:#DIV/0!

						会議費		その他 ホカ		-				112		253		302		543		27,737		31,971		34,743		36,153		78,090		118,450		129,112		150,892		63,599		97,819		106,669		112,165		45,738		50,322		53,577		55,601		12,801		12,801		12,801		12,801		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				ERROR:#REF!		0		ERROR:#DIV/0!

				経費計 ケイヒ ケイ						-				28,321,516		69,229,070		110,225,088		154,598,646		46,829,659		117,216,633		173,026,570		232,591,165		64,870,084		163,535,548		248,045,368		324,968,695		59,189,682		127,705,574		191,741,422		262,077,758		65,552,036		146,983,079		225,913,767		320,277,741		80,773,550		159,591,107		236,878,877		313,033,476		80,207,491		178,239,309		258,157,672		336,744,013		94,025,633		215,369,033		353,015,457		485,741,905		109,192,586		221,228,616		346,773,865		450,749,525		111,661,885		196,024,640		280,420,447		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ								2030000000		●		167,202,245		416,488,677		681,348,908		972,712,078		376,419,536		901,235,713		1,412,595,413		2,019,660,587		784,827,318		1,923,970,750		2,916,698,865		3,896,213,012		913,598,925		1,976,754,458		3,004,006,594		3,976,062,858		959,091,329		2,135,355,199		3,331,537,854		4,636,267,273		1,151,775,910		2,397,801,071		3,617,150,238		4,858,643,935		1,254,839,765		2,802,250,068		4,282,387,353		5,756,565,226		1,580,068,694		3,173,743,620		4,683,949,138		6,106,042,187		1,408,105,313		2,912,725,142		4,321,101,729		5,683,184,944		1,225,369,491		2,129,088,241		2,913,973,241		ERROR:#REF!		●		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		●

		販売費及び一般管理費								2040000000		●		86,395,894		187,974,308		312,072,647		453,947,583		155,303,680		334,406,514		650,104,421		888,816,303		367,136,502		993,054,319		1,626,767,621		2,311,734,551		776,440,155		1,576,324,012		2,396,329,936		3,341,479,247		1,062,278,825		2,306,859,833		3,571,177,904		4,628,513,002		997,648,815		2,101,192,319		3,215,680,761		4,343,167,754		1,199,959,012		2,585,443,627		4,064,055,351		5,534,441,303		1,501,405,943		3,129,015,926		4,657,786,515		5,983,720,422		1,349,543,594		2,790,900,990		4,287,851,415		5,688,869,122		1,352,657,063		2,532,564,515		3,660,944,966		ERROR:#REF!		●		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		●

				人件費 ジンケンヒ				人件費等合計 ジンケンヒ トウ ゴウケイ		-																				142,153,880		330,185,483		540,104,930		773,427,040		247,603,630		550,153,214		867,716,885		1,202,404,046		374,395,056		816,641,508		1,320,112,275		1,819,655,455		508,809,632		1,009,597,876		1,547,111,915		2,085,165,490		563,734,838		1,171,862,501		1,804,386,026		2,402,951,698		627,652,509		1,255,199,652		1,886,379,541		2,443,415,449		545,051,730		1,084,568,042		1,629,269,063		2,168,664,839		530,619,606		1,090,115,278		1,636,840,674		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						役員報酬		人件費 ジンケン		2040400000				12,660,000		25,320,000		37,980,000		50,640,000		12,660,000		25,320,000		37,980,000		50,640,000		12,660,000		25,320,000		37,980,000		50,640,000		12,660,000		27,120,000		38,180,000		47,390,000		12,510,000		23,670,000		38,320,000		47,217,346		18,757,300		37,793,200		56,829,100		75,897,950		19,035,900		37,005,900		55,035,900		56,985,900		13,980,000		27,960,000		41,940,000		55,920,000		13,980,000		25,560,000		37,140,000		48,720,000		11,580,000		23,160,000		34,740,000		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						給料手当		人件費 ジンケン		2040500000				28,260,000		60,537,183		98,651,836		145,345,832		50,066,798		109,709,345		175,372,341		243,780,790		69,997,850		165,229,034		271,656,905		388,521,114		123,653,849		263,078,366		404,257,062		549,700,522		159,083,678		354,148,883		587,163,368		828,713,408		245,260,625		530,741,448		836,316,037		1,142,570,851		324,702,574		688,433,061		1,071,116,286		1,465,254,948		391,234,020		797,110,694		1,209,239,507		1,562,863,414		349,868,314		693,956,308		1,037,954,168		1,375,939,333		343,410,417		695,385,649		1,058,466,984		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						雑給		人件費 ジンケン		2040600000				6,052,658		13,173,564		23,387,036		34,219,635		14,249,465		29,915,750		48,345,859		68,643,141		25,492,502		55,539,759		86,398,427		122,742,366		42,314,830		106,795,917		183,058,691		267,280,452		86,493,985		185,013,035		294,805,042		406,633,363		104,557,194		211,235,169		321,005,188		426,737,048		98,357,440		198,301,410		298,106,406		391,474,379		86,579,365		170,156,470		254,590,911		329,233,292		70,146,029		146,335,373		224,177,617		306,908,239		76,531,683		154,541,410		232,110,717		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						人材派遣費		その他 タ		2040900000				683,201		683,201		683,201		683,201		1,928,747		6,760,555		14,059,437		23,938,873		11,911,055		35,172,882		65,592,567		95,261,467		23,914,107		52,441,429		86,751,922		122,746,753		49,227,619		114,594,249		174,991,713		222,733,066		30,773,254		41,464,904		50,361,072		58,406,106		8,294,148		18,889,117		31,274,125		42,487,836		8,960,316		22,946,572		32,938,727		40,891,849		5,964,497		12,588,755		18,209,914		19,980,027		1,565,701		2,705,514		2,705,514		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						法定福利費		人件費 ジンケン		2041100000				5,139,127		11,062,735		18,306,884		26,796,171		9,547,528		20,178,798		32,442,185		45,124,002		14,002,408		31,104,726		50,339,134		72,347,856		25,515,220		56,563,085		88,620,376		123,272,803		37,748,206		82,070,456		133,531,312		189,268,993		57,333,621		117,071,557		179,707,944		244,209,914		66,065,530		137,932,762		210,828,466		281,457,233		74,239,968		147,747,545		217,957,536		284,225,090		65,956,389		131,341,638		195,348,530		260,273,662		62,898,404		130,378,276		195,637,144		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						福利厚生費		人件費 ジンケン		2041200000				619,363		1,321,461		2,390,685		3,983,743		1,640,850		3,446,515		5,966,641		8,749,905		2,288,670		5,634,879		9,275,355		14,805,661		3,745,117		8,585,832		12,913,462		19,444,385		4,297,410		8,638,132		13,710,309		17,601,416		1,415,104		2,862,367		5,358,744		7,858,763		1,336,449		2,420,834		5,235,287		9,251,547		1,711,611		3,124,477		7,219,672		10,662,858		806,767		1,764,930		4,960,236		7,857,923		814,426		1,205,836		1,631,239		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						通勤交通費		人件費 ジンケン		2041300000				1,078,431		2,317,870		3,777,531		5,340,534		1,917,175		4,268,884		6,633,613		9,073,117		3,270,520		7,122,453		11,269,917		15,694,062		4,920,825		11,672,553		19,198,049		26,891,274		8,163,908		17,748,065		27,948,959		38,672,641		10,597,097		22,122,197		33,514,627		44,816,787		10,696,998		21,759,094		32,904,722		43,583,601		10,498,476		20,775,276		30,741,404		40,328,680		9,218,367		18,448,698		27,556,068		36,117,582		7,994,937		13,486,767		14,404,378		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						株式報酬費用		人件費 ジンケン		2041000000				0		0		0		0		843,625		3,374,500		5,905,375		8,436,250		2,530,875		5,061,750		7,592,625		10,123,500		2,024,700		3,037,050		4,049,400		5,061,750		674,900		674,900		674,900		674,900		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						賞与引当金繰入額		人件費 ジンケン		2040800000																										3,291,014		8,854,982		20,858,982		30,687,923		40,616,107		15,402,100		29,290,538		19,627,580		38,801,230		39,984,945		46,176,542		23,841,933		44,490,801		34,228,292		66,102,816		42,322,011		54,543,431		36,677,791		60,017,081		30,300,599		55,255,931		29,551,843		52,059,666		31,281,083		57,553,476		29,631,096		60,032,309		32,884,148		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						賞与		人件費 ジンケン		2040700000																																				793,250		793,250		29,339,092		29,339,092		130,492		130,492		40,177,270		40,177,270		1,017,507		1,017,507		57,562,823		57,912,823		3,770,962		5,361,537		61,451,185		64,034,335		(440,476)		2,512,674		52,641,447		55,314,597		(3,807,058)		9,219,517		64,260,550		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						人材募集費		その他 タ		2041400000				3,069,744		5,757,744		10,628,544		20,288,298		6,673,684		15,179,686		20,177,688		22,227,022		10,015,775		32,392,150		53,521,234		69,857,331		14,214,670		39,962,670		56,201,421		83,299,121		27,485,766		65,765,740		97,845,436		126,864,991		16,696,332		40,956,315		57,021,066		82,171,846		21,776,240		53,750,171		97,428,583		129,464,210		14,417,622		42,130,773		68,326,304		88,951,759		18,516,431		42,554,499		61,115,058		75,805,426		21,418,211		32,253,016		40,198,505		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						広告宣伝費		広告宣伝費 コウコクセンデンヒ		2040300000				6,224,584		15,263,140		21,600,374		29,832,077		9,383,809		24,768,003		146,927,534		173,574,535		108,738,355		421,099,623		703,729,466		1,004,659,762		349,399,561		629,235,907		917,131,884		1,282,929,845		424,304,813		934,352,482		1,331,929,312		1,573,426,632		205,176,331		522,666,122		818,887,881		1,132,908,016		347,469,724		786,051,488		1,296,574,335		1,847,785,341		559,015,117		1,178,742,047		1,691,601,285		2,148,632,282		535,561,239		1,145,644,007		1,802,151,141		2,366,855,824		523,253,321		865,641,325		1,167,878,014		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						販売促進費		その他 タ		2040100000				1,269,247		3,043,079		4,165,051		4,754,759		1,554,260		2,347,287		2,765,835		6,740,030		1,950,056		10,540,416		25,283,201		51,514,718		26,857,034		74,246,333		114,435,348		154,241,868		55,751,893		98,116,616		130,181,322		163,510,093		24,208,757		40,029,569		60,952,448		80,082,772		14,220,266		21,789,940		28,042,911		36,714,407		3,196,198		5,227,213		6,111,329		7,906,399		2,342,297		3,335,872		4,165,429		4,922,521		0		0		0		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						消耗品費		その他 タ		2042400000				1,454,551		4,372,096		15,360,404		18,562,515		4,401,200		8,988,577		13,937,874		18,026,881		25,496,294		38,913,143		56,643,527		72,436,814		19,379,667		44,033,511		58,120,363		73,634,109		16,301,410		30,272,582		59,718,087		66,482,722		7,384,232		12,232,098		19,436,268		22,856,685		5,187,699		19,603,297		25,311,925		36,955,012		4,013,577		9,696,496		15,320,369		23,661,597		1,708,824		6,575,794		9,590,532		11,871,653		5,122,966		6,679,839		8,135,693		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						地代家賃		その他 タ		2041800000				4,758,171		7,918,827		18,242,091		28,565,343		10,323,252		20,646,504		31,976,904		52,001,540		30,266,521		56,756,243		84,931,460		116,477,663		31,546,203		66,948,624		105,807,084		144,988,023		38,563,416		78,409,823		129,882,689		184,775,126		48,587,707		99,333,930		150,725,819		202,191,683		52,567,939		105,280,615		154,814,788		202,486,892		50,084,134		103,935,413		157,813,984		207,463,273		48,888,382		97,360,309		146,435,160		196,424,236		49,753,686		98,975,994		148,572,463		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						保険料		その他 タ		2042000000				45,252		90,504		135,752		183,308		170,889		588,444		1,006,005		1,467,332		439,463		894,425		1,352,883		1,837,027		508,678		1,066,382		1,668,069		2,192,788		725,191		1,201,424		1,750,130		2,340,807		584,459		1,144,649		1,704,841		2,269,786		751,112		1,402,328		2,047,544		2,707,871		704,117		1,324,030		1,969,903		2,488,698		736,088		1,192,373		1,654,038		2,113,711		547,977		1,103,882		1,551,147		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						租税公課		その他 タ		2042700000				291,000		1,256,750		1,508,650		6,274,430		1,788,700		5,122,900		7,839,300		11,445,612		3,627,700		8,930,488		13,612,467		17,771,001		3,026,400		7,032,150		9,690,262		12,721,857		2,711,600		8,089,777		13,455,546		20,346,789		7,415,093		16,214,030		24,255,056		25,649,494		9,752,850		22,860,297		34,389,596		28,150,861		9,737,109		19,996,294		22,982,591		35,995,809		8,414,956		18,956,222		25,577,368		55,357,488		5,845,291		11,821,116		25,317,060		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						減価償却費		減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		2043300000				1,377,272		4,726,723		6,600,602		9,100,466		2,120,410		4,305,852		16,539,087		28,306,514		6,056,151		12,004,232		21,010,225		28,761,169		7,242,159		15,858,614		25,573,644		35,390,904		8,198,899		16,872,773		33,556,302		48,370,043		13,058,516		26,666,096		40,483,297		54,718,010		28,213,674		55,653,489		65,418,444		74,283,228		6,639,325		14,219,524		22,162,043		28,182,877		5,334,755		11,017,958		16,317,164		21,970,817		5,353,552		11,076,092		23,297,638		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						貸倒引当金繰入額		その他 タ		2043100000				1,347,551		3,635,682		3,891,679		5,015,732		1,788,567		2,297,845		2,623,751		5,842,814		2,319,801		3,380,260		3,988,713		5,482,956		1,818,335		2,929,773		3,720,774		11,087,761		5,426,028		15,943,488		25,860,751		4,403,311		515,446		1,619,126		4,030,441		7,291,940		575,948		2,004,768		6,875,079		2,620,654		542,429		1,335,267		529,752		868,583		1,093,555		1,592,262		2,275,491		2,166,480		2,594,615		829,373		1,230,052		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						旅費交通費		その他 タ		2042200000				125,439		316,749		560,868		791,005		235,200		550,768		858,269		1,551,091		754,600		1,910,028		3,122,377		4,091,752		1,163,936		2,982,909		4,461,756		7,107,486		1,598,741		3,880,545		6,885,262		10,177,884		3,094,015		6,932,797		13,425,071		23,143,420		7,267,815		15,656,308		24,137,475		33,447,164		6,335,504		18,862,621		31,329,301		39,897,445		4,356,857		7,866,742		10,703,500		13,396,249		1,990,121		2,154,008		2,851,490		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						通信費		その他 タ		2042300000				1,410,361		3,148,088		5,064,533		7,069,214		2,862,225		5,694,712		8,589,278		12,036,091		3,626,572		7,542,384		12,745,783		20,320,149		5,942,432		14,573,968		23,160,197		32,019,784		7,186,747		16,153,507		28,565,313		44,829,531		14,447,968		26,965,373		41,219,061		54,832,550		14,386,527		28,282,593		42,321,261		55,055,436		13,345,969		29,415,069		45,888,555		54,683,360		7,805,622		16,200,921		24,531,795		31,368,773		6,526,349		14,351,372		22,394,283		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						水道光熱費		その他 タ		2041900000				614,715		1,068,497		2,391,472		3,220,213		1,008,262		2,024,865		3,447,700		4,513,632		1,431,185		2,723,716		4,893,205		7,107,353		2,108,915		4,266,097		7,387,681		10,230,839		2,876,996		6,167,401		11,160,003		15,471,083		3,364,117		6,629,101		10,775,857		14,369,889		3,485,578		6,961,000		11,369,833		14,990,449		3,865,630		7,990,641		12,920,105		16,570,503		3,622,687		6,825,080		10,786,519		14,099,293		3,114,441		5,411,408		8,220,420		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						支払手数料		その他 タ		2042600000				4,581,883		12,362,650		20,885,438		30,519,592		12,372,002		25,051,238		47,099,674		67,261,815		27,491,324		55,875,193		85,391,423		115,914,341		55,846,548		103,457,722		172,173,059		248,030,232		77,403,850		177,761,946		308,447,763		426,859,273		116,681,591		234,185,579		346,023,255		450,242,200		107,590,517		242,870,306		385,476,682		543,339,451		166,081,700		367,026,171		582,911,855		735,144,382		127,463,043		271,176,762		429,407,074		569,334,085		155,964,337		314,828,057		461,321,416		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						交際費		その他 タ		2041600000				355,054		796,428		1,368,002		1,932,671		425,397		905,615		1,554,266		3,045,313		1,314,672		3,376,185		5,564,490		7,897,436		3,306,354		6,168,180		8,830,060		11,876,996		2,762,725		6,657,415		10,778,992		13,952,091		2,227,615		5,707,215		12,065,045		18,377,897		4,047,748		9,677,956		16,656,624		23,644,141		5,782,215		15,835,552		23,869,231		31,608,694		4,932,071		10,550,746		16,820,924		23,461,860		2,886,687		3,243,085		4,150,447		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						図書費		その他 タ		2041700000				128,170		267,975		335,225		522,874		159,386		385,876		591,685		815,391		319,417		576,117		909,803		1,217,729		411,139		702,122		1,063,665		1,532,576		526,556		703,376		1,075,572		1,420,776		453,839		652,610		1,011,274		1,427,088		545,730		772,864		996,546		1,222,449		393,122		785,199		1,145,494		1,397,216		277,270		518,870		850,405		1,138,831		267,226		428,779		573,432		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						研修費		その他 タ		2042900000				25,716		128,575		231,339		300,247		30,002		247,480		698,151		1,116,821		656,052		1,918,985		5,553,133		7,409,209		1,875,084		3,764,864		4,788,909		5,520,274		506,713		1,615,625		2,068,692		2,621,395		202,954		455,920		1,032,498		1,373,446		560,734		2,309,162		3,851,282		6,676,931		4,292,971		6,511,980		9,072,687		9,638,038		1,369,487		3,297,416		3,772,912		4,742,120		4,904,931		9,081,629		11,463,001		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						諸会費		その他 タ		2042800000				18,000		239,000		313,762		373,762		141,667		426,667		501,667		576,667		75,000		265,000		430,000		555,000		125,000		400,000		486,085		561,650		171,740		443,216		610,806		899,335		221,164		760,965		975,966		1,190,967		264,997		884,795		1,116,793		1,365,123		365,004		1,034,800		1,379,796		1,644,802		605,007		1,364,806		1,719,805		2,074,806		635,004		1,294,800		1,649,796		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						会議費		その他 タ		2041500000				5,297		12,488		15,536		31,360		2,135,998		2,407,393		2,538,003		2,606,392		1,854,875		2,883,673		3,131,724		3,705,169		3,113,172		4,636,380		5,002,651		5,243,580		3,127,078		3,479,797		3,949,916		4,377,201		1,255,162		1,628,212		2,162,893		2,705,363		897,417		1,222,935		1,769,624		2,021,023		992,569		1,161,516		1,464,715		1,499,502		642,065		843,978		1,143,387		1,479,950		679,119		689,055		699,771		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						貸倒損失		その他 タ		2043200000				538,000		879,200		1,028,152		1,460,152		368,500		986,311		1,131,667		1,356,314		60,373		388,488		427,778		902,603		198,448		198,449		1,104,594		3,009,850		2,490,556		3,879,371		3,584,013		25,183,205		1,363,092		2,004,618		3,093,162		3,833,853		1,397,883		2,267,808		4,606,564		5,396,140		744,270		2,021,490		2,500,904		3,250,856		692,758		905,734		1,268,139		2,719,354		427,332		920,903		1,298,856		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						支払報酬		その他 タ		2043000000				4,589,538		9,377,790		14,280,953		20,318,397		4,999,354		10,034,180		15,904,242		22,355,262		6,099,919		12,425,480		17,403,943		23,307,897		6,469,082		12,573,817		20,040,267		29,064,959		9,886,071		20,032,261		37,299,086		47,410,772		9,487,213		19,651,028		31,361,886		45,130,264		11,416,157		25,277,397		39,549,116		59,947,920		15,832,294		30,845,099		46,346,573		65,470,384		19,632,040		37,656,427		57,407,761		76,750,113		20,371,211		41,211,343		61,946,230		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						間接費配賦勘定		その他 タ		2043600000				(326,431)		(1,103,691)		(1,712,953)		(2,177,948)		(493,272)		(1,528,036)		(3,309,610)		(6,436,844)		(7,611,483)		(11,927,393)		(16,984,144)		(22,919,568)		(5,716,292)		(8,943,194)		(12,523,628)		(16,182,974)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						発送費 ハッソウヒ		その他 タ		-																										0		0		75,520		288,906		503,813		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				ERROR:#REF!		0		ERROR:#DIV/0!

						リース料 リョウ		その他 タ		2042500000																																		69,860		209,580		419,160		1,322,940		2,554,180		1,308,630		2,817,220		5,483,720		8,326,598		3,647,377		8,447,500		15,940,931		21,543,453		6,921,355		14,986,377		24,531,586		34,119,902		10,496,430		20,896,170		30,888,750		42,150,693		10,381,080		20,454,161		31,354,578		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						雑費 ザッピ		その他 タ		2043500000																																				(332,600)		0		148,444		601,803		115,698		363,366		463,537		929,993		200,242		554,109		973,389		1,671,449		451,203		732,702		1,228,612		1,228,612		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						のれん代償却 ダイ ショウキャク		減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		2043610000																																								10,989,252		21,978,504		10,989,252		21,978,504		21,978,504		21,978,504		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		営業損益 エイギョウ ソンエキ								2050000000		●		80,806,351		228,514,369		369,276,261		518,764,495		221,115,856		566,829,199		762,490,992		1,130,844,284		417,690,816		930,916,431		1,289,931,244		1,584,478,461		137,158,770		400,430,446		607,676,658		634,583,611		(103,187,496)		(171,504,634)		(239,640,050)		7,754,271		154,127,095		296,608,752		401,469,477		515,476,181		54,880,753		216,806,441		218,332,002		222,123,923		78,662,751		44,727,694		26,162,623		122,321,765		58,561,719		121,824,152		33,250,314		(5,684,178)		(127,287,572)		(403,476,274)		(746,971,725)		ERROR:#REF!		●		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		●

						ﾏｯﾊﾊﾞｲﾄ																																												237,803,360		525,627,335		171,604,213		361,049,160		503,975,199		623,884,782		39,557,595		182,556,668		250,657,433		284,919,779		21,691,274		63,593,002		72,689,949		134,267,315		34,265,238		127,826,567		178,331,887		285,132,832		100,329,254		133,635,015		168,986,144		170,925,668				ERROR:#REF!		(114,207,164)		-40.1%				セグメント資料より シリョウ

						転職ﾅﾋﾞ テンショク																																												69,475,533		202,529,477		119,266,364		293,048,121		451,798,113		597,193,664		101,611,466		257,234,161		334,541,334		468,421,431		69,307,603		202,459,541		354,613,507		528,583,833		58,792,060		143,646,238		183,226,190		242,609,866		(16,513,444)		(58,653,670)		(114,194,854)		(183,612,174)				ERROR:#REF!		(426,222,040)		-175.7%				セグメント資料より シリョウ

						ｼﾞｮﾌﾞｾﾝｽ派遣																																												111,123,248		135,749,645		20,454,973		42,397,307		62,732,401		78,960,574		15,410,033		29,570,019		41,124,206		50,178,792		7,994,881		15,601,581		21,800,281		26,951,481		5,145,300		9,964,900		15,065,000		18,491,900		4,566,681		8,215,081		10,934,481		13,061,221				ERROR:#REF!		(5,430,679)		-29.4%				セグメント資料より シリョウ

						転職会議																																												248,656,397		358,726,445		126,275,895		242,114,072		340,652,912		451,155,959		109,979,188		269,204,680		390,437,224		488,929,376		161,622,717		295,575,820		414,993,408		461,611,533		67,072,690		164,326,413		269,472,247		395,894,930		107,253,174		142,118,246		183,205,675		210,807,349				ERROR:#REF!		(185,087,581)		-46.8%				セグメント資料より シリョウ

						転職ﾄﾞﾗﾌﾄ テンショク		2018/1Qより前期組替 ゼンキ クミカエ																																														(2,922,190)		(13,754,180)		(18,380,098)		(19,616,906)		3,650,031		6,648,433		1,559,359		4,003,431		22,568,663		30,899,527		64,010,423		103,989,353		33,208,291		78,169,197		91,732,839		97,088,891		4,172,416		21,970,957		28,486,257		29,986,370				ERROR:#REF!		(67,102,521)		-69.1%				セグメント資料より シリョウ

						就活会議 シュウカツ カイギ																																												(30,337,340)		(47,502,724)		(14,036,091)		(38,155,898)		(48,826,669)		(42,840,517)		30,195,381		38,495,561		35,484,882		24,901,039		18,828,740		34,682,708		6,780,386		(12,607,634)		47,572,875		61,462,393		32,299,410		19,919,165		28,781,126		54,573,402		41,135,762		40,727,888				ERROR:#REF!		20,808,723		104.5%				セグメント資料より シリョウ

						ﾘﾌﾞｾﾝｽｺﾈｸﾄ		セグメント間の連結調整含む カン レンケツ チョウセイ フク																																																														(24,261,409)		(80,380,913)		(117,082,914)		(98,678,961)		60,582		113,880		174,850		235,880		45,801		106,629		167,619		223,248				ERROR:#REF!		(12,632)		-5.4%				セグメント資料より シリョウ

						door賃貸 チンタイ																																												17,351,235		20,959,327		34,085,022		26,177,016		29,049,644		33,213,134		45,631,669		65,172,856		116,074,079		169,669,332		108,569,832		160,893,398		261,205,881		351,723,595		120,034,601		167,534,087		226,521,740		245,791,551		(1,441,151)		(1,571,151)		(1,571,151)		(1,566,787)				ERROR:#REF!		(247,358,338)		-100.6%				セグメント資料より シリョウ

						IESHIL																																																(27,115,805)		(50,936,663)		(75,204,120)		(94,170,143)		(15,221,218)		(29,173,350)		(34,429,778)		(57,831,391)		(15,399,608)		(32,138,353)		(42,389,455)		(47,397,810)		(5,160,748)		(16,637,384)		(33,776,852)		(46,821,620)		(21,235,342)		(42,837,838)		(54,847,320)		(64,195,537)				ERROR:#REF!		(17,373,917)		37.1%				セグメント資料より シリョウ

						ﾌｨﾙﾗｲﾌ		セグメント間の連結調整含む カン レンケツ チョウセイ フク																																																														(16,889,857)		(38,017,838)		(51,116,125)		(66,700,379)		(9,531,612)		(23,418,066)		(37,168,288)		(46,072,520)		(9,271,786)		(24,042,367)		(38,602,483)		(51,921,764)				ERROR:#REF!		(5,849,244)		12.7%				セグメント資料より シリョウ

						waja																																												(16,224,602)		(38,885,024)		(19,184,456)		(42,991,913)		(53,808,713)		(58,391,036)		3,634,326		9,633,666		13,608,034		2,682,295		(7,863,554)		(21,907,442)		(58,362,210)		(58,362,210)		0		0		0		0		0		0		0		0				ERROR:#REF!		0		ERROR:#DIV/0!				セグメント資料より シリョウ

						新規事業 シンキ ジギョウ		20191Qから「その他」を「新規事業」と「その他」に分けて集計 ワ シュウケイ																																																																						(11,586,335)		(23,000,166)		(25,503,633)		(35,904,148)		(19,289,470)		(39,163,082)		(85,668,969)		(136,324,570)				ERROR:#REF!		(100,420,422)		279.7%				セグメント資料より シリョウ

						その他 タ		20191Qから「その他」を「新規事業」と「その他」に分けて集計 ワ シュウケイ						658,749		103,686		1,974,261		6,296,981		(76,440)		4,615,004		5,209,455		6,423,833		1,894,054		(3,964,332)		(13,913,684)		(23,238,070)		3,240,367		(6,173,253)		(26,301,791)		(53,758,321)		(33,578,293)		(68,580,894)		(111,324,197)		(150,861,372)		(14,692,504)		(27,913,893)		(40,075,770)		(50,217,257)		2,675,223		2,609,482		(1,973,036)		(5,645,689)		1,235,342		(6,400,376)		(24,077,447)		(29,574,832)		2,769,000		5,628,000		8,487,000		11,243,000		2,550,000		5,100,000		7,500,000		9,900,000				ERROR:#REF!		(1,343,000)		-11.9%				セグメント資料より シリョウ

				全社費用 ゼンシャ ヒヨウ						-				58,014,040		122,067,452		206,649,885		302,281,226		78,924,160		164,413,153		264,632,416		385,494,838		160,829,753		336,978,456		535,328,136		751,798,513		239,108,254		505,400,374		722,610,792		954,678,663		(227,763,057)		(482,200,814)		(766,163,684)		(998,588,838)		(239,608,326)		(494,424,377)		(750,443,422)		(1,003,696,073)		(282,242,941)		(615,145,735)		(928,751,735)		(1,208,104,472)		(268,741,873)		(580,132,961)		(876,903,061)		(1,171,483,519)		(284,080,223)		(573,791,907)		(875,612,076)		(1,193,293,905)		(307,234,831)		(602,927,496)		(892,502,886)		(1,167,099,286)				ERROR:#REF!		26,194,619		-2.2%				セグメント資料より シリョウ

				（営業外損益内訳） エイギョウガイ ソンエキ ウチワケ						-																																																																																						ERROR:#REF!		0		ERROR:#DIV/0!

				営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ						2060000000				30,700		34,306		71,932		303,342		98,689		104,772		2,813,656		2,815,741		759,956		845,475		1,198,755		1,349,591		290,979		302,479		696,585		3,864,514		599,135		3,094,401		12,231,012		17,194,950		5,544,539		13,652,678		32,964,147		65,068,461		35,504,534		90,484,073		155,820,854		249,001,038		29,844,240		46,857,699		65,688,924		147,803,785		34,018,775		68,054,295		87,197,410		106,354,285		7,209,080		10,426,035		63,402,045		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ						2070000000				0		0		2,162,000		11,023,900		0		0		6,243,000		20,048,600		0		0		0		0		0		0		0		0		3,179,964		5,016,302		5,585,469		5,788,812		3,617,207		6,662,646		7,054,177		5,900,632		8,697,787		8,822,482		8,862,979		13,907,468		2,371,878		2,356,786		2,371,441		8,656,826		6,263,085		6,298,820		6,338,211		6,361,775		12,432,372		13,492,956		13,874,733		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		経常損益 ケイジョウ ソンエキ								2080000000		●		80,837,051		228,548,675		367,186,193		508,043,937		221,214,545		566,933,971		759,061,648		1,113,611,425		418,450,772		931,761,906		1,291,129,999		1,585,828,052		137,449,749		400,732,925		608,373,243		638,448,125		(105,768,325)		(173,426,535)		(232,994,507)		19,160,409		156,054,427		303,598,784		427,379,447		574,644,010		81,687,500		298,468,032		365,289,877		457,217,493		106,135,113		89,228,607		89,480,106		261,468,724		86,317,409		183,579,627		114,109,513		94,308,332		(132,510,864)		(406,543,195)		(697,444,413)		ERROR:#REF!		●		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		●

				特別利益 トクベツ リエキ						2090000000				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		34,335,000		34,335,000		39,620,778		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		27,772,379		27,772,379		0		0		0		1,681,238,557		0		0		0		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				特別損失 トクベツ ソンシツ						2100000000				1,429,245		8,184,664		9,718,469		9,718,469		0		0		0		4,028,580		3,800,258		3,800,258		3,800,258		12,929,567		0		0		6,054,017		6,054,017		0		0		0		5,335,692		0		318,058,949		318,295,749		347,752,947		0		0		0		22,249,820		0		0		0		1,143,470		0		0		0		801,200		0		0		66,297,580		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		税引前当期純利益 ゼイビ マエ トウキ ジュンリエキ								2110000000		●		79,407,806		220,364,011		357,467,724		498,325,468		221,214,545		566,933,971		759,061,648		1,109,582,845		414,650,514		927,961,648		1,287,329,741		1,572,898,485		137,449,749		400,732,925		602,319,226		632,394,108		(105,768,325)		(139,091,535)		(198,659,507)		53,445,495		156,054,427		(14,460,165)		109,083,698		226,891,063		81,687,500		298,468,032		365,289,877		434,967,673		106,135,113		89,228,607		117,252,485		288,097,633		86,317,409		183,579,627		114,109,513		1,774,745,689		(132,510,864)		(406,543,195)		(763,741,993)		ERROR:#REF!		●		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		●

				法人税等 ホウジンゼイ ナド						2120100000				32,972,354		101,890,224		160,111,856		239,246,808		91,808,585		263,468,800		357,006,559		538,563,809		165,699,687		416,050,037		563,909,106		605,764,756		36,977,757		149,117,757		215,015,316		219,414,516		274,836		75,640		346,025		73,594,345		47,538,273		115,026,173		158,885,605		205,357,032		19,226,871		95,819,609		127,238,832		132,652,728		32,767,958		63,610,622		1,305,704		65,697,904		24,032,194		70,719,294		44,353,901		564,531,101		58,561		487,661		919,917		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				法人税等調整額 ホウジンゼイ ナド チョウセイ ガク						2120200000				313,862		(9,792,716)		(10,641,235)		(14,812,876)		7,468,514		(5,792,117)		(6,125,876)		(26,827,568)		14,213,860		(8,942,688)		(651,956)		(16,697,154)		18,377,983		7,875,766		23,428,767		17,689,459		(33,635,796)		(23,415,586)		(43,235,780)		(28,073,202)		12,184,005		5,510,205		9,778,384		876,640		(196,271)		(9,428,097)		(9,618,560)		(14,361,596)		11,859,888		9,083,263		7,117,906		14,836,804		10,469,141		(1,668,342)		9,511,070		(23,571,853)		97,327,328		97,327,328		97,327,328		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		当期（四半期）純利益 トウキ シ ハンキ ジュンリエキ								2130000000																																363,875,143		395,290,133		(72,407,365)		(115,751,589)		(155,769,752)		7,924,352		96,332,149		(134,996,543)		(59,580,291)		20,657,391		62,656,900		212,076,520		247,669,605		316,676,541		61,507,267		16,534,722		108,828,875		207,562,925		51,816,074		114,528,675		60,244,542		1,233,786,441		(229,896,753)		(504,358,184)		(861,989,238)		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		非支配株主に帰属する損益 ヒ シハイ カブヌシ キゾク ソンエキ								2130100000																																								(441,719)		(2,935,023)		(893,511)		(6,126,672)		(7,953,136)		(7,742,356)		2,367,751		5,250,113		7,536,017		9,822,861		(17,298,393)		(48,335,529)		(69,967,470)		(77,625,805)		(4,692,439)		(11,518,815)		(16,236,171)		(16,236,171)		0		0		0		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		親会社株主に帰属する損益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク ソンエキ								2150000000		●		46,121,590		128,266,503		207,997,103		273,891,536		121,937,446		309,257,288		408,180,965		597,846,604		234,736,967		520,854,299		724,072,591		983,830,883		82,094,009		243,739,402		363,875,143		395,290,133		(72,407,365)		(115,751,589)		(155,328,033)		10,859,375		97,225,660		(128,869,871)		(51,627,155)		28,399,747		60,289,149		206,826,407		240,133,588		306,853,680		78,805,660		64,870,251		178,796,345		285,188,730		56,508,513		126,047,490		76,480,713		1,250,022,612		(229,896,753)		(504,358,184)		(861,989,238)		ERROR:#REF!		●		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		●



		縦計 タテケイ

		売上高 ウリアゲダカ																																																3,624,806,367		5,069,857,909		1,284,153,585		2,661,820,876		4,003,276,949		5,366,573,408		1,394,442,608		3,108,634,636		4,739,371,565		6,350,770,682		1,744,237,575		3,520,119,279		5,224,676,164		6,791,913,012		1,531,190,133		3,160,534,945		4,708,969,896		6,189,832,155		1,350,989,919		2,354,328,921		3,237,349,857		4,078,911,194

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ																																																293,268,513		433,090,636		132,377,675		264,019,805		386,126,711		507,929,473		139,602,843		306,384,568		456,984,211		594,205,456		164,168,881		346,375,659		540,727,026		685,870,825		123,084,820		247,809,803		387,868,167		506,647,211		125,620,428		225,240,680		323,376,616		ERROR:#REF!

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ																																																3,331,537,854		4,636,767,273		1,151,775,910		2,397,801,071		3,617,150,238		4,858,643,935		1,254,839,765		2,802,250,068		4,282,387,354		5,756,565,226		1,580,068,694		3,173,743,620		4,683,949,138		6,106,042,187		1,408,105,313		2,912,725,142		4,321,101,729		5,683,184,944		1,225,369,491		2,129,088,241		2,913,973,241		ERROR:#REF!

		販売費及び一般管理費																																																3,571,177,904		4,628,513,002		997,648,815		2,101,192,319		3,215,680,761		4,343,167,754		1,199,959,012		2,585,443,627		4,064,055,351		5,534,441,303		1,501,405,943		3,129,015,926		4,657,786,515		5,983,720,422		1,349,543,594		2,790,900,990		4,287,851,415		5,688,869,122		1,352,657,063		2,532,564,515		3,660,944,966		ERROR:#REF!

		営業損益 エイギョウ ソンエキ																																																(239,640,050)		7,754,271		154,127,095		296,608,752		401,469,477		515,476,181		54,880,753		216,806,441		218,332,002		222,123,923		78,662,751		44,727,694		26,162,623		122,321,765		58,561,719		121,824,152		33,250,314		(5,684,178)		(127,287,572)		(403,476,274)		(746,971,725)		(1,129,088,374)

		経常損益 ケイジョウ ソンエキ																																																(232,994,507)		19,160,409		156,054,427		303,598,784		427,379,447		574,644,010		81,687,500		298,468,032		365,289,877		457,217,493		106,135,113		89,228,607		89,480,106		261,468,724		86,317,409		183,579,627		114,109,513		94,308,332		(132,510,864)		(406,543,195)		(697,444,413)		ERROR:#REF!

		税引前当期純利益 ゼイビ マエ トウキ ジュンリエキ																																																(198,659,507)		53,445,495		156,054,427		(14,460,165)		109,083,698		226,891,063		81,687,500		298,468,032		365,289,877		434,967,673		106,135,113		89,228,607		117,252,485		288,097,633		86,317,409		183,579,627		114,109,513		1,774,745,689		(132,510,864)		(406,543,195)		(763,741,993)		ERROR:#REF!

		当期純損益 トウキ ジュン ソンエキ																																																(155,328,033)		10,859,375		97,225,660		(128,869,871)		(51,627,155)		28,399,747		60,289,149		206,826,407		240,133,588		306,853,680		78,805,660		64,870,251		178,796,345		285,188,730		56,508,513		126,047,490		76,480,713		1,250,022,612		(229,896,753)		(504,358,184)		(861,989,238)		ERROR:#REF!



		diff

		売上高 ウリアゲダカ																																																0		(500,000)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#REF!

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ																																										

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
他勘定振替高と期首仕掛棚卸高						0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#REF!

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ																																																0		(500,000)		0		0		0		0		0		0		(1)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#REF!

		販売費及び一般管理費																																																0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#REF!

		営業損益 エイギョウ ソンエキ																																																0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#REF!

		経常損益 ケイジョウ ソンエキ																																																0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#REF!

		税引前当期純利益 ゼイビ マエ トウキ ジュンリエキ																																																0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#REF!

		当期純損益 トウキ ジュン ソンエキ																																																0

Hiroki Matsuya: Hiroki Matsuya:
少数株主持分		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#REF!

																																																				差異：内部取引 サイ ナイブ トリヒキ





新規事業売上

		PL base(累計_分析用)				J		N		R		V		Z		AD		AH		AL		AP		AT

						2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

		5		マッハバイト		696,402,634		1,198,901,164		2,253,147,038		2,231,313,104		2,487,577,771		2,229,329,929		2,219,421,371		2,208,552,131		2,641,992,151		2,283,127,295

		6		転職ナビ テンショク		190,018,810		510,133,403		1,177,781,777		1,200,418,265		1,291,940,005		1,332,000,243		1,427,679,936		1,441,045,135		1,123,244,452		653,862,501

		8		転職会議 テンショクカイギ		10,747,855		53,673,865		144,397,412		292,674,621		624,458,191		861,647,188		1,070,673,597		1,209,720,300		985,257,586		631,217,874

		12		DOOR賃貸 チンタイ		93,165,800		245,959,100		440,241,400		317,125,499		249,684,682		220,677,225		450,878,563		766,410,050		730,347,571		0

				新規事業 シンキジギョウ		0		0		0		0		8,442,000		84,090,958		383,416,268		572,204,078		678,466,240		487,494,629



		10		SK		0		0		0		0		8,442,000		37,989,896		173,285,481		165,967,687		217,007,892		131,843,759

		9		TD		0		0		0		0		0		30,929,277		117,870,000		254,150,000		269,291,462		197,250,000

		13		IE		0		0		0		0		0		15,171,785		92,260,787		108,707,504		113,670,256		104,884,766

		14		PL		0		0		0		0		0		0		0		43,378,887		78,496,630		53,516,104















マッハバイト	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	696402634	1198901164	2253147038	2231313104	2487577771	2229329929	2219421371	2208552131	2641992151	2283127295	転職ナビ	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	190018810	510133403	1177781777	1200418265	1291940005	1332000243	1427679936	1441045135	1123244452	653862501	転職会議	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	10747855	53673865	144397412	292674621	624458191	861647188	1070673597	1209720300	985257586	631217874	DOOR賃貸	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	93165800	245959100	440241400	317125499	249684682	220677225	450878563	766410050	730347571	0	新規事業	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	0	0	0	0	8442000	84090958	383416268	572204078	678466240	487494629	









新規事業投資額

				2019		2020		2021（予定） ヨテイ

		新規事業投資額 シンキ		36,581,393		136,325,565		312,599,254

				2019		2020		2021（予定）

		新規事業投資額		36		136		300



新規事業投資額	

2019	2020	2021（予定）	36	136	300	
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2. FY2020 
Summary

Existing business
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17Full Year Net Sales and Operating Income of 
Existing Businesses

Net sales down ¥1,294 million and operating income down ¥822 
million YoY in existing businesses due to COVID-19 and other 
factors.
Individually, Tenshoku Navi sales down a substantial 41.8% YoY.

(Millions of JPY)

* Net sales and operating income of existing businesses other than waja, Door Chintai, and Syukatsu Kaigi

2,208 
2,641 2,283 

1,209 
985 

631 

1,441 1,123 

653 

580 491 

378 

5,439 
5,241 

3,947 

1,069 957 
135 

FY2018 FY2019 FY2020

Machbaito
Tenshoku Kaigi
Tenshoku Navi
Others
Operating Income
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Dec-17 Dec-18 Dec-19 Dec-20

Jobsense
Machbaito

Machbaito: Increasing Name Recognition

Name recognition rising steadily owing to YouTube and other promotions.

Trend in name recognition

* Service name changed from “Jobsense” to “Machbaito” in September 2017
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19Machbaito: Expanding App Use

Percentage of applications via app more than doubled over 1 year.

Aiming for ongoing app use through UX improvements, etc.

App usage

* Share of applications in December of each year

Machbaito App

9.7%
25.5%

2019 2020

App Web
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1,123 

653 

189 

280 

2019 2020

Tenshoku Navi: 
Implementation of early improvement

Work on early improvements by rolling out successful measures from 
other businesses.

Substantial drop in sales due to decrease in hiring activities at major 
customers and decrease in user inflow and registration as a result of 
COVID-19.

Factors Behind Decrease in 
Tenshoku Navi Sales

Impact of COVID-19

Decrease in user inflow/registration, 
etc.
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21Real Estate: Launch of IESHIL Assessments

Launched IESHIL Assessments, a one-stop assessment service for 
real estate sales.
Improving efficiency of real estate sales and supporting sales at fair 
prices by leveraging customer attraction of IESHIL and expert knowledge 
and neutrality of PHIL LIFE.

Real estate 
agent

User

Assessment 
request

Interview with 
our advisor and

Customer 
transfer settings

Mediation and Purchase 
assessment price
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2. FY2020 
Summary

New business
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23Launching New Business

Aim for different model than existing businesses to diversify 
business models.

Multiple business proposals simultaneously being considered at 
specialized organizations. 
Aim is to launch several new businesses within two years.

Basic policy Tie into solutions to social problem

Business domain No limit

Other than 
that on right

Several billion yen or more

New business strategy

Business size

Business model

Human resources
/real estate

Search traffic-
oriented

Existing 
businesses

New 
businesses
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24Strengthening of Development System

Strengthened new business development system through business 
selection and concentration.

* Personnel composition (creators/planners) of full-time employees in Tokyo area belonging to  business divisions

Personnel composition

1.0%
17.5%

88.1%

82.5%

10.9%

Dec-19 Dec-20
New businesses
Existing businesses
DOOR Chintai / Syukatsu Kaigi
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Test marketing and prototyping underway for multiple new 
business proposals. No change to investment plan despite impact 
of novel coronavirus.

Status of New Business Initiatives

New business proposals under development/consideration (example)

*Each of these business proposals is under development/consideration. Not all will be commercialized.

HR planning tech service

HR hiring tech service

CtoC community service

Matching service

Remote work support tool
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2. FY2020 
Summary

Organization
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27Becoming a Company That Enjoys the Continued 
Support of Society

Continuing initiatives from previous year based on “Nine Guidelines for 
Change.”

Aiming to develop meaning in working at Livesense, securing outstanding 
human resources and realizing a strong organization with consistent values.

Nine Guidelines for Change

Do not rely on specific income

Review business value repeatedly

Promote learning and career advancement

Provide opportunities that support taking

up challenges

Share information for autonomy

Realize diverse work styles

Eliminate discrimination and 

harassment and realize fairness

Provide fair and unbiased evaluations

Contribute to society in non-

commercial ways
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28Efforts for New Work Styles

Transitioned to company-wide work from home to prevent the spread of COVID-19. 
Most recent average percentage of employees at offices is less than 10%.

Aiming to maximize productivity and results in a new normal,
launched “Invent our next work and life style” project.
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29Relationship Between Company and Society

As a company that solves society’s problems, we engage in efforts to discover 
and solve biases and distortions in society outside of our business as well.

Our aim is to share values with each of our stakeholders and establish our 
branding.

Joint design of workshop to consider bias 
and stereotypes with NPO soar and 
Mimicry Design Inc. Also invited outside 
guest speakers.

Efforts to eliminate discrimination Discovering issues and providing perspective

Launched company blog “Q by Livesense” 
to pose problems to society and within 
the Company.



3. FY2021 Policy
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31What Livesense is aiming for

Become a company that can continue to pursue our corporate 
vision “Invent the next common.” through our business portfolio.

Becoming a company that continues to “Invent the next common.”

Optimization of Business Portfolio

Existing businesses

Strengthen profitability 
and establish 

competitive advantage

New businesses

Diversify business models 
and create next pillars
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Focus on enhancing profitability of existing businesses. Invest 
profits from existing businesses into new businesses in the aim of 
establishing new pillars of income.

Enhance profitability 
of existing 
businesses

Level of income that 
makes ongoing business 

investments possible

Invest in new 
businesses

Establish new pillars 
of income

“The next common”

What Livesense is aiming for
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33Company-wide Policy for FY2021

Policy:
Balance restructuring for profitability with launching new 
businesses to become pillars of the future in pursuit of our 
corporate vision “Invent the next common.”

Enhance profitability of existing businesses
・Restructure to be able to create profits even if COVID-19 pandemic continues
・Get each business back on track for growth as quickly as possible by rolling out

know-how from Machbaito to other businesses

Launch new businesses
・Aim to launch several new businesses within the year through proprietary 

development or M&A
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34Enhancing Profitability of Existing Businesses: 
Business Model

Main format is success fee-based.

Key to growth is user acquisition and accuracy of matching.

Posting fee
Number of 

users

Regular job posting sitesMachbaito/Tenshoku Navi

×
Number of recruiting 

companies

× Hiring 
rate

Success 
fees×

Differences in sales models by fee format

User acquisition and matching are important Sales to acquire corporate customers are 
important

Success fee-based Posting fee-based
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35Enhancing Profitability of Existing Businesses: 
Growth Strategy

Promote efficient customer attraction and matching through linking of sales, 
marketing and media.

Accelerate growth by rolling out business model of Machbaito, which has had 
some success, to Tenshoku Navi, which has similar business model.

Change in sales composition (Machbaito)

× Hiring 
rate

Success 
fees×

Number 
of users

Hiring 
rate

Number of 
users

Machbaito/Tenshoku Navi

Success fee-based

Large disparity in needs depending on 
industry/job category
Cultivate companies with hiring needs 
and High accuracy matching utilizing 
large volumes of data

No negative impact from COVID-19
Utilize data to efficiently attract users 
with greatest needs

53.8%
41.5%

22.5%

19.3%

3.0%

5.6%

20.7%
33.6%

Dec-19 Dec-20

Food service and Retail Other
Medical and Welfare Light Work and Logistics
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36Enhancing Profitability of Existing Businesses: 
Cost Strategy

Work on cost reduction leading to greater, sustainable profitability.

Consolidate offices in Tokyo area and review positioning. 
Limit job types for mid-career hiring and work on streamlining business 
operations.

Aim for working a hybrid schedule of 

on-site and remote to maximize 

productivity based on the theme of 

freedom and self-control

Position offices as “cultural facilities” 

and redefine the role. Consolidate 

offices in the Tokyo area

Thoroughly review system of business 

operations and transform into a 

robust business structure
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37Launching New Business

Aim to launch several new businesses in FY2021.

Test marketing underway for multiple proposals. Expect to invest more 
than previous year.

Basic policy Tie into solutions to social problem

Business domain No limit

Other than 
that on right

Several billion yen or more

New business strategy

Business size

Business model

Human resources
/real estate

Search traffic-
oriented

Existing 
businesses

New 
businesses
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38Financial Forecasts for FY2021

Financial forecast to be determined due to difficulty in reasonably 
calculating impact of COVID-19.

Work on restructuring to be able to create profits quickly even if 
COVID-19 pandemic continues.

(Millions of JPY)
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4. Appendix Quarterly results
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501 
691 724 724 761 

493 513 514 

254 

252 242 235 210 

147 148 124 

290 

318 255 259 200 

198 134 120 

483 

367 
326 261 

178 

163 
86 81 

1,531 
1,629 

1,548 
1,480 

1,350 

1,003 
883 841 

58 63
▲ 88 ▲ 38 ▲ 127

▲ 276 ▲ 343 ▲ 382
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

FY2019 FY2020

Machabaito Tenshoku Kaigi Tenshoku Navi Other Operating Income

Quarterly Net Sales and Operating Income

(Millions of JPY)

* DOOR Chintai was transferred to CareerIndex Inc. on December 1, 2019

Spread of COVID-19
Business 
transfer
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43Quarterly Operating Income -YoY Comparison

(Millions of JPY)

4Q/19
Operating 

income
-38

4Q/20
Operating 

income
-382

Net Sales
Decrease

-639

Personnel Cost
Increase

-1

Ad Cost
Decrease

+237

Other Costs
Decrease

+59
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44Quarterly Operating Expenses

(Millions of JPY)

552 545 553 552 543 573 560 553 

535 610 656 564 523 
342 302 327 

384 
410 

426 
402 412 

363 
363 342 

1,472 
1,566 

1,637 
1,519 1,478 

1,279 
1,226 1,223 

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

FY2019 FY2020

Personnel expenses

Advertising costs

Others
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4. Appendix Company overview
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46Origin of the company name
/Business  Philosophy

Origin of the company name

Business  Philosophy

LIVE + SENSE

Happiness Begetting 
Happiness.

Corporate Vision

Invent the next common.
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47Corporate History

Providing various services to solve problems and inconveniences 
since founding.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

* Services below are currently operated by other companies due to transfer or have been ended:
waja, imitsu, Door Chintai, Chiryo Note, Syukatsu Kaigi

February 2006
Establishment 
of a company

December 2012
Listed on TSE 

Mothers

October 2012
TSE 1st 
Section 

Redesignation
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48Basic Philosophy of Service Operations

Operate services to solve society’s problems.

Aim to solve problems faced by many users and bring about their 
happiness by having Livesense services become “the next common.”

Solving society’s 
problems

Inventing the 
next common

Achievement of 
Happiness Begetting 

Happiness



Copyright © LIVESENSE Inc.

49Corporate Profile

CEO/Founder Taichi Murakami

Company name Livesense Inc.

Business  Philosophy Happiness Begetting Happiness.

Corporate Vision Invent the next common.

Established February 8, 2006

Number of Employees
(Non-Consolidated) Full-Time:  273 (as of December 31, 2020)

Date listed TSE 1st Section: October 1, 2012
TSE Mothers: December 7, 2011

Consolidated 
Subsidiaries LIVESENSE CONNECT Inc. / PHIL LIFE Inc.
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50Employees

Breakdown of Full-time EmployeesNo. of Employees (Consolidated)

(People)

*Non-consolidated, head office full-time employees only
*Local full-time employees primarily in charge of 
customer support and sales

205 191 201

78 76 72

111 114 110

16 6 7

FY2018 FY2019 FY2020

Part-time/Subsidiaries
Regular/Subsidiaries
Part-time
Regular/R
Regular/HQ Engineers/

Designers
36%

Planning
31%

Sales
15%

Customer 
Support

4%

Administ
ration
14%



Livesense Inc. (below, the Company) has prepared this material to provide current information about the Company.
The Company prepared this material using generally known information about social and economic conditions and certain 
assumptions that we deemed to be reasonable. The information found in this material is subject to change without notice due to 
changes in business conditions or for other reasons. This material contains forward-looking statements, which are based on current 
expectations, forecasts and assumptions that involve risks. These forward looking statements contain uncertainties, and actual 
results may differ substantially from these statements. These risks and uncertainties include general industry and market conditions 
as well as general Japanese and international economic conditions such as changes in interest rates and exchange rates. The 
Company has no obligation to update or correct the forward-looking statements contained in this material, regardless of any new 
information, future events, etc.
In light of the above, investors are advised to use their own judgment when making investments.
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