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第１ 最適化計画改定の背景 

 各府省等は、本最適化計画の下、人事・給与等業務の見直しを行うとともに、業務

の標準化と操作性の統一、システムの疎結合化と大量一括処理、集中化による効率的

なシステム運用、複雑な権限設定の実現を目的として開発された「人事・給与関係業

務情報システム」（以下「人事・給与情報システム」という。）を原則として2015年度

（平成27年度）までに導入する予定であったが、システム構築前の業務の整理等が十

分でなかった結果、十分な効果が上がらず、また、人事・給与情報システムの性能面

、品質面及び機能面に様々な問題が発生した。 

 このため、これらの課題を解消すべく、平成26年８月７日に人事給与業務効率化推

進会議が設置され、平成27年３月27日に同会議において「人事給与業務効率化に向け

た改善計画」（以下「改善計画」という。）が決定された。その後、過去に発生したイ

ンシデントの悉皆分析を行い、人事・給与情報システムの改革に関する施策について

、その的確性及び効果等の確認・検証並びに改修スケジュール及び移行スケジュール

の策定作業を行い、同年８月７日に改善計画が改定された。 

 これらの人事・給与等業務に係る課題解消に向けた取組を踏まえ、本最適化計画を

改定するものとする。 

 

第２ 業務・システムの概要等 

 人事・給与等業務は、各府省等が実施している採用、人事異動、退職、分限、懲戒

、昇格・昇給等による俸給決定、扶養手当・住居手当・通勤手当・単身赴任手当等の

申請・認定、給与の支給（月次給与計算、期末・勤勉手当計算、年末調整等）、人事

・給与関係の調査、共済組合の組合員資格及び被扶養者の申告・認定、標準報酬等級

の決定などに係る業務であり、各府省等において、必要に応じ個々にこれらの事務処

理に係るシステムを整備し、運用している。 

 人事・給与等業務の最適化に当たっては、決裁等事務処理を見直すとともに、人事

管理、給与管理、共済管理、職員からの届出・申請処理等の諸機能を一体化した標準



的なシステムである人事・給与情報システムを全府省等に導入することにより、①人

事・給与等業務の簡素化・合理化、②システムの運用等に係る政府全体の経費の最小

限化、③安全性・信頼性の確保及び個人情報の保護を図ることを基本理念とする。 

 

第３ 最適化の実施内容 

 人事・給与等業務について、次に掲げる最適化を実施する。 

 府省等ごとの既存システムにかかる2007年度（平成19年度）における経費の総額（

防衛省を除く。）は約22.8億円であるが、人事・給与情報システムを導入し、改善計

画に基づく改善策を推進することに加え、政府情報システムコスト削減計画（以下「

コスト削減計画」という。）を踏まえた運用経費の削減に取り組む。 

  これらの取組により人事・給与情報システムの運用経費（注１）は、2014年度（平成

26年度）を基準（注２）として、2019年度（平成31年度）には、機器等の見直しにより

約13.4億円（試算値）（注３）となり、約5.8億円の経費削減を見込んでいる。 

 

 また、人事・給与情報システムを導入し、改善計画に基づく改善策を推進すること

により、業務効率化として年間延べ約56万時間（試算値）の業務処理時間の短縮（注４

）が見込まれ、更に、改善計画に基づくシステム改修に伴い、約３万時間（試算値）

の業務処理時間の短縮が見込まれる。 

  なお、防衛省において削減されるシステム運用経費及び業務処理時間については、

2017年度（平成29年度）政府情報システム投資計画書において公表する。 

 

（注１）政府共通プラットフォームにおける運用経費は含まれない（以下の運用経費についても同様）。また復興庁、外務省

は除く（参考：裁判所も除く。）。 

（注２）2014年度（平成26年度）は現行機器で運用している初年度であり、共同利用システム基盤に係る経費は除いた19.2

億円を基準額としている。なお、2016年度（平成28年度）における運用経費は約16.9億円である。 

（注３）試算値中の機器等にかかる保守経費は、政府共通プラットフォームの提供する機器を利用した場合の試算ではなく、

機器を持ち込んだ場合の試算である。 

（注４）業務処理時間の短縮が見込まれる人事・給与関係の業務時間は約152万時間から約96万時間となることが見込まれる。 

 なお、復興庁、外務省を除いた場合は約50万時間（試算値）の業務処理時間の短縮が見込まれる（参考：裁判所も除く。）。 

 

（参考）2015年度（平成27年度）執行見込額で見ると、2016年度（平成28年度）当初時点で未導入の府省等が、今後、人事

・給与情報システムに移行した場合には運用経費の削減効果として約12.8億円が、制度改正対応関連経費の削減効果として

約2.8億円（2012年度（平成24年度）～2016年度（平成28年度）までの５年間の平均額）が見込まれる。 

 

 

 



１ 情報システムの統一化及び集中化 

（１）各府省等は、個々に整備・運用していた人事・給与等業務に係る既存のシス

テムを廃止し、原則として2016年度中（平成28年度中）に全ての府省等が、シ

ステムを集中的に管理運用する人事・給与情報システムに移行を行うことを目

指す。なお、当該システムが政府共通ネットワークの活用を前提としたシステ

ムであり、同ネットワークへの接続の制約等で、集中管理に参加することが費

用対効果の観点から効率化に資さない警察庁については、本最適化計画に基づ

いて開発されたソフトウェアを利用し、独自に運用するものとする。 

（２）各府省等が保有する人事・給与等関連業務データの人事・給与情報システム

への移行に当たっては、各府省等が合理的かつ効率的に移行作業を行えるよう

、運用主体は、移行に必要なツールの開発及び各府省等への配布並びにデータ

の検証手続きの標準化等を行い、各府省等の移行作業に要する経費を極力抑制

できるようにする。なお、移行するデータの範囲については、改善計画に基づ

き全機能の利用を前提とした機能再編を行ったことを踏まえ、そのために必要

なデータを計画的に移行することとする。 

（３）制度改正等による人事・給与情報システムに必要な改修については、運用主

体が一元的に行う。 

（４）人事・給与情報システムは、既存の情報通信基盤等である省内ＬＡＮ及び政

府共通ネットワーク等を活用し、他の府省共通システムである官庁会計システ

ム、国有財産総合情報管理システム、標準共済システム及び政府共通プラット

フォーム職員認証サービスと情報連携を図り、業務の効率的な運用を図ること

とする。 

（５）人事・給与情報システムは、全職員が利用対象となるため、ヘルプデスクを

設置し問い合わせ手続きを一元化することで、府省等のシステム利用者の利便

性を確保するとともに、効率的なシステム運用を図ることとする。 

（６）集中管理運用における基盤機能及び施設・設備並びにこれらに付随する業務

については、政府共通プラットフォームを利用し、可能な限り効率化を図るこ

ととする。 

（７) 防衛省については、人事管理において他の府省等と異なる特殊事情に対応す

るため、2016年度（平成28年度）以降、防衛省において個別に開発した上で、

運用するものとする。 

 

２ 情報の電子化と処理の自動化 

 各業務において、一度入力された情報の多面的活用（シングルインプット・マ

ルチユース）を基本とするため、業務処理に係る様式、記載事項、用語の統一等

を図った上、別表１に掲げる人事・給与等情報を電子化し、電子化された情報等



を基礎に、情報の転記や計算事務を含む別表２に掲げる業務について、その全部

又は一部の自動化を図る。 

 例えば、給与計算においては、俸給の月額、諸手当の支給額、共済掛金、宿舎

使用料控除額等の給与の支給に必要な情報をすべて電子化し、これらの情報をも

とに自動的に給与計算ができるようにする。 

 また、システム上で人事異動案を登録することにより、人事異動通知書の作成

や人事記録の更新を自動化する。 

 さらに、人事・給与等業務における職員への通知については、不利益性のある

もの、または、人事・給与情報システムを使用することができない場所にいるな

ど電子交付によることが困難な場合を除き原則として電子的に行う。 

このほか、職員別給与簿、給与支給明細書等の人事給与業務に係る各種調書等

の様式及び記載事項に関する運用が各府省等において区々となっているものにつ

いては、各府省等の一体的なシステム利用を促進するため、人事・給与情報シス

テム上の各種調書等の様式及び記載事項に関する運用を規定上の取扱いに統一す

る。 

これらの取組を推進する観点から、各府省等における人事・給与情報システム

の利用状況について、フォローアップを行う。 

 

３ データの総合的な利活用 

（１）各府省等がこれまで管理していた人事・給与等情報は、集中管理された職員

情報データベースとして運用し、人事管理、給与管理及び共済管理等の情報と

連携した運用を可能とする。また、各府省等で共通的に利用される俸給月額表

等の情報等についても、一元的に管理する。これにより、職員情報の重複登録

や別表３に掲げる事務を不要にし、事務処理の効率化及び合理化を図る。 

   例えば、職員に対して人事異動等の発令をした場合に、月次の給与計算のた

めに別途当該職員の級号俸等を入力する事務を不要とする。 

   また、職員の情報（官職、氏名、住所、生年月日、扶養親族の氏名、続柄、

扶養親族の生年月日等）を一度登録することにより、職員情報データベースを

基に、例えば、扶養手当の申請時においては、勤務官署、官職、氏名、扶養親

族の氏名、続柄、扶養親族の生年月日、同居・別居の別等は自動的に記載され

、職員による記載が必要な事項を「変更事由」のみとする。 

   さらに、職員から申請される各種手当の届出について、届出・申請処理シス

テムにより、自動的に処理し認定簿を作成できるようにする。 

   なお、個人番号については「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラ

イン（行政機関等・地方公共団体等編）」を踏まえ、厳格な管理を行う。 

 



（２）府省等間で受け渡される人事・給与等の情報（別表４参照）について、デー

タ交換機能を活用することにより府省等間のデータ交換を可能にし、事務処理

の効率化、合理化を図る。 

   なお、人事・給与情報システムが全府省等に導入されるまでの間、未導入府

省等は、人事・給与情報システムを導入した府省等に対し、システムに必要な

情報を提供し、円滑な事務を支援する。 

（３）人事・給与関係の調査に係る事務の簡素化 

   職員情報データベースに登録されているデータのうち、国家公務員給与等実

態調査等定期的に実施される調査に必要な情報については、当該データを活用

し、簡易データベースソフトを使用してオフラインで作業することができるツ

ールの開発を行うなど簡便なデータ作成・提出を行うことができる仕組みとす

ることで、各府省等における事務処理の大幅な簡素化を図る。 

   また、これまで紙媒体での監査を前提としていた給与簿の監査について、適

切な監査環境を整備し、電子的手法を用いた給与簿監査を実施する。 

（４）人事・給与部門以外の組織等との情報授受事務（別表５参照）については、

電子データを活用し、事務処理の効率化及び合理化を図る。 

 

４ 業務処理手続等の簡素化 

（１）業務処理手続の簡素化 

   業務処理手続きの簡素化については、これまでも各府省等で実施してきたと

ころであるが、引き続き以下の簡素化を進めていくこととする。 

①  証明書類の電子化及び提出の省略 

 扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当の申請時に添付する証明書

類について、電子添付した書類による認定ができるようにし、また、既に提

出しているものがある場合には、当該書類の添付を省略することができる。

例えば、扶養手当の申請時に住民票を添付すれば、住居手当や単身赴任手当

の申請の際には、住民票の添付を省略することができることとする。 

② 運用上行っている届出等の廃止 

 他府省等から異動してきた職員の扶養手当、住居手当等については、異動

時の新たな届出は不要とする。 

 また、異動時に認定要件を具備しているかを確認する手続については、事

務担当者による確認で足りるものとし、認定要件確認の決裁手続は不要とす

る。 

（２）決裁等の事務処理の簡素化 

   人事・給与等業務を処理する上で必要な決裁については、事務の効率化及び

合理化の観点から、決裁階層を必要最小限度に簡素化する。 



５ 安全性・信頼性の確保及び個人情報の保護 

 人事・給与情報システムは、職員の個人情報を取り扱うシステムであることか

ら、システムの安全性・信頼性の確保及び個人情報の保護の観点から、運用主体

は、最新の「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」、「行政機関の

保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針」及び「特定個人情報

の適正な取扱いに関するガイドライン（行政機関等・地方公共団体等編）」に沿

って、システムと情報資産を保護するための方針及び規程等を設け、当該方針及

び規程等に基づき、監査を含む必要な対策を講ずる。 

 

第４ システムの導入に伴うその他の施策 

１ 各府省等は、給与の支給について、職員の協力を得て、全額振込化を引き続き

推進する。 

  また、各府省等は、「会計業務の効率化に向けた改善計画」に基づき、現在、「

資金前渡官吏による分散型」となっている給与支払業務について、速やかに給与

の支払いの支出官払への移行を実現すべく、給与支払業務の支出官払化合同検討

ワーキング・グループにおいて、課題の検証及び対処等の所要の取組を進め、各

府省等における給与の支出官払への移行時期を含めたロードマップを2016年度中

（平成28年度中）に策定する。 

２ 各府省等は、国有財産総合情報管理システム、標準共済システム、政府共通プ

ラットフォーム職員認証サービスとの連携機能の速やかな利用並びに人事・給与

情報システムで作成された源泉徴収票等の国税電子申告・納税システム及び地方

税ポータルシステムを利用したオンライン提出を推進する。 

 

第５ 開発、運用について 

１ システムの開発主体及び運用主体 

 人事・給与情報システムは、集中管理方式によらず独自に運用する場合を除き

人事院が主体となって開発及び運用を行う。 

２ システムに係る開発経費及び運用経費 

 人事・給与情報システムの開発経費及び運用経費については、原則としてシス

テムを利用する府省等が利用規模に応じて負担する。 

３ システム改修の基本方針 

改善計画に基づく性能向上及び機能向上のための改修については、2015 年度（平

成 27 年度）及び 2016 年度（平成 28 年度）に行うこととする。また、2017 年度（平

成 29年度）以降においては、人事・給与情報システムに係る制度改正等への対応の

ほか、セキュリティ対策及びインシデント等を踏まえて精査を行い、安定運用及び利

便性向上に大きく寄与することが期待されるもの等については、費用対効果を踏まえ



て、改修を行うものとする。 

 

第６ 最適化工程表 

 
（注）１．各府省等の導入予定の白色部分は並行稼働を表し、灰色部分は本番稼働を表している。 

２．復興庁、外務省及び防衛省は除く（参考：裁判所についても除く）。  

 

第７ その他 

 人事院は、前記第３の２に記載してあるフォローアップの結果、人事・給与情報シ

ステムの導入状況及びシステム利用者の習熟状況並びに情報技術の進展等を踏まえ、

必要に応じて最適化計画の見直しを行うものとする。 



第８ 現行体系及び将来体系 

 別添のとおり。 

 

（参考） 

① 経費の削減効果（試算値）は、各府省等の情報システム関係経費の削減可能額を意味しているものではない。 

② 業務処理時間の短縮効果（試算値）は、各府省等におけるシステム化を含む現在の業務処理の実情により、実際の効果

は大きく変動しうる。 

 

別表１ 電子化する人事・給与等情報 

１ 採用予定者に関する情報 

２ 国際機関派遣職員の情報 

３ 初任給決定情報 

４ 昇格・降格等による俸給決定情報 

５ 昇給者名簿 

６ 休職・復職に伴う俸給決定情報 

７ 懲戒処分書の情報 

８ 人事記録の情報 

９ 扶養親族届の情報 

１０ 住居届の情報 

１１ 通勤届の情報 

１２ 単身赴任届の情報 

１３ 給与の口座振込申出書の情報 

１４ 給与所得者の扶養控除等申告書等の情報 

１５ 住民税控除額の情報 

１６ その他諸手当支給調書等の情報 

１７ 勤勉手当に関する評定の情報 

１８ 寒冷地手当に関する世帯区分の情報 

１９ 共済に関する控除額の情報 

２０ 所得税控除額の情報 

２１ 宿舎控除額の情報 

２２ 出怠勤の情報 

２３ 超過勤務実績等の情報 

２４ 特殊勤務実績の情報 

２５ 組合員資格等の情報 

２６ 短期給付の請求書等の情報 



別表２ 自動化を図る業務 

１ 異動対象者名簿の作成、内示用資料の作成、官報用原稿の作成 

２ 退職手当計算明細書の作成 

３ 人事異動通知書の作成、人事記録の更新 

４ 扶養手当認定簿の作成、更新 

５ 住居手当認定簿の作成、更新 

６ 通勤手当認定簿の作成、更新 

７ 単身赴任手当認定簿の作成、更新 

８ 職員別給与簿の作成、更新 

９ 年末調整に関する支払調書（税務署提出用）の作成 

１０ 給与所得の源泉徴収票の作成 

１１ 月次給与に関する計算調書の作成 

１２ 給与の口座振込に関する情報の作成、更新 

１３ 勤勉手当に関する財源計算書の作成 

１４ 勤勉手当に関する成績率一覧の作成 

１５ 期末・勤勉手当支給調書の作成 

１６ 寒冷地手当支給調書の作成 

１７ 給与改正計算支給調書の作成 

１８ 基準給与簿の作成 

１９ 給与支給明細書の作成 

２０ 組合員原票情報の作成 

２１ 標準報酬新規転入基礎届等の作成 

２２ 貯金等の台帳等の作成、更新 

２３ 給与支払報告書（個人別明細書）の作成 

２４ 初任給調整手当支給調書の作成 

２５ 特地勤務手当支給調書の作成 

２６ 特地勤務手当に準ずる手当支給調書の作成 

２７ 広域異動手当支給調書の作成 

 
別表３ 不要とする事務 

１ 
職員に対し休職等の発令がなされた場合、出勤簿の記載のために人事異動通知

書（写）を送付する事務を不要とする。 

２ 
扶養手当の認定を受けていた職員が、他部局へ異動した場合に、扶養親族届及

び扶養手当認定簿を当該異動先の部局に送付する事務を不要とする。 



３ 
住居手当の認定を受けていた職員が、他部局へ異動した場合に、住居届及び住

居手当認定簿を当該異動先の部局に送付する事務を不要とする。 

４ 
通勤手当の認定を受けていた職員が、他部局へ異動した場合に、通勤手当認定

簿（写）を当該異動先の部局に送付する事務を不要とする。 

５ 
単身赴任手当の認定を受けていた職員が、他部局へ異動した場合に、単身赴任

届及び単身赴任手当認定簿を当該異動先の部局に送付する事務を不要とする。 

６ 
共済事務担当者が標準報酬等級決定を行うために必要な標準報酬新規転入基礎

届等を送付する事務を不要とする。 

７ 
共済事務担当者が標準報酬等級決定をした場合に、月次給与に関する共済組合

掛金算出のために標準報酬等級等の入力を行うための事務を不要とする。 

 
別表４ 府省等間のデータ交換を可能とする情報 

１ 人事記録 

２ 扶養親族届 

３ 扶養手当認定簿 

４ 住居届 

５ 住居手当認定簿 

６ 通勤手当認定簿（写） 

７ 単身赴任届 

８ 単身赴任手当認定簿 

９ 職員別給与簿（写） 

 

別表５ 電子的に情報の授受を行う事務 

１ 会計所管部門との退職手当計算明細書の授受に電子データを活用 

２ 
会計所管部門との給与の口座振込申出書、基準給与簿の授受に電子データを活

用 

３ 
共済組合（国家公務員共済組合連合会を含む）との共済関係情報の授受に電子

データを活用 

４ 税務署との給与所得の源泉徴収票等の授受に電子デ－タを活用 

５ 地方公共団体との給与支払報告書等の授受に電子データを活用 

 



１　最適化効果指標

(1)　最適化共通効果指標（防衛省を除く）

②削減業務処理時間　（単位：万時間）

(2)　最適化個別効果指標（防衛省除く）

値 0 0 0

値 － － －

算出式 － － －

２　サービス指標

(1)　共通サービス指標

最適化効果指標・サービス指標一覧
（人事・給与等業務）

①削減経費　（単位：千円）
初年度目～７年度目 ８年度目 ９年度目 １０年度目 １１年度目 １２年度目 １３年度目 １４年度目 １５年度目
2007年度～2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

最適化実施前の経費（ａ） 2,280,000 2,280,000 1,917,438 1,917,438 1,917,438 1,917,438 1,917,438 1,917,438 1,917,438

最適化実施後の経費（試算値）
（共同利用化後の経費（試算値）(ｂ)

－ － 1,337,438 1,337,438 1,337,438

最適化効果指標　（(ａ)-(ｂ)） － － 580,000 580,000 580,000

最適化実施後の経費（実績値）　(ｃ) － 1,917,438 1,621,711 1,693,312

削減経費（実績値）　（(ａ)-(ｃ)） － 362,562 295,727 224,126

○「最適化実施前の経費(a)」について、2014年度までの22.8億円は府省毎の既存システムに係る運用経費の総額（防衛省は除く。）である。2014年度に政府共通プラットフォームへの移行が完了した
ことから、2014年度が現行機器で運用している初年度であり、2014年度の「最適化実施後の経費（実績値）(c)」については共同利用システム基盤に係る経費を除いて考える（2014年度における運用経
費総額約23億円－共同利用システム基盤の機器等の借料・保守経費約3.8億円＝約19.2億円）。2015年度以降においては、2014年度における「最適化実施後の経費（実績値）(c)」を「最適化実施前
の経費(a)」と考える。
○2019年度における「最適化実施後の経費（試算値）(b)」については、機器等の縮減見直しにより、経費削減を見込んでいる。
（政府共通プラットフォームにおける運用経費を除く。試算値中の機器等にかかる保守経費は、政府共通プラットフォームの提供する機器を利用した場合の試算ではなく、機器を持ち込んだ場合の試
算である。また年度当初から見直した場合の試算値で、実際は年度中の見直し時期により値は異なる。）
○復興庁、外務省及び防衛省（参考：裁判所）分を除外して、経費を算出している。なお防衛省の最適化実施後の経費については、2017年度政府情報システム投資計画書において公表する。

2003年度 2018年度

最適化実施前の
業務処理時間

(a)

最適化実施後の
業務処理時間
（試算値）(b)

削減業務処理
時間（目標値）

（(a)-(b)）

最適化実施後の
業務処理時間
（実績値）(c)

削減業務処理
時間（実績値）

（(a)-(c)）

時　　　間 140 90 50

金額換算（千円）
（2,534円/時間）

3,547,600 2,280,600 1,267,000

※業務処理時間（試算値）は、2015年度に実施した業務フロー調査、業務処理時間調査等に基づき、復興庁、外務省及び防衛省（参考：裁判所）
を除く全府省等において「人事・給与関係業務情報システム」が導入され、かつ、本システムの導入に伴うデータ整備等の一時的な事務負担増が
解消された後に全機能が利用された場合において、業務ごと、担当ごとの短縮効果が見込まれるかを精緻に試算して算出したものである。

主要課題 最適の実施内容 最適化個別効果指標 計算式 備考

人事・給与等業務の簡素
化・合理化

人事管理、給与管理、共済管
理、職員からの届出・申請処
置等の諸機能を一体化

システム対象職員割合
「システム対象職員数」/「シス
テム対象予定職員数」×100

最適化個別効果指標名 システム対象職員割合
計算式 「システム対象職員数」/「システム対象予定職員数」×100
単位 ％

2007
年度

2008
年度

2009
年度

2010
年度

2011
年度

2012
年度

2013
年度

2014
年度

2015
年度

2016
年度

2017
年度

2018
年度

目標 1 10 15 30 90 90 90 90 90

実績
1 1 14 27 27 36

3886/705613*100 4849/705613*100 100659/705613*100 193846/705613*100 193846/705613*100 112284/313459*100

※システム対象職員数は、個別に開発・運用する防衛省を除外するとともに、2015年度の各種調査結果に基づいて算出したものである。

共通サービス指標 稼働率
計算式 「稼働率」=「実稼動時間」／「予定稼働時間」×100
単位 ％

200７
年度

2008
年度

2009
年度

2010
年度

2011
年度

2012
年度

2013
年度

2014
年度

2015
年度

2016
年度

2017
年度

2018
年度

目標値 稼働率 - - - 99.9% 99.9% 99.9% 99.9% 99.9% 99.9% 99.9% 99.9% 99.9%

実績
稼働率 - - - 99.9% 99.9% 99.9% 99.9% 100.0% 100.0%

算出式 - - - 6617/6624*100 8747/8760*100

2004年（平成16年）2月27日
2007年（平成19年）8月24日改定
2008年（平成20年）2月13日改定
2009年(平成21年)8月28日改定
2012年(平成24年)1月17日改定
2017年(平成29年)2月28日改定

各府省情報化統括責任者（CIO）連絡会議決定

備考

8750/8760*100 8759/8760*100 8760/8760*100 8760/8760*100
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