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集計表（数値項目）

1．ガバナンス・法令順守・内部統制
	 1	 内部通報・告発件数		 ……………………………… 		614
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	 3	 不祥事などによる操業・営業停止件数		 …………… 		615
	 4	 コンプライアンスに関わる事件・事故で刑事告発件数				615
	 5	 価格カルテルによる摘発件数		……………………… 		616

	 6	 贈賄による摘発件数		 ……………………………… 		616
	 7	 その他の摘発件数		………………………………… 		617
	 8	 相談役数	…………………………………………… 		617
	 9	 顧問数	……………………………………………… 		618
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	 3	 従業員数（女性）		…………………………………… 		620
	 4	 平均年齢（男女計）		………………………………… 		620
	 5	 平均年齢（男性）		…………………………………… 		621
	 6	 平均年齢（女性）	…………………………………… 		621

	 7	 勤続年数（男女計）		………………………………… 		622
	 8	 勤続年数（男性）		…………………………………… 		622
	 9	 勤続年数（女性）	…………………………………… 		623
	10	 臨時雇用者数		……………………………………… 		623
	11	 外国人従業員数		…………………………………… 		624
	12	 連結・外国人従業員数		 …………………………… 		624

3．従業員年齢別比率
	 1	 年齢別比率（男女計：30歳未満）		 ………………… 		625
	 2	 年齢別比率（男女計：30代）		 ……………………… 		625
	 3	 年齢別比率（男女計：40代）		 ……………………… 		626
	 4	 年齢別比率（男女計：50代）		 ……………………… 		626
	 5	 年齢別比率（男女計：60代以上）		 ………………… 		627
	 6	 年齢別比率（男性：30歳未満）		 …………………… 		627
	 7	 年齢別比率（男性：30代）		 ………………………… 		628
	 8	 年齢別比率（男性：40代）		 ………………………… 		628

	 9	 年齢別比率（男性：50代）		 ………………………… 		629
	10	 年齢別比率（男性：60代以上）		 …………………… 		629
	11	 年齢別比率（女性：30歳未満）		 …………………… 		630
	12	 年齢別比率（女性：30代）		 ………………………… 		630
	13	 年齢別比率（女性：40代）		 ………………………… 		631
	14	 年齢別比率（女性：50代）		 ………………………… 		631
	15	 年齢別比率（女性：60代以上）		 …………………… 		632

4．新卒／中途別採用占有率・新卒3年後定着率
	 1	 新卒採用占有率（男女計）		………………………… 		633
	 2	 中途採用占有率（男女計）		………………………… 		633
	 3	 新卒採用占有率（大卒修士以上・男女計）		 ……… 		634
	 4	 中途採用占有率（大卒修士以上・男女計）		 ……… 		634
	 5	 新卒採用占有率（大卒修士以上・男性）		 ………… 		635
	 6	 中途採用占有率（大卒修士以上・男性）		 ………… 		635

	 7	 新卒採用占有率（大卒修士以上・女性）		 ………… 		636
	 8	 中途採用占有率（大卒修士以上・女性）		 ………… 		636
	 9	 新卒入社者の3年後定着率（男女計）		 …………… 		637
	10	 新卒入社者の3年後定着率（男性）		 ……………… 		637
	11	 新卒入社者の3年後定着率（女性）		 ……………… 		638

5．役職登用状況
	 1	 役職登用状況（女性管理職数）		…………………… 		639
	 2	 役職登用状況（女性部長数）		……………………… 		639
	 3	 役職登用状況（女性役員数）		……………………… 		640
	 4	 役職登用状況（女性執行役員数）		………………… 		640
	 5	 役職登用状況（男性管理職数）		…………………… 		641
	 6	 役職登用状況（男性部長数）		……………………… 		641
	 7	 役職登用状況（男性役員数）		……………………… 		642
	 8	 役職登用状況（男性執行役員数）		………………… 		642
	 9	 役職登用状況（外国人管理職数）		………………… 		643
	10	 役職登用状況（外国人部長数）		…………………… 		643

	11	 役職登用状況（外国人役員数）		…………………… 		644
	12	 役職登用状況（外国人執行役員数）		……………… 		644
	13	 役職登用状況（女性管理職比率）		………………… 		645
	14	 役職登用状況（女性部長比率）		…………………… 		645
	15	 役職登用状況（女性役員比率）		…………………… 		646
	16	 役職登用状況（女性執行役員比率）		……………… 		646
	17	 役職登用状況（外国人管理職比率）		……………… 		647
	18	 役職登用状況（外国人部長比率）		………………… 		647
	19	 役職登用状況（外国人役員比率）		………………… 		648
	20	 役職登用状況（外国人執行役員比率）		…………… 		648

6．障害者雇用・子育て・介護
	 1	 障害者雇用者数		…………………………………… 		649
	 2	 障害者雇用率		……………………………………… 		649
	 3	 産休取得者数	……………………………………… 		650
	 4	 育児休業取得者数（男女計）		……………………… 		650
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	11	 育児休業取得率（男性：うち1週間以内）		 ………… 		654
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	 3	 社会貢献活動支出額（総額）		……………………… 		663
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9．環境
	 1	 総エネルギー投入量		……………………………… 		666
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