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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		 ……………………………… 		668
	 2	 公正取引委員会など関係官庁からの排除勧告件数				668
	 3	 不祥事などによる操業・営業停止件数		 …………… 		669
	 4	 コンプライアンスに関わる事件・事故で刑事告発件数				669
	 5	 価格カルテルによる摘発件数		……………………… 		670

	 6	 贈賄による摘発件数		 ……………………………… 		670
	 7	 その他の摘発件数		………………………………… 		671
	 8	 相談役数	…………………………………………… 		671
	 9	 顧問数	……………………………………………… 		672

2．従業員基礎データ
	 1	 従業員数（男女計）		………………………………… 		673
	 2	 従業員数（男性）		…………………………………… 		673
	 3	 従業員数（女性）		…………………………………… 		674
	 4	 男女比率（男性）		…………………………………… 		674
	 5	 男女比率（女性）		…………………………………… 		675
	 6	 平均年齢（男女計）		………………………………… 		675
	 7	 平均年齢（男性）		…………………………………… 		676

	 8	 平均年齢（女性）	…………………………………… 		676
	 9	 勤続年数（男女計）		………………………………… 		677
	10	 勤続年数（男性）		…………………………………… 		677
	11	 勤続年数（女性）		…………………………………… 		678
	12	 臨時雇用者数		……………………………………… 		678
	13	 外国人従業員数		…………………………………… 		679
	14	 連結・外国人従業員数		 …………………………… 		679

3．従業員年齢別比率
	 1	 年齢別比率（男女計：30歳未満）		 ………………… 		680
	 2	 年齢別比率（男女計：30代）		 ……………………… 		680
	 3	 年齢別比率（男女計：40代）		 ……………………… 		681
	 4	 年齢別比率（男女計：50代）		 ……………………… 		681
	 5	 年齢別比率（男女計：60代以上）		 ………………… 		682
	 6	 年齢別比率（男性：30歳未満）		 …………………… 		682
	 7	 年齢別比率（男性：30代）		 ………………………… 		683
	 8	 年齢別比率（男性：40代）		 ………………………… 		683

	 9	 年齢別比率（男性：50代）		 ………………………… 		684
	10	 年齢別比率（男性：60代以上）		 …………………… 		684
	11	 年齢別比率（女性：30歳未満）		 …………………… 		685
	12	 年齢別比率（女性：30代）		 ………………………… 		685
	13	 年齢別比率（女性：40代）		 ………………………… 		686
	14	 年齢別比率（女性：50代）		 ………………………… 		686
	15	 年齢別比率（女性：60代以上）		 …………………… 		687

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）		………………………… 		688
	 2	 中途採用占有率（男女計）		………………………… 		688
	 3	 新卒採用占有率（大卒修士以上・男女計）		 ……… 		689
	 4	 中途採用占有率（大卒修士以上・男女計）		 ……… 		689
	 5	 新卒採用占有率（大卒修士以上・男性）		 ………… 		690
	 6	 中途採用占有率（大卒修士以上・男性）		 ………… 		690

	 7	 新卒採用占有率（大卒修士以上・女性）		 ………… 		691
	 8	 中途採用占有率（大卒修士以上・女性）		 ………… 		691
	 9	 新卒入社者の3年後定着率（男女計）		 …………… 		692
	10	 新卒入社者の3年後定着率（男性）		 ……………… 		692
	11	 新卒入社者の3年後定着率（女性）		 ……………… 		693

5．役職登用状況
	 1	 役職登用状況（女性管理職数）		…………………… 		694
	 2	 役職登用状況（女性部長数）		……………………… 		694
	 3	 役職登用状況（女性役員数）		……………………… 		695
	 4	 役職登用状況（女性執行役員数）		………………… 		695
	 5	 役職登用状況（男性管理職数）		…………………… 		696
	 6	 役職登用状況（男性部長数）		……………………… 		696
	 7	 役職登用状況（男性役員数）		……………………… 		697
	 8	 役職登用状況（男性執行役員数）		………………… 		697
	 9	 役職登用状況（外国人管理職数）		………………… 		698
	10	 役職登用状況（外国人部長数）		…………………… 		698

	11	 役職登用状況（外国人役員数）		…………………… 		699
	12	 役職登用状況（外国人執行役員数）		……………… 		699
	13	 役職登用状況（女性管理職比率）		………………… 		700
	14	 役職登用状況（女性部長比率）		…………………… 		700
	15	 役職登用状況（女性役員比率）		…………………… 		701
	16	 役職登用状況（女性執行役員比率）		……………… 		701
	17	 役職登用状況（外国人管理職比率）		……………… 		702
	18	 役職登用状況（外国人部長比率）		………………… 		702
	19	 役職登用状況（外国人役員比率）		………………… 		703
	20	 役職登用状況（外国人執行役員比率）		…………… 		703

6．障害者雇用・子育て・介護
	 1	 障害者雇用者数		…………………………………… 		704
	 2	 障害者雇用率		……………………………………… 		704
	 3	 産休取得者数	……………………………………… 		705
	 4	 育児休業取得者数（男女計）		……………………… 		705

	 5	 育児休業取得率（男女計）		………………………… 		706
	 6	 育児休業取得者数（女性）	………………………… 		706
	 7	 育児休業取得率（女性）	…………………………… 		707
	 8	 育児休業取得者数（男性）		………………………… 		707
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	 9	 育児休業取得率（男性）		…………………………… 		708
	10	 育児休業取得者数（男性：うち1週間以内）		 ……… 		708
	11	 育児休業取得率（男性：うち1週間以内）		 ………… 		709

	12	 育児休業復職率		…………………………………… 		709
	13	 介護休業取得者数		………………………………… 		710

7．賃金・休暇・ボランティア他
	 1	 大卒30歳平均賃金	………………………………… 		711
	 2	 年間総労働時間	…………………………………… 		711
	 3	 月平均残業時間		…………………………………… 		712
	 4	 月平均残業手当		…………………………………… 		712
	 5	 有給休暇付与日数		………………………………… 		713
	 6	 有給休暇取得日数		………………………………… 		713

	 7	 有給休暇取得率	…………………………………… 		714
	 8	 ボランティア休暇制度（利用者数）		………………… 		714
	 9	 ボランティア休職制度（利用者数）		………………… 		715
	10	 青年海外協力隊参加制度（利用者数）		…………… 		715
	11	 労働災害度数率		…………………………………… 		716
	12	 メンタルヘルスに伴う休職者数		 …………………… 		716

8．ISO9000S取得率・社会貢献・企業と政治の関わり
	 1	 ISO9000S・国内全事業所に占める取得事業所割合		 		717
	 2	 ISO9000S・海外全事業所に占める取得事業所割合		 		717
	 3	 社会貢献活動支出額（総額）		……………………… 		718
	 4	 社会貢献活動支出額（うち寄付金額）		 …………… 		718

	 5	 社会貢献活動支出額（マッチング・ギフト資金支援：
	 	 会社支出額）		……………………………………… 		719
	 6	 社会貢献活動支出額（うちその他社会貢献を目的と
	 	 した支出額）		 ……………………………………… 		719
	 7	 政治献金・ロビー活動等支出額		…………………… 		720

9．環境
	 1	 総エネルギー投入量		……………………………… 		721
	 2	 特定管理対象物質投入量	………………………… 		721
	 3	 水資源投入量	……………………………………… 		722
	 4	 温室効果ガス（CO2）排出量		 ……………………… 		722
	 5	 特定化学物質排出量・移動量		 …………………… 		723
	 6	 廃棄物等総排出量		………………………………… 		723
	 7	 総排水量	…………………………………………… 		724

	 8	 NOX（窒素酸化物）排出量		………………………… 		724
	 9	 SOX（硫黄酸化物）排出量		………………………… 		725
	10	 ISO14001・国内全事業所に占める取得事業所割合		 		725
	11	 ISO14001・海外全事業所に占める取得事業所割合		 		726
	12	 事務用品等のグリーン購入比率		 ………………… 		726
	13	 生物多様性の保全プロジェクトへの支出額		 ……… 		727


