海事・調査項目表（現地法人）

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

共通項目名
１９９０年 現地法人調査１９９１年 現地法人調査１９９２年 現地法人調査１９９３年 現地法人調査１９９４年 現地法人調査１９９５年 現地法人調査１９９６年 現地法人調査票（Ｈ８） １９９７年 現地法人調査１９９８年 現地法人調査
@HG
種別
G
G
本社No
本社No
本社No
本社No
本社No
本社No
本社No
本社企業
本社No
本社No
子会社No
子会社No
子会社No
子会社No
子会社No
子会社No
子会社No
子会社
子会社No
子会社No
孫会社No
孫会社No
孫会社No
孫会社No
孫会社No
孫会社No
孫会社No
孫会社
孫会社No
孫会社No
企業番号
企業番号
貴現地法人名
貴現地法人名
貴現地法人名
貴現地法人名
貴現地法人名
現地法人名
現地法人名
(101A)現地法人名
(101A)現地法人名
(101A)現地法人名
子孫会社区分
子孫会社区分
子孫会社区分
子孫会社区分
子孫会社区分
会社区分
会社区分
(102D)区分
(103A)子･孫会社区分
(103A)子･孫会社区分
子会社名
子会社名
子会社名
子会社名
子会社名
子会社名
子会社名
子会社名（アルファベット）
子会社名（アルファベット）
子会社名（アルファベット）
国（州）分類
国（州）分類
国分類
国分類
国（州）分類
国分類
国分類
(102A)国分類
(102A)国分類
(102A)国分類
州・省分類
(102B)州・省分類
(102B)州･省分類
(102B)州･省分類
業種分類
業種分類
業種分類
業種分類
業種分類
業種分類
業種分類
(102C)業種分類
(102C)業種分類
(102C)業種分類
本社との関係
本社との関係
本社との関係
進出形態
進出形態
進出形態
(701E)進出形態
設立･資本参加時期 年
設立･資本参加時期 年
設立･資本参加時期 年
設立･資本参加時期 年
設立･資本参加時期 年
設立･資本参加時期 年
設立･資本参加時期 年
(103A)設立・資本参加時期 年
(102D)設立･資本参加時期 年 (102D)設立･資本参加時期
設立･資本参加時期 月
設立･資本参加時期 月
設立･資本参加時期 月
設立･資本参加時期 月
設立･資本参加時期 月
設立･資本参加時期 月
設立･資本参加時期 月
設立･資本参加時期 月
設立･資本参加時期 月
設立･資本参加時期 月
操業開始時期 年
操業開始時期 年
(103B)操業開始時期 年
操業開始時期 年
操業開始時期 月
操業開始時期 月
操業開始時期 月
操業開始時期 月
決算月 年
決算月 年
決算月 年
決算月 年
決算月 年
決算月 年
決算月 年
(103C)決算期 年
決算月 月
決算月 月
決算月 月
決算月 月
決算月 月
決算月 月
決算月 月
決算月 月
(102E)決算月 月
(102E)決算月
進出動機 ①
進出動機 ①
進出動機 ①
(701G1)進出動機１
進出動機 ②
進出動機 ②
進出動機 ②
(701G2)進出動機２
進出動機 ③
進出動機 ③
(701G3)進出動機３
進出動機 ③
操業状況
操業状況
操業状況
操業状況
操業状況
操業状況
操業状況
(103F)操業状況
(301A)操業状況
(301A)操業状況
撤退理由及び現地の問題点 (701I1)休眠・撤退理由１
(304A)撤退･移転の主たる理由 (304A)撤退･移転の主たる理由
撤退･移転の主たる理由
休眠・撤退理由２
(701I2)休眠・撤退理由２
休眠・撤退理由３
(701I3)休眠・撤退理由３
撤退･移転時期
(302A)撤退･移転時期
(302A)撤退･移転時期
移転･統合先 1Yes/2No
(303A)移転･統合先 1Yes/2No (303A)移転･統合先 1Yes/2No
移転･統合先 国分類
(303B)移転･統合先 国分類
(303B)移転･統合先 国分類
移転･統合先 州･省分類
(303C)移転･統合先 州･省分類 (303C)移転･統合先 州･省分類
現地法人の子会社数
現地法人の子会社数
現地法人の子会社数
(103D)現地法人の子会社数
うち、第三国
うち、第三国
(103E)うち第三国
うち、第三国
操業許可条件①輸出義務
操業許可条件①輸出義務
操業許可条件①輸出義務
(701L)操業許可条件・パフォーマンス２（輸出義務）
操業許可条件②輸入制限
操業許可条件②輸入制限
操業許可条件②輸入制限
(701M)操業許可条件・パフォーマンス３（輸出入均衡）
操業許可条件③原材料現地調達
操業許可条件③原材料現地調達
(701K)操業許可条件・パフォーマンス１（材料現地調達）
操業許可条件③原材料現地調達
操業許可条件④現地人の雇用
操業許可条件④現地人の雇用
操業許可条件④現地人の雇用
(702C)操業許可条件・パフォーマンス１（外人・現地人雇用）
操業許可条件⑤出資比率制限
操業許可条件⑤出資比率制限
(701Q)操業許可条件・パフォーマンス７（現地出資）
操業許可条件⑤出資比率制限
操業許可条件⑥操業地点制限
操業許可条件⑥操業地点制限
操業許可条件⑥操業地点制限
操業許可条件⑦配当制限
操業許可条件⑦配当制限
操業許可条件⑦配当制限
操業許可条件⑧技術移転
操業許可条件⑧技術移転
操業許可条件⑧技術移転
(701O)操業許可条件・パフォーマンス５（技術移転）
操業許可条件⑨その他
操業許可条件⑨その他
(702D)操業許可条件・パフォーマンス１１（その他）
操業許可条件⑨その他
(701N)操業許可条件・パフォーマンス４（国内販売）
操業許可条件⑩国内販売
操業許可条件⑪製造要求・制限
(701P)操業許可条件・パフォーマンス６（製造要求・制限）
操業許可条件⑫為替制限
(702A)操業許可条件・パフォーマンス８（為替制限）
(702B)操業許可条件・パフォーマンス９（送金制限）
操業許可条件⑬送金制限
資本金または出資金
資本金または出資金
資本金または出資金
資本金または出資金
資本金または出資金
資本金または出資金
資本金
(201A)資本金
(201A)資本金または出資金
(201A)資本金または出資金
日本側出資比率 当初
当初 日本側出資比率
(202A)日本側出資当初比率
当初 日本側出資比率
当初 日本側出資比率 社数
日本側出資比率 当初 社数
当初社数
(202B)日本側出資当初社数
現在 日本側出資比率
現在 日本側出資比率
(202C)日本側出資現在比率
現在 日本側出資比率
現在 日本側出資比率 社数
現在 日本側出資比率 社数
現在社数
(202D)日本側出資現在社数
日本側出資比率
日本側出資比率
日本側出資比率
日本側出資比率
日本側出資比率
(201B)日本側出資比率
(201B)日本側出資比率
出資比率上位２社 第１位
出資比率上位２社 第１位
出資比率上位２社 第１位
(202E)日本側出資現在１位
出資比率上位２社 第２位
出資比率上位２社 第２位
出資比率上位２社 第２位
(202F)日本側出資現在２位
現地パートナー ①現地政府
現地パートナー ①
現地パートナー ①現地政府
現地パートナー ②現地ﾒｰｶｰ
現地パートナー ②
現地パートナー ②現地ﾒｰｶｰ
現地パートナー ③現地販売会社
現地パートナー ③
現地パートナー ③現地販売会社
現地パートナー ④
現地パートナー ④現地金融
現地パートナー ④現地金融
現地パートナー ⑤現地の個人
現地パートナー ⑤
現地パートナー ⑤現地の個人
現地パートナー ⑥第３国の企業
現地パートナー ⑥
現地パートナー ⑥第３国の企業
現地パートナー ⑦その他
現地パートナー ⑦
現地パートナー ⑦その他
現地パートナー１
(701F1)現地パートナー１
(701F2)現地パートナー２
現地パートナー２
総資産
総資産
総資産
(201B)総資産
固定資産
固定資産
(201C)うち固定資産
固定資産
有形固定資産
有形固定資産
有形固定資産
(201D)うち有形固定資産
自己資本
社債
社債
社債
(301A)社債
長期借入金
長期借入金
(301B)長期借入金
長期借入金
出資者からの借入
出資者からの借入
長期借入出資者からの借入
(301C)うち出資者からの借入
うち、日本側出資者
うち、日本側出資者
(301D)うち日本側出資者
うち、日本側出資者
現地金融機関からの借入
現地金融機関からの借入
資金調達現地金融機関からの借入
(302A)うち現地金融機関からの借入
うち、現地邦銀
うち、現地邦銀
(302B)うち現地邦銀
うち、現地邦銀
うち、債務保証による借入
(302C)うち債務保証による借入
うち、債務保証による借入
資金調達状況 合計
資金調達合計
(302D)資金調達合計
資金調達状況 合計
設備投資 自己資金
元年度間設備投資 自己資金
自己資金
(401A)自己資金
元年度間設備投資 出資者からの借入
出資者からの借入
(401B)出資者からの借入
設備投資 出資者からの借入
設備投資 現地金融機関からの借入
元年度間設備投資 現地金融機関からの借入
設備投資現地金融機関からの借入
(401C)現地金融機関からの調達
設備投資 その他
元年度間設備投資 その他
その他
(401D)その他
設備投資 合計
元年度間設備投資 合計
設備投資額
設備投資額
設備投資合計
設備投資額
設備投資額
(402A)平成７年度設備投資実績
(401A)平成８年度設備投資
(401A)設備投資
うち、日本側出資者引受
うち、日本側出資者引受
設備投資うち、日本側出資者引うち、資金調達日本側出資者引うち、資金調達日本側引受額 (402B)うち日本側出資者引受
(401B)うち、資金調達日本側出 (401B)うち、資金調達日本側出
設備投資目的別内訳 能力増強
目的別内訳 能力増強
設備投資目的別内訳 合理化、省力化、省エネ化 目的別内訳 合理化、省力化、省エネ化
設備投資目的別内訳 研究開発
目的別内訳 研究開発
設備投資目的別内訳 維持・修繕
目的別内訳 維持・修繕
目的別内訳 環境保全
設備投資目的別内訳 環境保全
設備投資目的別内訳 その他
目的別内訳 その他
設備調達先 現地調達
設備調達先現地調達
(402C)現地調達
設備調達先 現地調達
設備調達先 日本から輸入
設備調達先 日本から輸入
設備調達先日本から輸入
日本からの輸入による設備調達日本からの輸入による設備調達(402D)日本からの輸入
(401C)日本からの輸入による設(401C)日本からの輸入による設
設備調達先 第三国から輸入
設備調達先第三国から輸入
(402E)第三国からの輸入
設備調達先 第三国から輸入
本年度設備投資額（見込）
H６年度見込設備投資額
H7見込み設備投資額（見込み）(403A)平成８年度設備投資見込み
(402A)平成９年度設備投資(見込
(402A)Ｈ１０年度設備投資(見込
H7見込みうち、資金調達日本側(403B)うち日本側出資者引受
(402B)うち、資金調達日本側引 (402B)うち、資金調達日本側引
うち日本側出資者引受（見込）
本年度日本からの輸入による設備調達予定額（見込）
H６年度見込日本からの輸入にH7見込み日本からの輸入による
(403D)日本からの輸入
(402C)平成９年見込日本からの(402C)Ｈ１０年度日本からの輸入
H７年度計画設備投資額
来年度計画設備投資額
H７年度計画日本からの輸入による設備調達額
来年度日本からの輸入による計画設備調達額
設備投資の主な目的
(701J)設備投資目的
設備投資の主な目的
設備投資の目的①
設備投資の目的②
設備投資の目的③
設備投資の目的④
設備投資の目的⑤
設備投資の目的⑥
設備投資の目的⑦
売上 現地販売
売上 現地販売
売上 現地販売
売上 現地販売
売上 現地販売
現地販売
売上 うち、現地販売
(501A)売上高総額（現地販売）
(503A)販売額
(503A)販売額
売上 日本向輸出
売上 日本向輸出
売上 日本向け輸出
売上 日本向け輸出
売上 日本向輸出
日本向け輸出
売上 うち、日本向け輸出
(502A)売上高総額日（本向け輸出）
(502A)日本向け輸出
(502A)日本向け輸出
売上 第３国向け輸出
売上 第３国向け輸出
売上 第三国向け輸出
売上 第三国向け輸出
売上 第３国向け輸出
第三国向け輸出
売上 うち、第三国向け輸出 (503A)売上高総額（第三国向け）
(504A)第３国向け輸出
(504A)第３国輸出
売上 第３国向け北米
売上 第３国向け北米
売上 うち、北米向け輸出
売上 うち、北米向け輸出
売上 第３国向け北米
第三国向け輸出 うち、北米
売上 第三国向け輸出 うち、北(504A)売上高総額（北米）
(505A)第３国輸出（北米）
(505A)第３国輸出（北米）
売上 第３国向けアジア
売上 第３国向けアジア
売上 うち、ｱｼﾞｱ向け輸出
売上 うち、ｱｼﾞｱ向け輸出
売上 第３国向けアジア
第三国向け輸出 うち、ｱｼﾞｱ
売上 第三国向け輸出 うち、ｱｼ(506A)売上高総額（アジア）
(506A)第３国輸出（アジア）
(506A)第３国輸出（アジア）
売上 第３国向けヨーロッパ
売上 第３国向けヨーロッパ
売上 うち、ﾖｰﾛｯﾊﾟ向け輸出 売上 うち、ﾖｰﾛｯﾊﾟ向け輸出 売上 第３国向けヨーロッパ
第三国向け輸出 うち、ﾖｰﾛｯﾊﾟ 売上 第三国向け輸出 うち、ﾖｰ(508A)売上高総額（ヨーロッパ）
(507A)第三国向け輸出 うち、ﾖｰ(507A)第三国向け輸出 うち、ﾖｰ
売上 第３国向け中南米
売上 第３国向け中南米
売上 第３国向け中南米
(505A)売上高総額（中南米）
売上 第３国向け中東
売上 第３国向け中東
売上 第３国向け中東
(507A)売上高総額（中東）
売上 うち、その他地域向け輸出
売上 第３国向けオセアニア
売上 第３国向けオセアニア
売上 第３国向けオセアニア
(509A)売上高総額（オセアニア）
売上 第３国向けアフリカ
売上 第３国向けアフリカ
売上 第３国向けアフリカ
(510A)売上高総額（アフリカ）
売上総計
売上総計
売上高
売上高
売上総計
売上高総計
売上高
(511A)売上高総額（売上高総計）
(501A)売上高総計
(501A)売上高総計
売上見込み本年度
売上見込み平成２年度
Ｈ３年度売上高見込み
Ｈ４ＦＹ売上高見込
売上見込み平成５年度
H６年度見込売上高
H7見込み売上高
(512A)売上高総額（平成８年度見込み）
(501B)Ｈ９年度売上高総計(見込(501B)Ｈ１０年度売上高総計(見
本年度見込うち、日本向け輸出
H６年度見込うち、日本向け輸出H7見込みうち、日本向け輸出
(502B)うち日本向け輸出(見込) (502B)日本向け輸出(見込)
来年度計画売上高
H７年度計画売上高
来年度計画うち、日本向け輸出
H７年度計画うち、日本向け輸出
売上うち同Ｇ内現地販売
売上うち同Ｇ内現地販売
売上うち同一Ｇ現地販売
(501B)売上高うち同一グループ内（現地販売）
売上うち同Ｇ内日本向輸出
売上うち同Ｇ内日本向輸出
売上うち同一Ｇ日本向輸出
(502B)売上高うち同一グループ内（日本向け輸出）
売上うち同Ｇ内第三国向け輸出
売上うち同Ｇ内第三国向け輸出
売上うち同一Ｇ第三国向け輸出
(503B)売上高うち同一グループ内（第三国向け）
売上うち同Ｇ内第３国向け輸出北米
売上うち同Ｇ内第３国向け輸出北米
売上うち同一Ｇ第三国向け輸出 北米
(504B)売上高うち同一グループ内（北米）
売上うち同Ｇ内第３国向け輸出中南米
売上うち同Ｇ内第３国向け輸出中南米
売上うち同一Ｇ第三国向け輸出 中南米
(505B)売上高うち同一グループ内（中南米）
売上うち同Ｇ内第３国向け輸出アジア
売上うち同Ｇ内第３国向け輸出アジア
売上うち同一Ｇ第三国向け輸出 ｱｼﾞｱ
(506B)売上高うち同一グループ内（アジア）
売上うち同Ｇ内第３国向け輸出中東
売上うち同Ｇ内第３国向け輸出中東
売上うち同一Ｇ第三国向け輸出 中東
(507B)売上高うち同一グループ内（中東）
売上うち同Ｇ内第３国向け輸出ヨーロッパ
売上うち同Ｇ内第３国向け輸出ヨーロッパ
売上うち同一Ｇ第三国向け輸出 ﾖｰﾛｯﾊﾟ
(508B)売上高うち同一グループ内（ヨーロッパ）

1

海事・調査項目表（現地法人）

№
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250

共通項目名
売上うち同Ｇ内第３国向け輸出オセアニア
売上うち同Ｇ内第３国向け輸出アフリカ
売上うち同Ｇ内第３国向け輸出売上総計
仕入高 現地調達
日本から輸入
第三国から輸入
第三国から輸入北米
第三国から輸入アジア
第三国から輸入ヨーロッパ
第三国から輸入中南米
第三国から輸入中東
第三国から輸入オセアニア
第三国から輸入アフリカ
仕入高総計
完成品輸入高
本年度見込仕入高総計
本年度見込仕入高うち日本からの輸入
来年度計画仕入高うち日本からの輸入
仕入うち同Ｇ内現地調達
仕入うち同Ｇ内日本から輸入
仕入うち同Ｇ内第三国から輸入
仕入うち同Ｇ内第三国から輸入北米
仕入うち同Ｇ内第三国から輸入中南米
仕入うち同Ｇ内第三国から輸入アジア
仕入うち同Ｇ内第三国から輸入中東
仕入うち同Ｇ内第三国から輸入ヨーロッパ
仕入うち同Ｇ内第三国から輸入オセアニア
仕入うち同Ｇ内第三国から輸入アフリカ
仕入うち同Ｇ内仕入高総計
営業費 売上原価
営業費 販売費・一般管理費
営業費内訳 広告宣伝費
営業費内訳 情報処理通信費
営業費内訳 給与総額
営業費内訳 荷造運搬費
営業費内訳 賃借料
営業費内訳 減価償却費
経常利益（△損失）
支払利息・割引料
法人税等
税引後当期損益
利益処分状況 役員賞与
利益処分状況 配当金
利益処分状況 うち、現金配当
利益処分状況 当期内部留保額
年度末内部保留残高
日本向支払 配当
日本向支払 借入金利息
日本向支払 ロイヤルティ
日本向支払 その他支払
日本向支払 合計
売上高第１位品目 品目分類コード
売上高第１位品目 現地販売
売上高第１位品目 日本向輸出
売上高第１位品目 第三国向輸出
売上高第１位品目 総計
売上高第２位品目 品目分類コード
売上高第２位品目 現地販売
売上高第２位品目 日本向輸出
売上高第２位品目 第三国向輸出
売上高第２位品目 総計
売上高第３位品目 品目分類コード
売上高第３位品目 現地販売
売上高第３位品目 日本向け販売
売上高第３位品目 第三国向け販売
売上高第３位品目 総計
仕入高第１位品目 品目番号
仕入高第１位品目 現地調達
仕入高第１位品目 日本からの輸入
仕入高第１位品目 第三国からの輸入
仕入高第１位品目 仕入高
仕入高第２位品目 品目番号
仕入高第２位品目 現地調達
仕入高第２位品目 日本からの輸入
仕入高第２位品目 第三国からの輸入
仕入高第２位品目 仕入高
仕入高第３位品目 品目番号
仕入高第３位品目 現地調達
仕入高第３位品目 日本からの輸入
仕入高第３位品目 第三国からの輸入
仕入高第３位品目 仕入高
生産高
うち、委託生産
委託生産
製造品出荷額
原材料現地額
原材料現地額理由
販売・調達先別割合A
販売・調達先別割合B
販売・調達先別割合C
販売・調達先別割合D
取締役員数
取締役員数うち日本側派遣者数
従業員数
従業員数うち日本側派遣者数
雇用者合計
うち、日本側派遣者数①
従業員中の管理者数
うち、日本側派遣者数②
従業員中の技術者数
うち、日本側派遣者数③
給与支給額
研究開発費
研究所数
研究員数
研究開発機能
技術導入
研修制度の有無
研修制度 元年度間延べ人数
研修形態 ①
研修形態 ②
現地事情の問題点 ①
現地事情の問題点 ②
現地事情の問題点 ③
現地事情の問題点 ④
現地事情の問題点 ⑤
現地事情の問題点 ⑥
現地事情の問題点 ⑦
現地事情の問題点 ⑧
現地事情の問題点 ⑨
現地事情の問題点 ⑩
最近特に悪化しつつあるもの ①
最近特に悪化しつつあるもの ②
最近特に悪化しつつあるもの ③
最近特に悪化しつつあるもの ④

１９９０年 現地法人調査１９９１年 現地法人調査１９９２年 現地法人調査１９９３年 現地法人調査１９９４年 現地法人調査１９９５年 現地法人調査１９９６年 現地法人調査票（Ｈ８）
売上うち同Ｇ内第３国向け輸出オセアニア

売上うち同一Ｇ第三国向け輸出 オセアニア

１９９７年 現地法人調査１９９８年 現地法人調査

(509B)売上高うち同一グループ内（オセアニア）

売上うち同Ｇ内第３国向け輸出アフリカ

売上うち同一Ｇ第三国向け輸出 アフリカ

(510B)売上高うち同一グループ内（アフリカ）

売上うち同Ｇ内第３国向け輸出総計

売上うち同一Ｇ売上高総計

(511B)売上高うち同一グループ内（売上高総計）

仕入高 現地調達

仕入 現地調達

仕入 現地調達

仕入 現地調達

現地調達

仕入現地調達

(501C)仕入高総額（現地調達）

(510A)現地調達額

(510A)現地調達額

日本から輸入

仕入 日本からの輸入

仕入 日本からの輸入

日本から輸入

日本からの輸入

仕入日本からの輸入

(502C)仕入高総額（日本からの輸入）

(509A)日本から輸入

(509A)日本から輸入

第三国から輸入

仕入 第三国からの輸入

仕入 第三国からの輸入

第三国から輸入

第三国からの輸入

仕入第三国からの輸入

(503C)仕入高総額（第三国からの輸入）

(511A)第３国輸入

(511A)第３国輸入

第三国から輸入北米

仕入 うち、北米からの輸入

仕入 うち、北米からの輸入

第三国から輸入北米

第三国からの輸入 うち、北米 仕入第三国からの輸入 うち、北(504C)仕入高総額（北米）

(512A)第３国輸入（北米）

(512A)第３国輸入（北米）

第三国から輸入アジア

仕入 うち、ｱｼﾞｱからの輸入

仕入 うち、ｱｼﾞｱからの輸入

第三国から輸入アジア

第三国からの輸入 うち、ｱｼﾞｱ 仕入第三国からの輸入 うち、ｱ (506C)仕入高総額（アジア）

(513A)第３国輸入（アジア）

(513A)第３国輸入（アジア）

第三国から輸入ヨーロッパ

仕入 うち、ﾖｰﾛｯﾊﾟからの輸入 仕入 うち、ﾖｰﾛｯﾊﾟからの輸入 第三国から輸入ヨーロッパ

第三国からの輸入 うち、ﾖｰﾛｯﾊ仕入第三国からの輸入 うち、ﾖ (508C)仕入高総額（ヨーロッパ）

(514A)第三国からの輸入 うち、(514A)第三国からの輸入 うち、

第三国から輸入中南米

第三国から輸入中南米

(505C)仕入高総額（中南米）

第三国から輸入中東

(507C)仕入高総額（中東）

第三国から輸入オセアニア

第三国から輸入オセアニア

(509C)仕入高総額（オセアニア）

第三国から輸入アフリカ

第三国から輸入アフリカ

第三国から輸入中東

仕入 うち、その他地域向け輸入

仕入高総計

仕入高

仕入高

仕入高総計

完成品輸入高

完成品輸入高

完成品輸入高

完成品輸入高

(510C)仕入高総額（アフリカ）
仕入高

仕入高

(511C)仕入高総額（仕入高総計）

(508A)仕入高総計

(508A)仕入高総計

(512C)完成品輸入高
H６年度見込仕入高うち日本か H7見込み仕入高うち日本からの輸入

(509B)Ｈ９年度日本からの輸入 (509B)Ｈ１０年度日本からの輸入

H７年度計画仕入高うち日本からの輸入
仕入うち同Ｇ内現地調達

仕入うち同一Ｇ現地調達

(501D)仕入高うち同一企業グループ内（現地調達）

仕入うち同Ｇ内日本から輸入

仕入うち同一Ｇ日本から輸入

(502D)仕入高うち同一企業グループ内（日本からの輸入）

仕入うち同Ｇ内第三国から輸入

仕入うち同一Ｇ第三国から輸入

(503D)仕入高うち同一企業グループ内（第三国からの輸入）

仕入うち同Ｇ内第三国から輸入北米

仕入うち同一Ｇ第三国から輸入 北米

(504D)仕入高うち同一企業グループ内（北米）

仕入うち同Ｇ内第三国から輸入中南米

仕入うち同一Ｇ第三国から輸入 中南米

(505D)仕入高うち同一企業グループ内（中南米）

仕入うち同Ｇ内第三国から輸入アジア

仕入うち同一Ｇ第三国から輸入 ｱｼﾞｱ

(506D)仕入高うち同一企業グループ内（アジア）

仕入うち同Ｇ内第三国から輸入中東

仕入うち同一Ｇ第三国から輸入 中東

(507D)仕入高うち同一企業グループ内（中東）

仕入うち同Ｇ内第三国から輸入ヨーロッパ

仕入うち同一Ｇ第三国から輸入 ﾖｰﾛｯﾊﾟ

(508D)仕入高うち同一企業グループ内（ヨーロッパ）

仕入うち同Ｇ内第三国から輸入オセアニア

仕入うち同一Ｇ第三国から輸入 オセアニア

(509D)仕入高うち同一企業グループ内（オセアニア）

仕入うち同Ｇ内第三国から輸入アフリカ

仕入うち同一Ｇ第三国から輸入 アフリカ

(510D)仕入高うち同一企業グループ内（アフリカ）

仕入うち同Ｇ内仕入高総計

仕入うち同一Ｇ仕入高総計

(511D)仕入高うち同一企業グループ内（仕入高総計）
営業費 売上原価

(513A)売上原価

(601A)営業費 売上原価

営業費 販売費・一般管理費

(513B)販売費・一般管理費

(602A)営業費 販売費･一般管理(602A)営業費 販売費･一般管理

(601A)営業費 売上原価

(513C)広告宣伝費
(513D)情報処理通信費

経常損益

経常利益（△損失）

経営利益（△損失）

経常損益

経常利益（△損失）

営業費内訳 給与総額

(514B)給与総額

(603A)営業費内訳 給与総額

営業費内訳 荷造運搬費

(514A)荷造運搬費

(604A)営業費内訳 荷造運搬費 (604A)営業費内訳 荷造運搬費

(603A)営業費内訳 給与総額

営業費内訳 賃借料

(513E)賃借料

(605A)営業費内訳 賃借料

営業費内訳 減価償却費

(514C)減価償却費

(606A)営業費内訳 減価償却費 (606A)営業費内訳 減価償却費

経常利益（△損失）

(515B)経常利益

(607A)経常利益

(607A)経常利益

(608A)税引後当期利益

(608A)税引後当期利益

(609A)当期内部留保額

(605A)営業費内訳 賃借料

(515A)支払利息・割引料
法人税等

法人税等

(515C)法人税・住民税

税引後当期損益

税引後当期利益（△損失）

税引後当期損益（△損失）

税引後当期損益

利益処分状況 役員賞与

役員賞与

利益処分状況 役員賞与

利益処分状況 役員賞与

(516A)役員賞与

利益処分状況 配当金

配当金

配当金

配当金

(516B)配当金

うち、現金配当

うち、現金配当

利益処分状況 うち、現金配当 うち、現金配当

税引後当期利益（△損失）

税引後当期利益（△損失）

(515D)税引後当期利益

利益処分状況 当期内部留保額
当期内部留保額（△取崩）

当期内部留保額（△取消）

当期内部留保額

当期内部留保額（△取消）

当期内部留保額（△取崩額）

(516C)当期内部留保

(609A)当期内部留保額

年度末内部保留残高

Ｈ３ＦＹ内部保留額（取消）

年度末内部留保残高

Ｈ５ＦＹ内部留保残高

Ｈ６ＦＹ内部留保残高

(516D)年度末内部留保

(610A)Ｈ８年度末内部留保残高(610A)内部留保残高

Ｈ２ＦＹ内部保留残

日本向支払 配当

日本向支払 配当

(517A)配当

日本向支払 借入金利息

借入金利息

(517B)借入利息

日本向支払 ロイヤルティ

ロイヤルティ

(517C)ロイヤリティ

日本向支払 その他支払

その他支払

(517D)その他支払い

日本向支払 合計

日本向け支払い合計

(517E)合計

売上高第１位品目 品目分類コ第１位コード

売上高第１位品目分類コード

(521A)売上高第１位の品目番号

売上高第１位品目 現地販売

売上高第１位現地販売

(521C)売上高第１位の現地販売

売上高第１位品目 日本向輸出

売上高第１位日本向輸出

(521D)売上高第１位の日本向け販売

売上高第１位品目 第三国向輸出

売上高第１位第三国向輸出

(521E)売上高第１位の第三国向け販売

売上高第１位品目 総計

売上高第１位総計

(521B)売上高第１位の売上高

売上高第２位品目 品目分類コ第２位コード

売上高１位

売上高第２位品目分類コード

(522A)売上高第２位の品目番号

売上高第２位品目現地販売

売上高第２位現地販売

(522C)売上高第２位の現地販売

売上高第２位品目日本向輸出

売上高第２位日本向輸出

(522D)売上高第２位の日本向け販売

売上高第２位品目第三国向輸出

売上高第２位第三国向輸出

(522E)売上高第２位の第三国向け販売

売上高第２位品目総計

売上高第２位総計

(522B)売上高第２位の売上高

売上高２位
第３位コード

(611A)日本側出資者向け支払費
(611A)日本側出資者向け支払費

(523A)売上高第３位の品目番号
(523C)売上高第３位の現地販売
(523D)売上高第３位の日本向け販売
(523E)売上高第３位の第三国向け販売

売上高３位

(523B)売上高第３位の売上高

仕入高第１位品目 品目分類コード

仕入高第１位品目分類コード

仕入高第１位品目 現地販売

仕入高第１位現地販売

(531A)仕入高第１位の品目番号
(531C)仕入高第１位の現地調達

仕入高第１位品目 日本向輸出

仕入高第１位日本から輸入

(531D)仕入高第１位の日本からの輸入

仕入高第１位品目 第三国向輸出

仕入高第１位第三国から輸入

(531E)仕入高第１位の第三国からの輸入

仕入高第１位品目 総計

仕入高第１位総計

(531B)仕入高第１位の仕入高

仕入高第２位品目 品目分類コード

仕入高第２位品目分類コード

(532A)仕入高第２位の品目番号

仕入高第２位品目 現地販売

仕入高第２位現地販売

(532C)仕入高第２位の現地調達

仕入高第２位品目 日本向輸出

仕入高第２位日本から輸入

(532D)仕入高第２位の日本からの輸入

仕入高第２位品目 第三国向輸出

仕入高第２位第三国から輸入

(532E)仕入高第２位の第三国からの輸入

仕入高第２位品目 総計

仕入高第２位総計

(532B)仕入高第２位の仕入高
(533A)仕入高第３位の品目番号
(533C)仕入高第３位の現地調達
(533D)仕入高第３位の日本からの輸入
(533E)仕入高第３位の第三国からの輸入
(533B)仕入高第３位の仕入高

生産高

Ｈ２ＦＹ生産高

Ｈ３ＦＹ生産高

生産高

うち、委託生産

うち、委託生産

委託生産

委託生産

製造品出荷額

製造品出荷額

製造品出荷高

生産額

(604A)生産高
(604B)うち受託生産
(604C)委託生産

製造品出荷額

製造品出荷額

製造品出荷額

(604D)製造品出荷額

原材料現地額
原材料現地額理由

取締役員数

取締役員数

(601A)取締役員数

取締役員数うち日本側派遣者数

取締役員数うち、日本側派遣者数

(601B)うち日本側派遣者数

従業員数

従業員数

(601C)従業員

従業員数うち日本側派遣者数

従業員数うち、日本側派遣者数

(601D)うち日本側派遣者数

雇用者合計

従業員数

従業員数

従業員数合計

うち、日本側派遣者数①

うち、日本からの派遣者数

うち、日本からの派遣者数

従業員数合計うち、日本側派遣者数

従業員数

従業者数

(515A)研究開発費

(515A)研究開発費

(601E)合計

従業員中の管理者数

(602A)従業員中の管理者数

うち、日本側派遣者数②

管理者数うち、日本側派遣者数

(602B)うち日本側派遣者数

従業員中の技術者数

従業員中の技術者数

(602C)従業員中の技術者数

うち、日本側派遣者数③

技術者数うち、日本側派遣者数

(602D)うち日本側派遣者数

給与支給額

給与支給額

研究開発費

研究開発費

研究所数

研究所数

(603B)研究所数

研究員数

研究員数

(603C)研究員数

研究開発機能

研究開発機能

技術導入

技術導入先

研究開発費

(603A)研究開発費

有無

研修制度有無

(703J)現地職員に対する研修１

元年度間延べ人数

研修制度元年度間延べ人数

(703K)現地職員に対する研修２

形態①

研修制度形態①

(703L)現地職員に対する研修３

形態②

研修制度形態②

(703M)現地職員に対する研修４

現地事情の問題点 ①

現地事情の問題点 ①

(702E1)現知事情の問題点１

現地事情の問題点 ②

現地事情の問題点 ②

(702E2)現知事情の問題点２

現地事情の問題点 ③

現地事情の問題点 ③

(702E3)現知事情の問題点３

現地事情の問題点 ④

現地事情の問題点 ④

(702E4)現知事情の問題点４

現地事情の問題点 ⑤

現地事情の問題点 ⑤

(702E5)現知事情の問題点５

現地事情の問題点 ⑥

現地事情の問題点 ⑥

(702E6)現知事情の問題点６

現地事情の問題点 ⑦

現地事情の問題点 ⑦

(702E7)現知事情の問題点７

現地事情の問題点 ⑧

現地事情の問題点 ⑧

(702E8)現知事情の問題点８

現地事情の問題点 ⑨

現地事情の問題点 ⑨

(702E9)現知事情の問題点９

現地事情の問題点 ⑩

現地事情の問題点 ⑩

(702E10)現知事情の問題点１０

最近特に悪化しつつあるもの ①

最近特に悪化しつつあるもの ①

(702F1)最近特に悪化しつつあるもの１

最近特に悪化しつつあるもの ②

最近特に悪化しつつあるもの ②

(702F2)最近特に悪化しつつあるもの２

最近特に悪化しつつあるもの ③

最近特に悪化しつつあるもの ③

(702F3)最近特に悪化しつつあるもの３

最近特に悪化しつつあるもの ④

最近特に悪化しつつあるもの ④

(702F4)最近特に悪化しつつあるもの４

2

(201C)従業者数

(601F)うち日本側派遣者数

従業員中の管理者数

研究開発費

(201C)従業者数

海事・調査項目表（現地法人）

№
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357

共通項目名
１９９０年 現地法人調査１９９１年 現地法人調査１９９２年 現地法人調査１９９３年 現地法人調査１９９４年 現地法人調査１９９５年 現地法人調査１９９６年 現地法人調査票（Ｈ８）
最近特に悪化しつつあるもの ⑤
最近特に悪化しつつあるもの ⑤
最近特に悪化しつつあるもの ⑤
(702F5)最近特に悪化しつつあるもの５
事前承認事項 ①役員の任免
事前承認事項 ①
事前承認事項 ①
事前承認事項 ②従業員の雇用・解雇
事前承認事項 ②
事前承認事項 ②
事前承認事項 ③賃金の引上げ（ベースアップ等）事前承認事項 ③
事前承認事項 ③
事前承認事項 ④利益処分
事前承認事項 ④
事前承認事項 ④
事前承認事項 ⑤新規設備投資の決定
事前承認事項 ⑤
事前承認事項 ⑤
事前承認事項 ⑥製造方法の変更
事前承認事項 ⑥
事前承認事項 ⑥
事前承認事項 ⑦販売条件の変更
事前承認事項 ⑦
事前承認事項 ⑦
事前承認事項 ⑧研究開発投資の決定
事前承認事項 ⑧
事前承認事項 ⑧
事前承認事項 ⑨子会社の設立・他社への資本参事前承認事項 ⑨
事前承認事項 ⑨
事前承認事項 ⑩長期資金調達の決定
事前承認事項 ⑩
事前承認事項 ⑩
事前承認事項 ⑪
事前承認事項 ⑪
事前承認事項 ⑪一定額以上の寄付
事前承認事項１
(703A1)事前承認事項１
事前承認事項２
(703A2)事前承認事項２
事前承認事項３
(703A3)事前承認事項３
(703A4)事前承認事項４
事前承認事項４
(703A5)事前承認事項５
事前承認事項５
各部門の責任者 ①
各部門の責任者 ①
各部門の責任者 ①
(703B)各部門の責任者１
各部門の責任者 ②
各部門の責任者 ②
各部門の責任者 ②
(703C)各部門の責任者２
各部門の責任者 ③
各部門の責任者 ③
各部門の責任者 ③
(703D)各部門の責任者３
各部門の責任者 ④
各部門の責任者 ④
各部門の責任者 ④
(703E)各部門の責任者４
各部門の責任者 ⑤
各部門の責任者 ⑤
(703F)各部門の責任者５
各部門の責任者 ⑤
各部門の責任者 ⑥
各部門の責任者 ⑥
各部門の責任者 ⑥
(703G)各部門の責任者６
各部門の責任者 ⑦
各部門の責任者 ⑦
(703H)各部門の責任者７
各部門の責任者 ⑦
各部門の責任者 ⑧
各部門の責任者 ⑧
各部門の責任者 ⑧
(703I)各部門の責任者８
争訟件数
争訟件数
法律分野 ①
法律分野 ①
法律分野 ②
法律分野 ②
法律分野 ③
法律分野 ③
Ｍ＆Ａの影響売上高経常利益率
Ｍ＆Ａの影響売上高経常利益率
変化
変化
労働組合
労働組合
年間寄付実施額
年間寄付実施額
年間寄付額
年間寄付実施額（Ｈ３ＦＹ）
年間寄付実施額
(605A)年間寄付実施額
融和活動実施状況 ①
融和活動実施状況 ①
寄付 教育機関
融和活動実施状況 ②
寄付 医療機関
融和活動実施状況 ②
融和活動実施状況 ③
融和活動実施状況 ③
寄付 各種団体
融和活動実施状況 ④
寄付 地方自治体
融和活動実施状況 ④
融和活動実施状況 ⑤
融和活動実施状況 ⑤
寄付 スポーツ施設
融和活動実施状況 ⑥
寄付 ＰＢＳ
融和活動実施状況 ⑥
融和活動実施状況 ⑦
融和活動実施状況 ⑦
寄付 災害
融和活動実施状況 ⑧
寄付 地域開発
融和活動実施状況 ⑧
融和活動実施状況 ⑨
寄付 奨学金制度
融和活動実施状況 ⑨
融和活動実施状況 ⑩
融和活動実施状況 ⑩
寄付 ボランティア
融和活動実施状況 ⑪
融和活動実施状況 ⑪
寄付 交通安全
融和活動実施状況 ⑫
寄付 イベント
融和活動実施状況 ⑫
融和活動実施状況 ⑬
融和活動実施状況 ⑬
寄付 自社施設開放
環境 ①
環境 ①
環境問題 ①
環境 ①
環境 ②
環境 ②
環境 ②
環境問題 ②
(703M)環境問題１
環境 ③
環境 ③
環境問題 ③－１
環境問題 ③－１
環境問題 ③－１
(703N1)環境問題２１
環境問題 ③－２
環境問題 ③－２
環境問題 ③－２
(703N2)環境問題２２
環境問題 ③－３
環境問題 ③－３
環境問題 ③－３
(703N3)環境問題２３
環境問題 ③－４
環境問題 ③－４
環境問題 ③－４
(703N4)環境問題２４
環境問題 ③－５
環境問題 ③－５
環境問題 ③－５
(703N5)環境問題２５
環境問題 ③－６
環境問題 ③－６
環境問題 ③－６
(703N6)環境問題２６
環境 ④－１
環境 ④－１
環境 ④－１
環境 ④－１
環境 ④－２
環境 ④－２
環境 ④－２
環境 ④－２
将来の経営計画
将来の経営計画
経営計画
経営計画①
経営計画①
(703T)将来の経営計画
経営計画②－１現在
経営計画②－１
経営計画②－１
(701A)現地法人の機能_1_A
経営計画②－２現在
経営計画②－２
経営計画②－２
(701B)現地法人の機能_1_Ｂ
経営計画③－１将来
経営計画③－１
経営計画③－１
(701C)現地法人の機能_２_A
経営計画③－２
経営計画③－２
(701D)現地法人の機能_２_Ｂ
経営計画③－２将来
現地法人の機能 基礎研究
現地法人の機能 応用研究
現地法人の機能 開発研究(全世界向け)
現地法人の機能 開発研究(現地向け)
現地法人の機能 企画･設計(全世界向け)
現地法人の機能 企画･設計(現地向け)
現地法人の機能 製造
現地法人の機能 原材料･部品等の調達
現地法人の機能 販売
現地法人の機能 金融
現地法人の機能 持株会社
現地法人の機能 地域統括
現地法人の機能 将来_基礎研究
現地法人の機能 将来_応用研究
現地法人の機能 将来_開発研究（全世界向け）
現地法人の機能 将来_開発研究（現地向け）
現地法人の機能 将来_企画・設計（全世界向）
現地法人の機能 将来_企画・設計（現地向け）
現地法人の機能 将来_製造
現地法人の機能 将来_原材料部品等の調達
現地法人の機能 将来_販売
現地法人の機能 将来_金融
現地法人の機能 将来_持株会社
現地法人の機能 将来_地域統括
製造形態と技術水準(現在) 日本との工程間分業
製造形態と技術水準(現在) 日本以外の国との工程間分業
製造形態と技術水準(現在) 一貫生産
製造形態と技術水準(将来) 日本との工程間分業
製造形態と技術水準(将来) 日本以外の国との工程間分業
製造形態と技術水準(将来) 一貫生産
製造形態
現在の技術水準
将来（５年を目処）技術水準
親会社向け支払費用
親会社向け支払費用
投資決定のポイント１
(701H1)投資決定のポイント１
投資決定のポイント２
(701H2)投資決定のポイント２
投資決定のポイント３
(701H3)投資決定のポイント３
知的財産問題１
(702G)知的財産問題１
知的財産問題２
(702H)知的財産問題２
投資に対する評価１
(703O)投資に対する評価１
投資に対する評価２
(703P)投資に対する評価２
投資に対する評価３
(703Q)投資に対する評価３
投資に対する評価４
(703R)投資に対する評価４
連結財務諸表の対象の有無
日本の国内工場における生産活動の変化

3

１９９７年 現地法人調査１９９８年 現地法人調査

(702A)将来(5年後)の経営計画 (702A)将来(5年後)の経営計画

(711A)現地法人の機能 基礎研 (703A)現地法人の機能 基礎研
(712A)現地法人の機能 応用研 (704A)現地法人の機能 応用研
(713A)現地法人の機能 開発研 (705A)現地法人の機能 開発研
(714A)現地法人の機能 開発研 (706A)現地法人の機能 開発研
(715A)現地法人の機能 企画･設(707A)現地法人の機能 企画･設
(716A)現地法人の機能 企画･設(708A)現地法人の機能 企画･設
(717A)現地法人の機能 製造

(709A)現地法人の機能 製造

(718A)現地法人の機能 原材料 (710A)現地法人の機能 原材料
(719A)現地法人の機能 販売

(711A)現地法人の機能 販売

(720A)現地法人の機能 金融

(712A)現地法人の機能 金融

(721A)現地法人の機能 持株会 (713A)現地法人の機能 持株会
(722A)現地法人の機能 地域統 (714A)現地法人の機能 地域統

(724A)製造形態と技術水準(現在
(715A)製造形態と技術水準(現在
(724B)製造形態と技術水準(現在
(715B)製造形態と技術水準(現在
(724C)製造形態と技術水準(現 (715C)製造形態と技術水準(現
(725A)製造形態と技術水準(将来
(716A)製造形態と技術水準(将来
(725B)製造形態と技術水準(将来
(716B)製造形態と技術水準(将来
(725C)製造形態と技術水準(将 (716C)製造形態と技術水準(将

(701A)連結財務諸表の対象の有
(701A)連結財務諸表の対象の有
(717A)日本の国内工場における

海事・調査項目表（現地法人）

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

共通項目名
１９９９年 現地法人調査２０００年 現地法人調査２００１年 現地法人調査２００２年 現地法人調査票（Ｈ１４）
２００３年 現地法人調査票２００４年 現地法人調査票（Ｈ１６）
@HG
@HG
@HG
@HG
@HG
@HG
@HG
本社No
本社No
本社No
本社
本社
本社
本社
子会社No
子会社No
子会社No
子会社
子会社
子会社
子会社
孫会社No
孫会社No
孫会社No
孫会社
孫会社
孫会社
孫会社
企業番号
現地法人名（アルファベット） 現地法人名（アルファベット）
101現地法人名（アルファベット） 101現地法人名（アルファベット）
貴現地法人名
(101)現地法人名（アルファベット現地法人名
(103A)子会社・孫会社区分
103A-子・孫会社区分
103A-子・孫会社区分
103A-現地法人の概要 子・孫会社区分
107A-子・孫会社区分
107A-子・孫会社区分
子孫会社区分
子会社名（アルファベット）
現地法人名（子）
子会社名（アルファベット）
子会社名（アルファベット）
107B-子会社名（アルファベット） 107B-子会社名（アルファベット）
子会社名
(102A)国分類
102A-国分類
102A-国分類
102A-現地法人の概要 国分類
102-国分類
102-国分類
国（州）分類
(102B)州・省分類
102B-州・省分類
102B-州・省分類
102B-現地法人の概要 州・省分類
103-州・省分類
103-州・省分類
州・省分類
(102C)業種分類
102C-業種分類
102C-業種分類
102C-現地法人の概要 業種分類
104-業種分類
104-業種分類
業種分類
本社との関係
(918A)進出形態
917A-進出形態
進出形態
(102D)設立・資本参加時期
102D-設立・資本参加時期
102D-設立・資本参加時期
102D-現地法人の概要 設立・資本参加時期
105A-設立・資本参加時期
105A-設立・資本参加時期
設立･資本参加時期 年
設立･資本参加時期 月
設立･資本参加時期 月
設立･資本参加時期 月
設立･資本参加時期 月
105B-設立･資本参加時期 月 105B-設立･資本参加時期 月
設立･資本参加時期 月
操業開始時期 年
操業開始時期 月
決算月 年
(102E)決算月
102E-決算月
102E-決算月
102E-現地法人の概要 決算月
106-決算月
106-決算月
決算月 月
(920A)進出動機①
305A-進出動機１位
305A-進出動機１位
919A-進出動機①
901A-進出動機１位
901A-進出動機１位
進出動機 ①
進出動機 ②
(920B)進出動機②
305B-進出動機２位
305B-進出動機２位
919B-進出動機②
901B-進出動機２位
901B-進出動機２位
(920C)進出動機③
305C-進出動機３位
305C-進出動機３位
919C-進出動機③
901C-進出動機３位
901C-進出動機３位
進出動機 ③
(301A)操業状況
301A-操業状況
301A-操業状況
301A-操業状況等 操業状況
301-操業状況
301-操業状況
操業状況
(304A)撤退・移転理由
304A撤退・移転の主たる理由 304A-撤退・移転の主たる理由 304A-操業状況等 撤退・移転の理由
402-撤退・移転の主たる理由
402-撤退・移転の主たる理由
撤退･移転の主たる理由
休眠・撤退理由２
休眠・撤退理由３
撤退･移転時期
(302A)撤退・移転時期又は予定302A-撤退・移転時期
302A-撤退・移転時期
302A-操業状況等 撤退・移転時期
401-撤退・移転時期
401-撤退・移転時期
移転･統合先 1Yes/2No
(303A)移転・統合先
303A-移転・統合先
303A-移転・統合先
303A-操業状況等 移転・統合先
移転･統合先 国分類
(303B)国分類
303B-移転・統合先国分類
303B-移転・統合先国分類
303B-操業状況等 国分類
移転･統合先 州･省分類
(303C)州・省分類
303C-移転・統合先州・省分類 303C-移転・統合先州・省分類 303C-操業状況等 州・省分類
現地法人の子会社数
うち、第三国
操業許可条件①輸出義務
操業許可条件②輸入制限
操業許可条件③原材料現地調達
操業許可条件④現地人の雇用
操業許可条件⑤出資比率制限
操業許可条件⑥操業地点制限
操業許可条件⑦配当制限
操業許可条件⑧技術移転
操業許可条件⑨その他
操業許可条件⑩国内販売
操業許可条件⑪製造要求・制限
操業許可条件⑫為替制限
操業許可条件⑬送金制限
資本金または出資金
(201A)資本金又は出資金
201A-資本金又は出資金
201A-資本金又は出資金
201A-出資状況 資本金又は出資金
201-資本金又は出資金
201-資本金又は出資金
当初 日本側出資比率
(202A)日本側出資当初出資
当初 日本側出資比率 社数
(202B)社数
現在 日本側出資比率
(202C)日本側出資現在出資
現在 日本側出資比率 社数
(202D)社数
日本側出資比率
201B-日本側出資比率
201B-日本側出資比率
201B-出資状況 日本側出資比率
202-日本側出資比率
202-日本側出資比率
出資比率上位２社 第１位
(202E)現在日本側出資上位比率第１位（％）
出資比率上位２社 第２位
(202F)現在日本側出資上位比率第２位（％）
現地パートナー ①現地政府
現地パートナー ②現地ﾒｰｶｰ
現地パートナー ③現地販売会社
現地パートナー ④現地金融
現地パートナー ⑤現地の個人
現地パートナー ⑥第３国の企業
現地パートナー ⑦その他
現地パートナー１
(919A)現地パートナー①
918A-現地パートナー①
現地パートナー２
(919B)現地パートナー②
918B-現地パートナー②
総資産
(201B)総資産
401A-貸借対照表項目 総資産
固定資産
(201C)うち、固定資産
402A-貸借対照表項目 うち固定資産
有形固定資産
(201D)うち、有形固定資産
403A-貸借対照表項目 うち有形固定資産
自己資本
(201E)自己資本
404A-貸借対照表項目 自己資本
社債
(402A)社債
406A-資金調達状況 社債
長期借入金
(403A)長期借入金
407A-資金調達状況 長期借入金
出資者からの借入
(404A)出資者からの借入
408A-資金調達状況 出資者からの借入
(405A)うち日本側出資者
409A-資金調達状況 うち日本側出資者
うち、日本側出資者
(406A)現地金融機関からの借入
410A-資金調達状況 現地金融機関からの借入
現地金融機関からの借入
(407A)うち現地邦銀
411A-資金調達状況 うち現地邦銀
うち、現地邦銀
(408A)うち債務保証による借入
412A-資金調達状況 うち債務保証による借入
うち、債務保証による借入
(401A)資金調達額
405A-資金調達状況 資金調達総額
資金調達状況 合計
(502A)自己資金H10年度実績
502A-設備投資 自己資金Ｈ１３年度実績
設備投資 自己資金
(503A)出資者からの借入H10年度実績
503A-設備投資 出資者からの借入Ｈ１３年度実績
設備投資 出資者からの借入
(505A)現地金融機関からの借入H10年度実績
505A-設備投資 現地金融機関からの借入Ｈ１３年度実績
設備投資 現地金融機関からの借入
(506A)その他H10年度実績
506A-設備投資 その他Ｈ１３年度実績
設備投資 その他
(501A)設備投資H10年度実績 401A-H１１年設備投資
401A-設備投資
501A-設備投資 設備投資Ｈ１３年度実績
801A-設備投資
801A-設備投資
設備投資 合計
(504A)うち日本側出資者引受H 401B-うち資金調達日本出資引401B-うち資金調達日本出資引504A-設備投資 うち日本側出資者引受Ｈ１３年度実 802A-うち資金調達日本出資引受802A-うち資金調達日本出資引受
うち、日本側出資者引受
設備投資目的別内訳 能力増強
設備投資目的別内訳 合理化、省力化、省エネ化
設備投資目的別内訳 研究開発
設備投資目的別内訳 維持・修繕
設備投資目的別内訳 環境保全
設備投資目的別内訳 その他
(507A)現地調達H10年度実績
507A-設備投資 現地調達Ｈ１３年度実績
設備調達先 現地調達
(508A)日本から輸入H10年度実401C-日本輸入による設備調達401C-日本輸入による設備調達508A-設備投資 日本から輸入Ｈ１３年度実績
803A-日本輸入による設備調達 803A-日本輸入による設備調達
設備調達先 日本から輸入
(509A)第三国から輸入H10年度実績
509A-設備投資 第三国から輸入Ｈ１３年度実績
設備調達先 第三国から輸入
(501B)設備投資H11年度見込み402A-設備投資（見込）
402A-設備投資（見込）
501B-設備投資 設備投資Ｈ１４年度見込み
801B-設備投資（見込）
801B-設備投資（見込）
本年度設備投資額（見込）
(504B)うち日本側出資者引受H 402B-うち資金調達日本引受予402B-うち資金調達日本引受予504B-設備投資 うち日本側出資者引受Ｈ１４年度見 802B-うち資金調達日本引受予定802B-うち資金調達日本引受予定額
うち日本側出資者引受（見込）
本年度日本からの輸入による設備調達予定額（見(508B)日本から輸入H11年度見402C-日本輸入による設備調達402C-日本輸入による設備調達508B-設備投資 日本から輸入Ｈ１４年度見込み
803B-日本輸入による設備調達予803B-日本輸入による設備調達予定額
来年度計画設備投資額
来年度日本からの輸入による計画設備調達額
設備投資の主な目的
設備投資の目的①
(922A)設備投資の目的①
921A-設備投資の目的①
設備投資の目的②
(922B)設備投資の目的②
921B-設備投資の目的②
設備投資の目的③
(922C)設備投資の目的③
921C-設備投資の目的③
(922D)設備投資の目的④
921D-設備投資の目的④
設備投資の目的④
設備投資の目的⑤
(922E)設備投資の目的⑤
921E-設備投資の目的⑤
(922F)設備投資の目的⑥
921F-設備投資の目的⑥
設備投資の目的⑥
設備投資の目的⑦
(922G)設備投資の目的⑦
921G-設備投資の目的⑦
売上 現地販売
(603A)現地販売H10年度実績 503A-現地販売
503A-現地販売
603A-売上高 現地販売Ｈ１３年度実績
613-現地販売
613-現地販売
売上 日本向輸出
(602A)日本向け輸出H10年度実502A-日本輸出
502A-日本輸出
602A-売上高 日本向け輸出Ｈ１３年度実績
612A-日本輸出
612A-日本輸出
売上 第３国向け輸出
(604A)第三国向け輸出H10年度504A-第三輸出
504A-第三輸出
604A-売上高 第三国向け輸出Ｈ１３年度実績
614-第三輸出
614-第三輸出
売上 第３国向け北米
(605A)北米H10年度実績
505A-第三輸出 北米
505A-第三輸出北米
605A-売上高 北米Ｈ１３年度実績
615-第三輸出北米
615-第三輸出北米
売上 第３国向けアジア
(607A)アジアH10年度実績
506A-第三輸出 アジア
506A-第三輸出アジア
607A-売上高 アジアＨ１３年度実績
616-第三輸出アジア
616-第三輸出アジア
売上 第３国向けヨーロッパ
(609A)ヨーロッパH10年度実績 507A-第三輸出 ヨーロッパ
507A-第三輸出ヨーロッパ
609A-売上高 ヨーロッパＨ１３年度実績
617-第三輸出ヨーロッパ
617-第三輸出ヨーロッパ
売上 第３国向け中南米
(606A)中南米H10年度実績
606A-売上高 中南米Ｈ１３年度実績
売上 第３国向け中東
(608A)中東H10年度実績
608A-売上高 中東Ｈ１３年度実績
618売上 うち、その他地域向け輸618売上 うち、その他地域向け輸出
売上 第３国向けオセアニア
(610A)オセアニアH10年度実績
610A-売上高 オセアニアＨ１３年度実績
売上 第３国向けアフリカ
(611A)アフリカH10年度実績
611A-売上高 アフリカＨ１３年度実績
501A-売上高総計
601A-売上高 売上高総計Ｈ１３年度実績
611A-売上高総計
611A-売上高総計
売上総計
(601A)売上高総計H10年度実績501A-売上高総計
(601C)売上高総計H11年度見込501B-売上高総計（見込）
501B-売上高総計（見込）
601C-売上高 売上高総計Ｈ１４年度見込み
611B-売上高総計（見込）
611B-売上高総計（見込）
売上見込み本年度
(602C)日本向け輸出H11年度見502B-日本輸出（見込）
502B-日本輸出（見込）
602C-売上高 日本向け輸出Ｈ１４年度見込み
612B-日本輸出（見込）
612B-日本輸出（見込）
本年度見込うち、日本向け輸出
来年度計画売上高
来年度計画うち、日本向け輸出
(603B)現地販売H10年度実績うち、同一G内
603B-売上高 現地販売Ｈ１３年度実績うち、同一Ｇ内
売上うち同Ｇ内現地販売
(602B)日本向け輸出H10年度実績うち、同一G内
602B-売上高 日本向け輸出Ｈ１３年度実績うち、同一Ｇ内
売上うち同Ｇ内日本向輸出
(604B)第三国向け輸出H10年度実績うち、同一Ｇ内
604B-売上高 第三国向け輸出Ｈ１３年度実績うち、同一Ｇ内
売上うち同Ｇ内第三国向け輸出
(605B)北米H10年度実績うち、同一Ｇ内
605B-売上高 北米Ｈ１３年度実績うち、同一Ｇ内
売上うち同Ｇ内第３国向け輸出北米
(606B)中南米H10年度実績うち、同一G内
606B-売上高 中南米Ｈ１３年度実績うち、同一Ｇ内
売上うち同Ｇ内第３国向け輸出中南米
(607B)アジアH10年度実績うち、同一G内
607B-売上高 アジアＨ１３年度実績うち、同一Ｇ内
売上うち同Ｇ内第３国向け輸出アジア
(608B)中東H10年度実績うち、同一G内
608B-売上高 中東Ｈ１３年度実績うち、同一Ｇ内
売上うち同Ｇ内第３国向け輸出中東
(609B)ヨーロッパH10年度実績うち、同一G内
609B-売上高 ヨーロッパＨ１３年度実績うち、同一Ｇ内
売上うち同Ｇ内第３国向け輸出ヨーロッパ

4

海事・調査項目表（現地法人）

№
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250

共通項目名
売上うち同Ｇ内第３国向け輸出オセアニア
売上うち同Ｇ内第３国向け輸出アフリカ
売上うち同Ｇ内第３国向け輸出売上総計
仕入高 現地調達
日本から輸入
第三国から輸入
第三国から輸入北米
第三国から輸入アジア
第三国から輸入ヨーロッパ
第三国から輸入中南米
第三国から輸入中東
第三国から輸入オセアニア
第三国から輸入アフリカ
仕入高総計
完成品輸入高
本年度見込仕入高総計
本年度見込仕入高うち日本からの輸入
来年度計画仕入高うち日本からの輸入
仕入うち同Ｇ内現地調達
仕入うち同Ｇ内日本から輸入
仕入うち同Ｇ内第三国から輸入
仕入うち同Ｇ内第三国から輸入北米
仕入うち同Ｇ内第三国から輸入中南米
仕入うち同Ｇ内第三国から輸入アジア
仕入うち同Ｇ内第三国から輸入中東
仕入うち同Ｇ内第三国から輸入ヨーロッパ
仕入うち同Ｇ内第三国から輸入オセアニア
仕入うち同Ｇ内第三国から輸入アフリカ
仕入うち同Ｇ内仕入高総計
営業費 売上原価
営業費 販売費・一般管理費
営業費内訳 広告宣伝費
営業費内訳 情報処理通信費
営業費内訳 給与総額
営業費内訳 荷造運搬費
営業費内訳 賃借料
営業費内訳 減価償却費
経常利益（△損失）
支払利息・割引料
法人税等
税引後当期損益
利益処分状況 役員賞与
利益処分状況 配当金
利益処分状況 うち、現金配当
利益処分状況 当期内部留保額
年度末内部保留残高
日本向支払 配当
日本向支払 借入金利息
日本向支払 ロイヤルティ
日本向支払 その他支払
日本向支払 合計
売上高第１位品目 品目分類コード
売上高第１位品目 現地販売
売上高第１位品目 日本向輸出
売上高第１位品目 第三国向輸出
売上高第１位品目 総計
売上高第２位品目 品目分類コード
売上高第２位品目 現地販売
売上高第２位品目 日本向輸出
売上高第２位品目 第三国向輸出
売上高第２位品目 総計
売上高第３位品目 品目分類コード
売上高第３位品目 現地販売
売上高第３位品目 日本向け販売
売上高第３位品目 第三国向け販売
売上高第３位品目 総計
仕入高第１位品目 品目番号
仕入高第１位品目 現地調達
仕入高第１位品目 日本からの輸入
仕入高第１位品目 第三国からの輸入
仕入高第１位品目 仕入高
仕入高第２位品目 品目番号
仕入高第２位品目 現地調達
仕入高第２位品目 日本からの輸入
仕入高第２位品目 第三国からの輸入
仕入高第２位品目 仕入高
仕入高第３位品目 品目番号
仕入高第３位品目 現地調達
仕入高第３位品目 日本からの輸入
仕入高第３位品目 第三国からの輸入
仕入高第３位品目 仕入高
生産高
うち、委託生産
委託生産
製造品出荷額
原材料現地額
原材料現地額理由
販売・調達先別割合A
販売・調達先別割合B
販売・調達先別割合C
販売・調達先別割合D
取締役員数
取締役員数うち日本側派遣者数
従業員数
従業員数うち日本側派遣者数
雇用者合計
うち、日本側派遣者数①
従業員中の管理者数
うち、日本側派遣者数②
従業員中の技術者数
うち、日本側派遣者数③
給与支給額
研究開発費
研究所数
研究員数
研究開発機能
技術導入
研修制度の有無
研修制度 元年度間延べ人数
研修形態 ①
研修形態 ②
現地事情の問題点 ①
現地事情の問題点 ②
現地事情の問題点 ③
現地事情の問題点 ④
現地事情の問題点 ⑤
現地事情の問題点 ⑥
現地事情の問題点 ⑦
現地事情の問題点 ⑧
現地事情の問題点 ⑨
現地事情の問題点 ⑩
最近特に悪化しつつあるもの ①
最近特に悪化しつつあるもの ②
最近特に悪化しつつあるもの ③
最近特に悪化しつつあるもの ④

１９９９年 現地法人調査２０００年 現地法人調査２００１年 現地法人調査２００２年 現地法人調査票（Ｈ１４）

２００３年 現地法人調査票２００４年 現地法人調査票（Ｈ１６）

(610B)オセアニアH10年度実績うち、同一G内

610B-売上高 オセアニアＨ１３年度実績うち、同一Ｇ内

(611B)アフリカH10年度実績うち、同一G内

611B-売上高 アフリカＨ１３年度実績うち、同一Ｇ内

(601B)売上高総計H10年度実績うち、同一G内

601B-売上高 売上高総計Ｈ１３年度実績うち、同一Ｇ内

(614A)現地調達H10年度実績 510A-現地調達

510A-現地調達

614A-仕入高 現地調達Ｈ１３年度実績

623-現地調達

623-現地調達

(613A)日本から輸入H10年度実509A-日本輸入

509A-日本輸入

613A-仕入高 日本から輸入Ｈ１３年度実績

622A-日本輸入

622A-日本輸入

(615A)第三国から輸入H10年度511A-第三輸入

511A-第三輸入

615A-仕入高 第三国から輸入Ｈ１３年度実績

624-第三輸入

624-第三輸入

(616A)北米H10年度実績

512A-第三輸入北米

512A-第三輸入北米

616A-仕入高 北米Ｈ１３年度実績

625-第三輸入北米

625-第三輸入北米

(618A)アジアH10年度実績

513A-第三輸入アジア

513A-第三輸入アジア

618A-仕入高 アジアＨ１３年度実績

626-第三輸入アジア

626-第三輸入アジア

514A-第三輸入ヨーロッパ

620A-仕入高 ヨーロッパＨ１３年度実績

627-第三輸入ヨーロッパ

627-第三輸入ヨーロッパ

(620A)ヨーロッパH10年度実績 514A-第三輸入ヨーロッパ
(617A)中南米H10年度実績

617A-仕入高 中南米Ｈ１３年度実績

(619A)中東H10年度実績

619A-仕入高 中東Ｈ１３年度実績

(621A)オセアニアH10年度実績

621A-仕入高 オセアニアＨ１３年度実績

(622A)アフリカH10年度実績

622A-仕入高 アフリカＨ１３年度実績

(612A)仕入高総計H10年度実績508A-仕入高総計

508A-仕入高総計

612A-仕入高 仕入高総計Ｈ１３年度実績

628-仕入 うち、その他地域向け輸
628-仕入 うち、その他地域向け輸入

621A-仕入高総計

621A-仕入高総計

(612C)仕入高総計H11年度見込508B-仕入高総計（見込）

508B-仕入高総計（見込）

612C-仕入高 仕入高総計Ｈ１４年度見込み

621B-仕入高総計（見込）

621B-仕入高総計（見込）

(613C)日本から輸入H11年度見509B-日本輸入（見込）

509B-日本輸入（見込）＊

613C-仕入高 日本から輸入Ｈ１４年度見込み

622B-日本輸入（見込）＊

622B-日本輸入（見込）＊

(614B)現地調達H10年度実績うち、同一G内

614B-仕入高 現地調達Ｈ１３年度実績うち、同一Ｇ内

(613B)日本から輸入H10年度実績うち、同一G内

613B-仕入高 日本から輸入Ｈ１３年度実績うち、同一Ｇ内

(615B)第三国から輸入H10年度実績うち、同一Ｇ内

615B-仕入高 第三国から輸入Ｈ１３年度実績うち、同一Ｇ内

(616B)北米H10年度実績うち、同一Ｇ内

616B-仕入高 北米Ｈ１３年度実績うち、同一Ｇ内

(617B)中南米H10年度実績うち、同一G内

617B-仕入高 中南米Ｈ１３年度実績うち、同一Ｇ内

(618B)アジアH10年度実績うち、同一G内

618B-仕入高 アジアＨ１３年度実績うち、同一Ｇ内

(619B)中東H10年度実績うち、同一G内

619B-仕入高 中東Ｈ１３年度実績うち、同一Ｇ内

(620B)ヨーロッパH10年度実績うち、同一G内

620B-仕入高 ヨーロッパＨ１３年度実績うち、同一Ｇ内

(621B)オセアニアH10年度実績うち、同一G内

621B-仕入高 オセアニアＨ１３年度実績うち、同一Ｇ内

(622B)アフリカH10年度実績うち、同一G内

622B-仕入高 アフリカＨ１３年度実績うち、同一Ｇ内

(612B)仕入高総計H10年度実績うち、同一G内
(701A)営業費 売上原価

601A-営費（売上原価）

(702A)営業費 販管費・一般管 602A-営費（販管費）

612B-仕入高 仕入高総計Ｈ１３年度実績うち、同一Ｇ内
601A-営費（売上原価）

701A-費用・収益営業費 売上原価

711-営費（売上原価）

711-営費（売上原価）

602A-営費（販管費）

702A-費用・収益 営業費 販管費・一般管理費

712-営費（販管費）

712-営費（販管費）

(703A)営業費内訳 広告宣伝費

703A-費用・収益 営業費内訳 広告宣伝費

(705A)営業費内訳 情報処理通信費

705A-費用・収益 営業費内訳 情報処理通信費

(704A)営業費内訳 給与総額 603A-営費（給与）

603A-営費（給与）

704A-費用・収益 営業費内訳 給与総額

713-営費（給与）

713-営費（給与）

(706A)営業費内訳 荷造運搬費604A-営費（荷造費）

604A-営費（荷造費）

706A-費用・収益 営業費内訳 荷造運搬費

714-営費（荷造費）

714-営費（荷造費）

(707A)営業費内訳 賃借料

605A-営費（賃借）

707A-費用・収益 営業費内訳 賃借料

715-営費（賃借）

715-営費（賃借）

606A-営費（減償費）
(708A)営業費内訳 減価償却費

605A-営費（賃借）

606A-営費（減償費）

708A-費用・収益 営業費内訳 減価償却費

716-営費（減償費）

716-営費（減償費）

(710A)経常利益（△損失）

607A-経常利益

710A-費用・収益 経常利益（△損失）

721-経常利益

721-経常利益

722-税引後当期利益

722-税引後当期利益

607A-経常利益

(709A)支払利息・割引率

709A-費用・収益 支払利息・割引料

(711A)法人税・住民税

711A-費用・収益 法人税・住民税

(712A)税引後当期利益（△損失608A-税引後当期利益

608A-税引後当期利益

712A-費用・収益 税引後当期利益（△損失）

(713A)役員賞与

713A-費用・収益 役員賞与

(714A)配当金

714A-費用・収益 配当金

(715A)当期内部留保額

609A-当期内部留保

(716A)H10年度末内部留保残高610A-内部留保残高

609A-当期内部留保額

715A-費用・収益 当期内部留保額

723-当期内部留保額

723-当期内部留保額

610A-内部留保残高

716A-費用・収益 Ｈ１３年度内部留保残高

724-H14年度末内部留保残高

724-H1５年度末内部留保残高

731-日本出資者向支払

731-日本出資者向支払

501-従業者数

501-従業者数

741-研究開発費

741-研究開発費

(717A)配当

718A-日本側出資者向け支払費用うち配当

(718A)借入金利息
(719A)ロイヤルティ

719A-日本側出資者向け支払費用うちロイヤルティ

(720A)その他の支払
611A-日本出資者向支払
(721A)日本側出資者向け支払費

611A-日本出資者向支払

717A-日本側出資者向け支払い費用合計

(807A)生産高
(808A)うち受託生産
(809A)委託生産
(810A)製造品出荷額

(623A)販売・調達先別割合A
(624A)販売・調達先別割合B
(625A)販売・調達先別割合C
(626A)販売・調達先別割合D
(801A)取締役員数 総数

801A-雇用の状況 取締役員数総数

(801B)取締役員数 うち日本側派遣者数

801B-雇用の状況 取締役員 うち日本側派遣者数

(802A)従業員数 総数

201C-従業者数

201C-従業者数

802A-雇用の状況 従業員数総数

(802B)従業員数 うち日本側派遣者数

802B-雇用の状況 従業員数 うち日本側派遣者数

(805A)合計 総数

804A-雇用の状況 合計総数

(805B)合計 うち日本側派遣者数

804B-雇用の状況 合計 うち日本側派遣者数

(803A)うち管理者数 総数

803A-雇用の状況 うち管理者数総数

(803B)うち管理者数 うち日本側派遣者数

803B-雇用の状況 管理者数 うち日本側派遣者数

(804A)うち技術者数 総数
(804B)うち技術者数 うち日本側派遣者数
(806A)研究開発費

515A-研究開発費

515A-研究開発費

805A-技術・研究開発の状況 研究開発費

(806B)研究所数
(806C)研究員数

(935A)現地職員に対する研修制度①
(935B)現地職員に対する研修制度②
(936A)現地職員に対する研修制度③
(936B)現地職員に対する研修制度④
(923A)現地事情の問題点①

922A-現地事情の問題点①

(923B)現地事情の問題点②

922B-現地事情の問題点②

(923C)現地事情の問題点③

922C-現地事情の問題点③

(923D)現地事情の問題点④

922D-現地事情の問題点④

(923E)現地事情の問題点⑤

922E-現地事情の問題点⑤

(923F)現地事情の問題点⑥

922F-現地事情の問題点⑥

(923G)現地事情の問題点⑦

922G-現地事情の問題点⑦

(923H)現地事情の問題点⑧
(923I)現地事情の問題点⑨
(923J)現地事情の問題点⑩
(923K)現地事情の問題点（特に悪化）⑪
(923L)現地事情の問題点（特に悪化）⑫
(923M)現地事情の問題点（特に悪化）⑬
(923N)現地事情の問題点（特に悪化）⑭
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№
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357

共通項目名
１９９９年 現地法人調査２０００年 現地法人調査２００１年 現地法人調査２００２年 現地法人調査票（Ｈ１４）
２００３年 現地法人調査票２００４年 現地法人調査票（Ｈ１６）
最近特に悪化しつつあるもの ⑤
(923O)現地事情の問題点（特に悪化）⑮
事前承認事項 ①役員の任免
事前承認事項 ②従業員の雇用・解雇
事前承認事項 ③賃金の引上げ（ベースアップ等）
事前承認事項 ④利益処分
事前承認事項 ⑤新規設備投資の決定
事前承認事項 ⑥製造方法の変更
事前承認事項 ⑦販売条件の変更
事前承認事項 ⑧研究開発投資の決定
事前承認事項 ⑨子会社の設立・他社への資本参
事前承認事項 ⑩長期資金調達の決定
事前承認事項 ⑪一定額以上の寄付
事前承認事項１
(926A)本社企業との関係①
925A-本社企業との関係①
事前承認事項２
(926B)本社企業との関係②
925B-本社企業との関係②
事前承認事項３
(926C)本社企業との関係③
925C-本社企業との関係③
事前承認事項４
(926D)本社企業との関係④
925D-本社企業との関係④
事前承認事項５
(926E)本社企業との関係⑤
925E-本社企業との関係⑤
各部門の責任者 ①
(927A)本社企業との関係⑥
926A-本社企業との関係⑥
各部門の責任者 ②
(928A)本社企業との関係⑦
927A-本社企業との関係⑦
各部門の責任者 ③
(929A)本社企業との関係⑧
928A-本社企業との関係⑧
各部門の責任者 ④
(930A)本社企業との関係⑨
929A-本社企業との関係⑨
各部門の責任者 ⑤
(931A)本社企業との関係⑩
930A-本社企業との関係⑩
各部門の責任者 ⑥
(932A)本社企業との関係⑪
931A-本社企業との関係⑪
各部門の責任者 ⑦
(933A)本社企業との関係⑫
932A-本社企業との関係⑫
各部門の責任者 ⑧
(934A)本社企業との関係⑬
933A-本社企業との関係⑬
争訟件数
法律分野 ①
法律分野 ②
法律分野 ③
Ｍ＆Ａの影響売上高経常利益率
変化
労働組合
年間寄付実施額
(811A)年間寄付実施額
融和活動実施状況 ①
融和活動実施状況 ②
融和活動実施状況 ③
融和活動実施状況 ④
融和活動実施状況 ⑤
融和活動実施状況 ⑥
融和活動実施状況 ⑦
融和活動実施状況 ⑧
融和活動実施状況 ⑨
融和活動実施状況 ⑩
融和活動実施状況 ⑪
融和活動実施状況 ⑫
融和活動実施状況 ⑬
環境 ①
環境 ②
(937A)環境問題①
934A-環境問題①
環境 ③
環境問題 ③－１
(938A)環境問題②
935A-環境問題②
環境問題 ③－２
(938B)環境問題③
935B-環境問題③
環境問題 ③－３
(938C)環境問題④
935C-環境問題④
環境問題 ③－４
(938D)環境問題⑤
935D-環境問題⑤
環境問題 ③－５
(938E)環境問題⑥
935E-環境問題⑥
環境問題 ③－６
(938F)環境問題⑦
935F-環境問題⑦
環境 ④－１
環境 ④－２
将来の経営計画
(901A)経営企画
701A-将来の経営計画
701A-将来の経営計画
901A-経営計画
1011-将来の経営計画
1011-将来の経営計画
経営計画②－１現在
経営計画②－２現在
経営計画③－１将来
経営計画③－２将来
現地法人の機能 基礎研究
(902A)現在_基礎研究
702A-現地機能 基礎
702A-現地機能 基礎
902A-経営計画 現在 基礎研究
1021-現地機能 基礎・応用
1021-現地機能 基礎・応用
現地法人の機能 応用研究
(903A)現在_応用研究
703A-現地機能 応用
703A-現地機能 応用
903A-経営計画 現在 応用研究
現地法人の機能 開発研究(全世界向け)
(904A)現在_開発研究(全世界向704A-現地機能 開発（全世界 704A-現地機能 開発（全世界 904A-経営計画 現在 開発研究（全世界向け）
現地法人の機能 開発研究(現地向け)
(905A)現在_開発研究（現地向け705A-現地機能 開発（現地） 705A-現地機能 開発（現地） 905A-経営計画 現在 開発研究（現地向け）
(906A)現在_企画・設計（全世界706A-現地機能 企画（全世界 706A-現地機能 企画（全世界 906A-経営計画 現在 企画・設計（全世界向け）
現地法人の機能 企画･設計(全世界向け)
1022-現地機能 企画・設計
1022-現地機能 企画・設計
現地法人の機能 企画･設計(現地向け)
(907A)現在_企画・設計（現地向707A-現地機能 企画（現地） 707A-現地機能 企画（現地） 907A-経営計画 現在 企画・設計（現地向け）
(908A)現在_製造
708A-現地機能 製造
708A-現地機能 製造
908A-経営計画 現在 製造
1023-現地機能 製造
1023-現地機能 製造
現地法人の機能 製造
(909A)現在_原材料部品等の調709A-現地機能 原材料調達 709A-現地機能 原材料調達 909A-経営計画 現在 原材料部品等の調達
現地法人の機能 原材料･部品等の調達
1024-現地機能 原材料調達
1024-現地機能 原材料調達
(910A)現在_販売
710A-現地機能 販売
710A-現地機能 販売
910A-経営計画 現在 販売
1025-現地機能 販売
1025-現地機能 販売
現地法人の機能 販売
(911A)現在_金融
711A-現地機能 金融
711A-現地機能 金融
911A-経営計画 現在 金融
1026-現地機能 金融
1026-現地機能 金融
現地法人の機能 金融
現地法人の機能 持株会社
(912A)現在_持株会社
712A-現地機能 持株会社
712A-現地機能 持株会社
912A-経営計画 現在 持株会社
1027-現地機能 持株会社
1027-現地機能 持株会社
現地法人の機能 地域統括
(913A)現在_地域統括
713A-現地機能 地域統括
713A-現地機能 地域統括
913A-経営計画 現在 地域統括
1028-現地機能 地域統括
1028-現地機能 地域統括
(902B)将来_基礎研究
902B-経営計画 将来 基礎研究
現地法人の機能 将来_基礎研究
現地法人の機能 将来_応用研究
(903B)将来_応用研究
903B-経営計画 将来 応用研究
現地法人の機能 将来_開発研究（全世界向け） (904B)将来_開発研究（全世界向け）
904B-経営計画 将来 開発研究（全世界向け）
現地法人の機能 将来_開発研究（現地向け）
(905B)将来_開発研究（現地向け）
905B-経営計画 将来 開発研究（現地向け）
現地法人の機能 将来_企画・設計（全世界向）
(906B)将来_企画・設計（全世界向け）
906B-経営計画 将来 企画・設計（全世界向け）
現地法人の機能 将来_企画・設計（現地向け）
(907B)将来_企画・設計（現地向け）
907B-経営計画 将来 企画・設計（現地向け）
現地法人の機能 将来_製造
(908B)将来_製造
908B-経営計画 将来 製造
現地法人の機能 将来_原材料部品等の調達
(909B)将来_原材料部品等の調達
909B-経営計画 将来 原材料部品等の調達
現地法人の機能 将来_販売
(910B)将来_販売
910B-経営計画 将来 販売
現地法人の機能 将来_金融
(911B)将来_金融
911B-経営計画 将来 金融
現地法人の機能 将来_持株会社
(912B)将来_持株会社
912B-経営計画 将来 持株会社
現地法人の機能 将来_地域統括
(913B)将来_地域統括
913B-経営計画 将来 地域統括
製造形態と技術水準(現在) 日本との工程間分業 (914A)現在_日本との工程間分 714A-製造水準（現在）工程間分714A-製造水準（現在）工程間分914A-経営計画 現在 日本との工程間分業
製造形態と技術水準(現在) 日本以外の国との工程(914B)現在_日本以外の国との工
714B-製造水準（現在）以外との714B-製造水準（現在）以外との914B-経営計画 現在 日本以外の国との工程間分業
(914C)現在_一貫生産
714C-製造水準（現在）一貫生産
714C-製造水準（現在）一貫生産
914C-経営計画 現在 一貫生産
製造形態と技術水準(現在) 一貫生産
製造形態と技術水準(将来) 日本との工程間分業 (915A)将来_日本との工程間分 715A-製造水準（将来）工程間分715A-製造水準（将来）工程間分915A-経営計画 将来 日本との工程間分業
715B-製造水準（将来）以外との715B-製造水準（将来）以外との915B-経営計画 将来 日本以外の国との工程間分業
製造形態と技術水準(将来) 日本以外の国との工程(915B)将来_日本以外の国との工
(915C)将来_一貫生産
715C-製造水準（将来）一貫生産
製造形態と技術水準(将来) 一貫生産
715C-製造水準（将来）一貫生産
915C-経営計画 将来 一貫生産
製造形態
1031-製造形態
1031-製造形態
現在の技術水準
1032-現在の技術水準
1032-現在の技術水準
将来（５年を目処）技術水準
1033-将来（５年を目処）技術水準1033-将来（５年を目処）技術水準
親会社向け支払費用
投資決定のポイント１
(921A)投資決定のポイント①
920A-投資決定のポイント①
投資決定のポイント２
(921B)投資決定のポイント②
920B-投資決定のポイント②
投資決定のポイント３
(921C)投資決定のポイント③
920C-投資決定のポイント③
知的財産問題１
(924A)知的財産権問題①
923A-知的財産権問題①
知的財産問題２
(925A)知的財産権問題②
924A-知的財産権問題②
投資に対する評価１
(939A)投資に対する評価①
936A-投資に対する評価①
投資に対する評価２
(940A)投資に対する評価②
937A-投資に対する評価②
投資に対する評価３
(941A)投資に対する評価③
938A-投資に対する評価③
投資に対する評価４
(942A)投資に対する評価④
939A-投資に対する評価④
連結財務諸表の対象の有無
有無
日本の国内工場における生産活動の変化
(917A)海外＆国内生産活動の関
716A-工場生産活動の変化＊ 716A-工場生産活動の変化＊ 916A-海外＆国内生産活動の関連
1101-海外＆国内生産活動の関連1101-海外＆国内生産活動の関連
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