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資料

付属統計表

統計利用上の注意

１. 該当する事項が0の場合 ｢－｣ で表示してある｡

２. 企業抽出率の逆数を乗じて母集団に復元したものを調査結果として表章している｡

なお､ 四捨五入の関係で百分比の合計が100.0にならない場合もある｡

３. 報告書掲載統計表の数値は､ 表章単位未満を四捨五入した結果である｡ なお､ 四捨

五入の結果､ 表章単位に満たない場合は､ ｢0.0｣ と表示してある｡

４. ｢複数回答｣ の表示のある統計表は､ ２つ以上の複数回答のため百分比は合計する

と100.0を超える場合がある｡
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