日本株従業員性別多様性データ

MSCI ESG日本株従業員性別多様性データは、企業における従業員の性別多様性を評価して、投資や融資及びそれに伴う
意思決定を行う機関投資家、銀行、保険会社の皆様に役立つ情報を提供することを目的に構築されたデータです。
本データは、日本の時価総額上位500銘柄を対象とした

サンプルファクター

いる従業員の性別多様性に関するデータを基準にして

o

女性従業員の平均雇用期間（年）

います。

o

男性従業員の平均雇用期間（年）

MSCI日本株女性活躍指数 (WIN) とは、2017年に発表さ

o

性別多様性パフォーマンスのスコア

o

性別多様性のスコア

o

取締役会における女性役員の数

o

新規雇用者における女性の数

o

取締役会役員の総数

o

上級管理職の総数

o

新規雇用者の総数

o

従業員総数

o

従業員の性別多様性に関するポリシー及び管理体制

もので、MSCI日本株女性活躍指数 (WIN) に用いられて

れた指数で、MSCIジャパンIMIトップ500指数のデータを
用いて構築されています。

女性の労働参加や労働環境の向上を企業が支援する方
法が数多くある中、その有効性を測る最も簡単で分かり
やすい評価基準とは、その企業の様々なセグメントにお
ける女性従業員の割合です。
主な特徴と利点
広範囲に渡るユニークなデータ
女性従業員を引き付ける魅力、女性従業員の残留率及
び昇進におけるパフォーマンスを示すデータセットで構
成されています。

データ入手ご希望の方は
esgclientservice@msci.comへお問合せください。
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データ・ディクショナリーのハイライト
ファクタータイプ ファクター名

ファクターの説明

基礎的データ

年

性別多様性データを保存した年を示します

基礎的データ

新規雇用者における女性の数

新規雇用者における女性の数を示します

基礎的データ

新規雇用者の総数

新規雇用者の総数を示します

基礎的データ

新規雇用者における女性の割合 (%)

新規雇用者における女性の割合(%)を示します。

スコア

スコア：新規雇用者における女性の割
合 (%)

女性従業員の新規雇用に対する企業のパフォーマンスを、
レベルで示します。
（0
から10のスコアで評価し、新規雇用者における女性の割合 (%)が最も高い企業
を10とします。）

従業員性別多様性スコア
企業の従業員性別多様性スコアは、従業員性別多様性
パフォーマンスのスコア(75%) と従業員性別多様性に

関する慣行のスコア(25%) との加重平均で示されてい

ます。
これは、その企業の現在における局部的なパフォ
ーマンスを示すと同時に、女性が活躍できる労働環境

を推進する前向きな政策及びプロブラムのあらわれを
映し出すためです。

性別多様性スコア
性別多様性パフォー
マンスのスコア
（比重：75%）
性別多様性におけ
るパフォーマンス
の暫定スコア：
５項目における
パフォーマンスス
コアの平均

性別多様性における
パフォーマンスに
関する情報公開につ
いての考慮点：
５項目の測定基準が
利用できると仮定し
た上での暫定的パフ
ォーマンススコア
の推論

性別多様性に関する
慣行のスコア
（比重：25%）
性別多様性に関
する慣行のスコア：
2項目の政策とプ
ログラムにおけ
るスコアの平均

出典元に関する最新情報とクオリティ審査について
出典元

日本の厚生労働省によるレポート、各企業によるレポート
（年次報告
書、CSR報告書、有価証券報告書、企業ウェブサイト）

グローバル及びローカル・ニュースエージェンシーといったメディアによ
る情報、NGOによる刊行物

クオリティ審査＆モニタリング

比較的頻繁に取締役会の構成に変化が見られるため、取締役に就い
ている女性の数を基に、体系立てられたモニタリングを企業に対して
継続しています。
初期的な企業調査·分析の後、評価の全段階において厳密な品質保証
審査を実施します
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